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自然感
yumi

季節感
枇杷の花同様に実に地味な花を
中秋から初冬にかけ咲かし、翌
春、苗代のころから実をつけ麦秋
の頃、熟す。甘酸っぱく、少し渋
い懐かしい味…
『ナワシログミ』
平成２２年１１月下旬
飯塚市久保白ダム沿い
大塚俊樹

自然観察指導員会の皆さんは、福岡県立の歴史博物展示施設である九州
歴史資料館が、太宰府市から小郡市へ引っ越したことをご存じでしょうか。
三沢地区にある西鉄大牟田線の沿線添いの森の中に新しく建設された素晴
らしいこの博物館は、１１月初旬にオープンしました。そして、１１月末に
ここを会場として、子供達の実習と、付近の住民達に講演会が行われました。
その内容は、子供達には付近の里山との触れ合いを楽しませる、大人達
には里地・里山の歴史の話を聞かせる事でした。具体的には、子供達には三
沢の丘に生えているドングリが実る里山樹木＝クヌギ、コナラ、コジイ、ア
ラカシ、イチイガシ、マテバシイなどの樹木を見せて、ドングリの実の形や
付き方などを教えて、ドングリ達を使って小さな飾りを作らせる事を行いま
した。雑木林の樹木を直径１０ｃｍ、厚さ２ｃｍ程度に切って台とし、小さ
な木の枝を家に見立て、白いペンキで顔を描いたドングリ君を自分や家族に
見立てて枝に貼り付け、台には草に見立てたコケ類などを貼り付けて敷物と
して、自分の家を作らせました。４歳から８歳程度の子供達が約４０名参加
していましたが、皆大喜びで一生懸命に作っていました。
kuma は現在、筑紫女学園大学で幼稚園教諭や保育士を目指す学生達に「環
境」をテーマに講義を行っていますが、そこで、自然との触れ合いが教育の
スタートであることを知ることが出来ました。身の回りの自然に好奇心を持
ち、何故かという探求心に繋げることが、文部科学省の教育の基本である
「生きる力」 の獲得に繋がってゆく事になります。このような観点から見
ると、今回の実習は素晴らしい行事であったと言えます。これを企画したの
＃５６ は、福岡県北筑後保健福祉環境事務所の環境課でした。以前は福岡県の組織
は、保健所や福祉、環境事務所がそれぞれ独立していましたが、本年度より統合され県内
６ヶ所にこのような事務所が確立し、それぞれが地域の環境教育に本格的に取り組むよう
になっています。今回の子供達の自然体験は 「自然の恵み～どんぐりでつくろう～」 を
テーマに、福岡県保健環境研究所の齋城氏が講師として、大人達への講演は kuma が講師と
して参加しました。
三沢の里地・里山の姿は、次回呟くことにします。

◇◇◇ネイチャーゲームリーダー養成講座（福岡県会場）のご案内◇◇◇
鶴田義明
◇日 程 平成２３年２月１１日（金・祝）～１３日（日）
◇場 所 福岡県立社会教育総合センター（篠栗町）
◇参加費 一般 23,000 円（学生 22,000 円）
◇お問合せ・申込先 福岡県ネイチャーゲーム協会
佐伯（℡092－938－6613 メール hakata_ng@ybb.ne.jp )
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日本野鳥の会 福岡 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
１２／２５（土）１／２２（土）
１２／１９（日）１／１６（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：8:00～11:00
時 間：9:00～12:00
集 合：久末ダム多目的広場横駐
集 合：天拝山歴史自然公園
車場 (管理事務所下)
問合せ：092-920-7112（山本勝）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１／８（土）
大濠公園探鳥会（福岡市中央区）
時 間：9:00～12:00
集 合：ボート乗り場前
092-573-1827（森健児）
日本野鳥の会 筑後

主催

１／９（日）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00～12:00
集 合：JR 和白駅前の公園
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

※参加費：100 円（中学生以下無料）

１２／２６（日）
濃施山公園（みやま市）

時 間：9:00～12:00
集 合：公園内すいせん橋
0944-58-1672（野田達行）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

１／４（火）
県営春日公園（春日市）
時 間：10:00～12:00
集 合：旧公園管理センター前
問合せ：090-7390-3561（小野仁）
福岡植物友の会 主催
詳細はお問い合わせください。
092-575-3131（北野星二）

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/

１／８（土）
自然観察会（植物･昆虫･野鳥など）
集 合：井ノ浦公園噴水そば
西鉄三国ヶ丘駅下車
時 間：9:30～12:30
問合せ：092－920-3072（松永）

要：保険料
ブログは 三国丘陵 検索 です
ぐにヒットします。
ムラサキシジミ
三国･松永

和白干潟を守る会 主催

久留米の自然を守る会
１／２３（日）

１２／１８（土）
総会と講演会「グラミン銀行について」
クリーン作戦 と自然観察会
古賀暉人氏（新古賀病院会長）
時 間：15：00～17：00
時 間：14：30～17:30
集 合：海の広場 駐車場なし
会 場：久留米市役所３F 会議室 305
長靴・軍手があると便利
号室 その後「まつげん」で
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）
新年会
会 費：3000 円
問合せ：0942-46-8622（古賀）

福岡市油山自然観察の森 主催
１２／２６（日）
も～も～ランドで
バードウオッチング
森の中だけでなく、牧草地にいる鳥
のようすなどを観察します。

問合せ：油山自然観察センター
参加費:１００円
〒811-1355
福岡市南区桧原夫婦石 855-1
TEL：092-871-2112
開館 9:00～16:30（月曜休館）

集 合：もーもーらんど中央広場
時 間：9：30～12：30
9：１0 から受付
対 象：一般
申込み：不要
雨天実施

臨時バス運休のお知らせ
3 月～11 月の土日祝日に運行して
いた臨時バスは、12 月～2 月は運休
します。ご理解の程よろしくお願い
します。

ホオジロの仲間がいろいろいますよ。
ٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛ
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◇◇ 報告 ◇ 『県営春日公園で自然観察と草木染めをしてみませんか』 ◇◇
１１月２１日（日）は「家族の日」。家族で身近な公園でひとときを過ごしませんかと呼びかけました。時間は
１０時から１５時までです。
自然観察は、冬を目前にして、生きものたちがどんな暮らしをしているのかじっくりと楽しむことから開始しま
した。植物たちは、昆虫たちは、野鳥たちは、どんな工夫で冬を過ごすのでしょうか。目をこらして春日公園の生
きものたちをそっとのぞいてみました。
散策しつつ、草木染めのために、ソメイヨシノの新鮮な落ち葉、アメリカフウの鮮やかな朱色の落ち葉、それか
らクヌギの殻斗を拾いました。
シジュウカラやメジロそれにエナガの群れ、ツグミの群れ、カワラヒワの群れにも出会いました。キチョウやシ
ジミチョウそれにクロコノマチョウも飛んでいました。穏やかな晩秋の１日でした。
お昼からは、集めた落ち葉やクヌギの殻斗を１時間弱煮ました。この煮汁でハンカチや手拭いを秋の色に染めま
した。ソメイヨシノの煮汁で染めたバンダナ、そのまま乾かしてから香りも楽しみました。ほんのりと桜餅の香り
がするのです。
お茶の時間には、Ｏさんお得意のよもぎ入りホットケーキも人気が有りました。
参加者は、２０数名ですが、中には公園を散策中の市民で草木染めに飛び入り参加した人たちもいました。晩秋
の色を布に簡単に写し取ることができることに驚きの声あり、よもぎ味のホットケーキは参加した子供達にも人気
でした。
（報告：田字草）
いろんな色を見つけました。

今、染めていますよ。

染めた布を乾かしつつ、展示。
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～＊～ 報告 ＊ 自然観察ハイキング（主催 下山門公民館）～＊～
＊日

時

＊場
所
＊テ ー マ
＊参 加 者
＊担
当
＊観察内容

２０１０年１１月２７日（土） ＡＭ１０時～１２時
快晴
室見川河畔の福重橋から下流の室見新橋橋の手前まで往復（片道１ｋｍ）
野鳥を中心に植物も観察
１５名（公民館スタッフ２名含む）うち、小学生 ７名
日本野鳥の会福岡 持永さん・中山さん〈応援頂きました〉および徳永
野鳥を中心に観察して、少し植物を観察。晴天下で、思いのほか２６種もの野鳥に出会えました。
皆さんは観察を楽しみ、野鳥（特にカモ達）に興味を持ったようでした。植物は１０種類ほど説明
して、小学生とカラムシの葉でポン遊びや、アベリアのがくでプロペラ遊びをやりました。
（報告：徳永紀男）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☆☆☆今月の夜空☆☆☆

※会員の中岡康二氏からの情報です。

◎三大流星群の双子座流星群：１２月５日～２０日，ピークは１４日の午後８時頃
一時間あたり５０個ぐらい
場所・東から昇る双子座のカストルとポルックス付近から
◎小熊座流星群：１２月１８日～２４日，ピークは２３日午前５時頃
一時間あたり５～６個
場所・北の小熊座のひしゃくのところ、北極星の下
明るくゆっくりしたスピード。
◎今年三度目の皆既月食：１２月２１日の午後３時３２分から午後７時頃まで，ピーク・午後５時１７分
満月が完全に影のなかに入ると赤い満月になります。
これは地球の大気を太陽の光りが通るとき赤色の波長だけ通過するためです。

ai
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１１月１２日
福岡市西区梅林
午後 2 時過ぎだというのに、まるで夕方のような景
色。大陸からの黄砂です。ナイスフクオカ事務所のあ
るクラバードから見た油山です。
11 月 2 日
大分県玖珠郡九重町湯坪涌蓋山
涌蓋山の西側斜面にある放牧場で見かけたホソバノ
ヤマハハコ。からからに乾いて、まるでドライフラワー
のようだ。

1１月 4 日
大分県由布市庄内町阿蘇野黒嶽
男池から隠し水まで歩いた。オオアカゲラの声はい
つも聞くのだが、久しぶりに姿をじっくり観察できた。
昔は、天拝山にも記録はあるのだが・・・。

１１月１１日 筑紫野市山口天拝湖
今年は 10 月 8 日に初認して以来、小さな群れが居た
り居なかったりを繰り返している。この日はエクリプス
を 2 羽確認した。

１１月１９日
小郡市三国ヶ丘５井の浦公園
ヒドリガモやコガモが今年も来ていた。のんびりとした
公園の昼下がり・・と思いきや、ハシブトガラスが突然
カモを襲った。カモはあわてて水にもぐって難を避け
る。このカモは普通潜らないカモなんだけど。カラス
の遊びなのか、それとも・・・。

１１月２７日
太宰府市観世音寺御笠川
初冬の陽射しの中にたくさんの稚魚が群れていた。
この稚魚たちの命が、カワセミやコサギ、ダイサギな
ど多くのいのちを支えている。この日カワセミ 3 羽、コ
サギ 5 羽、ダイサギ 3 羽がせっせと採餌にいそしんで
いるのを観た。
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←これは何だか解かりますか?
１１月下旬。M 口さんから見せてい
ただいたものです。
現在、この種は強害外来雑草とし
て畑の嫌われ者だそうです。この
映像はその植物の「さく果」です。
この植物は何だかわかりますか。

《前回（１８４号）の解答》
足は 6 本ということは昆虫です。「アヤトビ
ムシ」の仲間。体長は 2 ミリ半ほどで、頭
から背にかけて毛がもしゃもしゃ生えてい
て、腹部にかけ太い縞模様が見えます。
落ち葉のあるところで菌類を食べるようで
す。お尻に突き出したものは、脚ではなく
跳躍器かもしれない。どうやって飛ぶの
か、じっくり観てみたいものです。
出題は「本のむし」でした。

◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターネット掲示板に会員の皆様の書き込みをお願いします。
ナイス福岡のアドレスはこのページの一番下に表示しています。
会費振込について
それぞれの会員の皆様の会員期限をタックシール部分に明記してあります。各自ご確認の上、郵便局にて下記の
郵便振替口座に振り込みをお願いいたします。なお、会計年度は 6 月から翌年 5 月末までです。
郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783
年会費：2000 円
皆に知らせたいことはありませんか？
皆さんが行っている観察会やイベントの案内、自然保護に関する情報やご意見、お薦めの本の紹介などをお寄せ
下さい。原稿は定例会の一週間前までに事務局にお送り頂くとその月の会報に載せることができます。
皆さん情報をお待ちしています。
定例会に参加してみませんか？
本会の運営に関する打ち合わせや情報交換、会報の発送作業を原則として毎月第２金曜の 18:00～20:00 ごろまで
自然案内舎㈲クラバードにて行っています。
会員の方はどなたでも参加できるのでお気軽にお立ち寄り下さい。皆さんのおこしを心よりお待ちしています！
次回の定例会は、２０１１年１月１４日（金）午後６時より事務局で行います。１月号の原稿は、１／１０（月）
までに届くようにお願いします。なお、原稿を掲載するに当たっては編集担当にお任せ願います。
※お願い 会報をホームページで見る環境をお持ちの会員は手をあげて下さい。経費節減のためです。
宜しくお願いします。
他団体の会報の紹介
・日本野鳥の会筑後 会報まめわり 第１１４号 １０．１２．０１
・福岡県青少年アンビシャス運動推進室 アンビシャス通信 vol.51 2010 Autumn
・北海道自然観察協議会 自然観察 第９７号 ２０１０年１１月１５日
・自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀 会報 ４３号 2010 年 11 月 30 日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会
（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)
代表：冷川昌彦／事務局長：小野 仁／
編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子･吉田素子／会計：宮原俊彦
〒814-0144 福岡市城南区梅林２丁目１０番２３号
ハイツ中村４０１
自然案内舎㈲クラバード内 TEL & FAX：092-４００ｰ１７６５
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/
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編集後記 １１月の定例発送会は、山本勝・藤川渡・
大塚俊樹・松下彩二・山口蘭・辛島真由美・田村耕作
が参加。１０／２３と２４のフェスティバルが終了し、
やれやれの発送会でした。ＲＹからミカン、ＭＫから
お菓子の差し入れ有り。今シマカンギクの黄色が目立
ち、街路樹のナンキンハゼやアメリカ
フウの紅葉が鮮やかですね。ツグミの
声もよく聞かれます。皆さんは晩秋に
何を感じていますか。田字草

