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季節感
いつの間にか麦秋となり螢の季節
となった。 実際にこの花に螢を入
れて遊んだ記憶は無いのだが…
夏の季節の到来を強く感じさせる
花だ…
『ホタルブクロ』
平成２３年６月１日
福岡市早良区室見団地
大塚俊樹

kuma は昨年度１年間は筑紫女学園大学短期大学部特任教授として、幼稚
園教諭や保育園保育士を目指す学生達を中心に、自然環境や保育環境・自
然・生物など生物系のテーマで講義を行ってきた。テキストとしては、文部
科学省が作っている「幼稚園教育要領」や高等学校理科研究会が作っている
「研究ノート」などを使っていた。これらの講義の中で、教育のスタートが
３歳児からであることが良く判った。子供達が本格的に活動を始めるのは３
歳からで、幼稚園へ入園するのも３歳児からである。
子供達は身の周りの自然へ触れ合うことで、知識を獲得して行くのであ
る。アリやトンボ、ダンゴムシなど身近に見ることが出来、触ることも出来る
昆虫たちとの触れ合い。アサガオやサクラ、ウメ、ヤブツバキなど身近な場所
で観られる植物の花や紅葉、実などとの触れ合い。イヌやネコ、ウサギなど哺
乳類との触れ合いなど、身近な生物達を始め、雨や雪、小川や川の流れ、道路
に散らばる石ころを転がすなど天気や地質等との触れ合いなど、身近な自然と
触れ合うことにより色々な知識を獲得することが出来る。
今年度は、筑紫野市筑紫地区にある「筑紫公民館」より頼まれて、年４
回小学生以下の子供を対象にした自然観察会を行う事になった。筑紫地区に
は、古代から現代まで地域の中心の神様である「筑紫神社」と、古代の地域支
配者の墓である「五郎山古墳」を中心とした五郎山古墳公園がある。共に樹木
を中心とした自然豊かな場所である。周辺部はかつては畑や田園であったが、
現在は本格的な住宅地と成っている。この中で、筑紫神社の森と五郎山古墳公
＃６２ 園の雑木林は、観察会の場所としては素晴らしいと言える。
先日、第１回目の観察会を行ったが、参加した子供達は４～６歳の子供が６名とその親
たちであった。参加者は少なかったが、指導者は私の他に、動物（昆虫・動物・トリ）や
植物分類など各分野の専門家４人に参加して頂き、素晴らしい観察会であった。筑紫神社
の社寺林は広大で老大木が多く素晴らしい林である。特に本殿の手前の広場に生えている
オガタマノキはまれに見る大木である。この木は神を招く木として各地の神社で植えられ
ているが、このような大木は他では観られない。２回以降の観察会もしかりと指導して行
きたい。

２０１１年度 定例総会のお知らせ
☆日付：６月 ２６ 日 （日） 集合：１３時３０分 ～ 解散 １５時３０分
☆開催場所

春日公園の旧公園管理センター

午前中は、春日公園内にて、全国一斉自然かんさつ会・
蝶の観察会を予定しています。
午後は、公園内にある旧公園管理センター２階の会議室
にて定例総会を実施します。
・ ２０１０年度の活動報告と決算案について
・ ２０１１年度の活動計画と予算案について
・ その他
連絡先
担当：田村 耕作
TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com
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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）
６／２５（土）７／２３（土）
６／１９（日）７／１７（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）

７／３（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：9:00～12:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）

７／９（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）

７／５（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）

７／１０（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）
日本野鳥の会 筑後

主催

※参加費：100 円（中学生以下無料）

６／２６（日）
濃施山公園（みやま市）

福岡植物友の会

時 間：9:00～12:00
集 合：公園内すいせん橋
0944-58-1672（野田達行）

６／１９（日）
久山ダム（久山町）
ナナミノキ、ハナイカダ
要予約 参加有料
092－575－3131 （北野星二）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
７／２（日）
参加費：大人のみ 200 円
自然観察会（植物･昆虫･野鳥など）
（保険料込み）
集 合：新九州歴史資料館駐車場
ブログは 三国丘陵 検索 です
時 間：9:30～12:30
問合せ：092－920-3072（松永）
ぐにヒットします。
８月の観察会はお休みです。
和白干潟を守る会
和白干潟を守る会
６／２５（土） 主催
守る会定例会議
時 間：10:30～12:30
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

久留米の自然を守る会
久留米の自然を守る会
主催
６／２６（日）第３９０回例会
６／２５（土）
高良台･キノコ観察会とキノコ汁会
クリーン作戦 と自然観察会
講師 金子周平氏（県林業技術セン
時 間：15：00～17：00
ター）小雨決行
集 合：海の広場 駐車場なし
時 間：9：00～13:30
長靴・軍手があると便利
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子） 集 合：上津小運動場
会 費：300 円
定 員：20 名 要事前申し込み
持ち物：おわん、お皿、お箸、お茶、
問合せ：0942-46-8622（古賀）
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☆全国一斉自然かんさつ会☆
今年も、全国一斉自然観察会が行われます！！
全国一斉自然かんさつ会とは、日頃から地域に根差して活動している(財)日本自然保護協会(NACS-J)会員や
自然観察指導員等が、NACS-J の呼びかけに基づいて自主的に開催する観察会です。
福岡県自然観察指導員連絡協議会(ナイス福岡)では、下記の観察会を予定しております。

◇観察会◇ ～蝶の目線でじっくり観察しよう～
●日時

６月 ２６ 日 （日）
集合 ： １０時００分
解散 ： １２時００分

●開催場所
福岡県春日市の春日公園
《集合場所》
春日公園の旧公園管理センター前
※参加には、申込みが必要です。
《連絡先》
担当者 ： 田村 耕作
TEL ： ０９２－４００－１７６５
〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com
●定員 ： 定員２０名
自然に興味を持つ方であれば、どなたでもご参加いただけます！(要申込み)
皆さんのご参加をお待ちいたしております！

東日本の大震災、復興までは長い時間が必要だと思っています。国民一人一人の長期にわたる支援が必要です。
会員の皆様は、そういう支援に何か関わっていらっしゃいますか。すこしでも長期にわたる募金、東北地域の産物を
購入する、時間とともに風化しないような取り組み、などなどいろいろあると思います。頑張ろうとのかけ声とともに
何か具体的な行動につなげられるといいですね。田字草
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青葉パークネイチャークラブ北九州の自然体験学習
参加者募集
平成２３年７月３日（日曜日）北九州の自然環境学習として、平尾台のカルスト地形と鍾乳洞探検、紫川水環境館で
淡水生物の学習、いのちのたび博物館で自然史の学習を行います。
会員参加費 子供１，０００円、大人２０００円 一般参加費 子供１６００円、大人２，６００円
申し込み先 青葉パークネイチャークラブ ＦＡＸ０９２－６５１－２７２５
問い合わせ先 瓜生〔０９０－１８７４－６９４０〕
募集人員 ３５名先着順
※牡鹿鍾乳洞と自然史博物館の入場料含む。
※昼食代は各自負担となります。弁当持参可
※雨天決行（台風等災害が予測される場合は中止）

平尾台カルスト台地

平尾台自然観察センター

【必須】

いのちのたび博物館

今、梅の季節ですね。田字草
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紫川 水環境館

旧暦の

青蛙おのれもペンキ塗りたてか
芥川龍之介
蟷螂やうまれてすぐにちりじりに

朴散華即ちしれぬ行方かな

私をじっと見て、敵か味方か測っている様子。しっ
かり学ばないと、すぐに食べられちゃうぞ。
５月３１日（旧４月２９日）筑紫野市武蔵天拝公園

軽部烏頭子

川端茅舎

私のフィールドである筑紫野市の天拝山にはホオ
ノキの母樹林がある。花が樹下から見にくいことも
あってあでやかな割りにあまり知られていない。
５月７日（旧４月５日）福岡市城南区片江展望台

上田五千石

川端茅舎

今年も天拝山にアオバズクが帰ってきた。昼間のオス
は７月中旬ころにヒナが巣立つまで、巣穴の見える枝で
じっと見守る姿を見せてくれる。
６月１日（旧４月３０日）筑紫野市武蔵
今回の季語は、
「斑猫（はんみょう、みしをしえ）」「朴の花」「大
山蓮華の花」「青蛙」「蟷螂の子」「若葉」「青葉
-5木菟（あおばづく）でした。

青葉木菟声とめて何やりすごす

水晶の念珠に映る若葉かな

開山忌大山蓮華の匂いけり 牧長幸子

父の忌日頃に庭に咲く花である。九重あた
りの野生とは別種であるが、佇まいは同じ。
５月 1１日（旧４月９日）筑紫野市天拝坂

写真は里山のシュレーゲルアオガエル。アマガエ
ルとは別種である。街中でも良く見かけるのはアマ
ガエルだが、より喉が白いのはシュレーゲルアオガ
エルの方である。
４月７日（旧３月５日）筑紫野市塔原

松根東洋城

清水基吉

写真と文：本のむし
日本の昆虫の中で最も美しいもののひ
とつが、このハンミョウだ。肉食で敏捷
な動きから、中国名も英名も虎が入っ
ている。少年の頃よく遊んでもらった。
最近は数が減ったように感じる。
５月４日（旧４月２日）筑紫野市塔原

斑猫に道ゆずりたる気の弱り

平成２３年 初夏

とぶ時の翅の色見えみちをしへ 高浜年尾

歳時記

青蛙喉の白さを鳴きにけり

平成２３年（２０１１年）の、旧暦の夏は５月３日から７月３０日まで。
そのうち、５月３日から６月１日までが旧暦の弥生（４月）で、
「初夏」にあたります。
今月は、私のデジカメ日誌から、
初夏に出会った「季節感」をいくつかご紹介します。

《前回（１９０号）の解答》
バラ科キイチゴ属のクサイチゴの花
ですが、五弁の花びらが落ちたあと
でした。
５月の中旬には写真のような真っ赤
な実が食べられます。美味しそうで
しょう。
出題は「本のむし」でした。
◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

５月中旬、福岡近郊の山中でみかけたもので、仏炎苞の
内側奥に白いＴ字状斑紋がありました。M さんから教えて
いただいたものですが、これは何だかわかりますか。

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７月８日（金）午後６時より事務局で行います。７月号の原稿は、７／４（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１２２号 １１．０６．０１
・福岡植物友の会 会報第５２巻 平成２３年６月号
・久留米の自然を守る会 久留米の自然第１１２号 平成２３年５月１日
・ＮＰＯ自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．１６４ ２０１１年６月１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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５月の定例発送会は、山本勝・藤川
渡・大塚俊樹・田村耕作が参加。田中健二から欠
席の連絡有り。季節は初夏、里山にはコガクウツ
ギ、ウツギの白さ、ウグイスカズラやニワトコの
赤い実、オオルリやキビタキ、ヤマガラ、
シジュウカラの囀り、山歩きは楽しい
ですね。それにスイカズラの甘い香り
もいいですね。田字草

編集後記

