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自然感
yumi

季節感
田の畦や草むらに単独や群れて咲
き一見、不細工に見えるが八重咲
きの濃いオレンジ色の花が可愛い
… 雲の峰が良く似合う。
『ヤブカンゾウ』
平成２３年７月２日
福岡市早良区入部室見川
大塚俊樹

ｋｕｍａは今年も、九州大学農学部と福岡大学理学部で非常勤講師とし
て学生たちと触れ合っている。九大では、農学部へ物理・化学で受験し入学
した学生たちへ 「生物学基礎概要」 を、福大では理学部の学生達の中で、
将来、中学・高校で理科の教員になることを希望している学生達へ 「理科
教育法」 を教えている。九大・福大共に、前期のみの講義として、１コマ
90 分で 14～15 回の講義を行っている。
九大の生物学基礎概要では、高等学校の生物Ⅰ・Ⅱの内容を 14 回でカ
バーしなければならない。従ってテキストとして、理科教員の教育研究団体が
編集し、九州各地の高等学校で使用されている問題集「生物研究ノート・Ⅰ」
(九州高等学校理科教育研究会)を使い、10 回で生物Ⅰの内容をカバーしてい
る。生物Ⅱの内容は、遺伝子ＤＮＡの働き、地球上の生物の構成と働き＝生態
系分野などを中心として、レジメを作ってカバーしている。 植生の分野では、
地球上の生態系を区分する上で、基礎的な考え方である「暖かさの指数 ＝ 過
去 30 年間の平均気温から算出するデータ」をベースとして教えているが、日
本列島数カ所の「暖かさの指数」を計算すると、この数十年間で本格的に気温
が上昇していることがわかる。例えば、福岡管区気象台のデータで計算すると、
1981～2010 年は、その前(1951～1980 年)より、この指数が 11.6℃上昇してい
ることが判る。
※暖かさの指数 ＝ ０～15 → 寒地荒原(ツンドラ)／15～45 →亜寒帯針葉樹
林／45～85 →夏緑樹林／85～180 → 照葉樹林／180～240 → 亜熱帯多雨林
＃６３ ／240 以上 → 熱帯多雨林。(この分類法には、降水量も関係する。)
暖かさの指数は、30 年間の、月別の平均気温から５℃を引いた気温の合計値である。
福岡の 1981～2010 年の暖かさの指数は「143.6」であるが、1951～1980 年の数値は 「132.0」
であり、11.6 上昇している。また、2001～2010 年の数値は「150.7」となり、10 年間で 7.1
上昇している。次第に亜熱帯多雨林へ近付きつつあることが判る。

◇◇◇自然観察会＠春日公園のお知らせ◇◇◇
☆日時：７月１７日(日） １４時００分 ～ １６時００分
☆場所： 春日公園の旧公園管理センター〔自然かんさつ館〕
・春日公園の植物や昆虫や動物などをゆっくりと観察します。

連絡先：担当者 田村 耕作
TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com
→写真：公園で見かけました。
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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）
７／２３（土）８／２７（土）
７／１７（日）８／２１（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）
８／１３（土）
８／１４（日）
大濠公園探鳥会（福岡市中央区）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：ボート乗り場前
集 合：JR 和白駅前の公園
092-573-1827（森健児）
問合せ：092-606-0012（山本廣子）
福岡植物友の会
日本野鳥の会 筑後 主催
７／２４（日）
7 月～8 月の探鳥会は
小・中・高生のためのネイチャーウオッチング お休みです。
(久山町)
※要予約 参加有料
再開は 9 月。
092－575－3131 （北野星二）
0944-58-1672 （ 野 田 達
行）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
９／３（日）
参加費：大人のみ 200 円
（8 月の観察会はお休みです）
（保険料込み）
自然観察会（植物･昆虫･野鳥など）
ブログは 三国丘陵 検索 です
集 合：九州歴史資料館駐車場
時 間：9:30～12:30
ぐにヒットします。
問合せ：092－920-3072（松永）
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
７／２３（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）

８／３７（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）
８／２（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）
※参加費：100 円（中学生以下無料）

7 月 2 日の新九州歴史資料館周囲の
観察会後のまとめの様子です。
おかげさまで、19 名が参加されまし
た。ありがとうございました。
↓

久留米の自然を守る会
久留米の自然を守る会
主催
７／１８（月・祭日）
第３９１回例会

７／２３（土）
水辺の自然観察会と魚ッチング教室
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00～17：00
くるめウス横の高良川の浅瀬で水質と
集 合：海の広場 駐車場なし
植物と魚類の観察教室を行います。
長靴・軍手があると便利
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）
時 間：10：00～13:30
７／２４（日）
ハマボウを見る会
集 合：くるめウス
時 間：10:00～12:00 （受付は 9：30～）
会 費：無料
集 合：和白干潟 海の広場（西鉄貝塚線 唐の原駅より徒歩 5 分）
定 員：20 名 要事前申し込み
講 師：藤井暁彦（九州環境管理協会）
持ち物：着替え、帽子、お茶、
服 装：できるだけ長靴、帽子、長袖、長ズボン、
筆記用具、
持ち物：水筒、軍手、筆記具、あればルーペや双眼鏡
共 催：筑後川発見館
申込み：不要 小雨決行 参加費無料
問合せ：0942-46-8622（古賀）
主 催：和白干潟保全のつどい
（和白干潟を守る会、ウエットランドフォーラム他）
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◎報告 ： 2011 年度福岡県自然観察指導員連絡協議会／定例総会
福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局
開催日：２０１１年６月２６日（日）
場所：福岡県立春日公園と旧公園管理センター〔自然かんさつ館〕
【その１】１０時～１２時

公園で蝶の観察会（７，８ページにて報告）

【その２】１３時半～１５時半

定例総会 (旧公園管理センターにて開催)

出席者：２０名
○定例総会の内容

司会進行：事務局長・小野仁

１）冷川昌彦代表の挨拶 それぞれの団体での活動に感謝します。
２）2010 年(2010 年 6 月～2011 年 5 月) 活動報告
３）2011 年度活動計画
４）決算と予算について
５）その他／２０１１年度九州自然協議会の福岡大会について ⇒ いつ、どこで開催するか、検討する。

[議案審議内容]
２） 2010 年度（２０１０／６～２０１１／５） 活動報告
・会員の皆様の活動状況です。
《２０１０年》
６月２２，２５日
小笹小学校４年生、鴻巣山自然観察会
６名協力
６月２７日
総会前に県立春日公園で自然観察会
１２名参加
６月２７日
２０１０年度定例総会 春日公園旧公園管理センター
１７名参加
７月１９日
粕屋町の賀与丁公園の水辺の外来種調べ
２名協力
（財）日本自然保護協会の主催事業に協力しました。
８月１日
福岡市環境デー事業 ／玄界島 海辺の自然観察会
１０名協力
１０月２３，２４日
環境フェスティバルふくおか２０１０に出展
１７名協力
１１月２１日
県営春日公園で自然観察会と草木染め
20 数名参加
１１月２７日
西区下山門公民館自然観察ハイキング（室見川河口）
２名協力
《２０１１年》
３月５，６日
2011 九州環境教育ミーティングｉｎくまもと
４名参加(※)
３月２７日
身近なフィールド観察会 発心公園と発心山麓付近散策
５名参加(※)
４月２４日
身近なフィールド観察会 太宰府春の森観察会
５名参加(※)
毎月第１火曜日
春日公園での探鳥会に協力（日本野鳥の会福岡とナイス福岡の共同実施）
⇒１０時から１２時まで
２０１０年５／４，６／１，７／６，８／３，９／７，１０／５，１１／２，１２／７
２０１１年１／４，２／１，３／１，４／５，５／３
・その他関連
『自然感 くすのき』の各シリーズについて、始まり！休み！続いて！います。
★私のデジカメ日誌より 本のむし ★熊洞居人独言
★旧暦の歳時記
★季節感
★これは何だろう！？
★ちょっと気になるこんな記事！
★こげんなことしよります！
※この他、上記(※)に関する活動記録なども掲載
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◆三国丘陵の自然を楽しむ会・活動報告
観察会：松永代表を中心に大塚・山本夫妻・松下などによる活動。５年目となるこれから、畑のビオトープ化や
草刈りによる草地環境の維持を進めたい。
〈活動実績〉
２０１０年７月３日
津古三沢の森林+九州歴史資料館付近 参加者８人
８月２５日 五郎山古墳 筑紫野市自然環境調査 ブログで呼びかけ
筑紫野市の広報が悪く、一般参加者０ 会員５人協力 ＋ 市職員３名＋九環境職員１名
９月４日
簡保跡地＋九州歴史資料館付近 ８人
１０月２日 津古三沢の森林 ８人
１１月６日 津古三沢の森林＋九州歴史資料館付近 ９人
１２月４日 簡保跡地+九州歴史資料館付近 １３人
２０１１年１月８日
井ノ浦公園 １０人
２月５日
九州歴史資料館付近+津古三沢の森林 ８人
２月１３日 北筑後保健福祉環境事務所主催の自然観察会
指導員３名（講師）＋会員２名協力 参加者３２名＋福岡県及び小郡市関係者１０名余
３月５日
九州歴史資料館付近+津古三沢の森林 １０人
４月２日
九州歴史資料館付近＋簡保跡地 １０人
５月５日
九州歴史資料館付近+津古の里 １９人
５月１５日 北筑後保健福祉環境事務所主催の自然観察会
会員３名（講師）＋会員２名協力
参加者２６名＋福岡県及び小郡市関係者１０名弱
６月４日
九州歴史資料館付近＋津古三沢の森林 １３人（全国一斉自然かんさつ会に登録）
◆青葉パークネイチャークラブ・平成２２年度活動報告
→ 活動に卒業生が加わり、また公民館との共同活動も検討している。
第１回開催 平成２２年５月９日
会員参加１５名 青葉公園の自然観察・植物のしおりづくり.カンバッチつくり。
第２回開催 平成２２年７月２３，２５日
会員４名参加 油山キャンプ
第３回開催 平成２２年９月１２日
会員１０名参加
青葉公園の自然観察(昆虫) ・青葉公園観察図鑑作成。
第４回開催 平成２２年１０月１７日 会員８名参加
青葉公園の自然観察・こどもエコクラブ壁新聞作成
第５回開催 平成２２年１２月１２日 会員８名参加
青葉公園の自然観察(野鳥)・青葉公園観察図鑑作成。
福岡県アンビシャス運動推進室から２名の視察者が１日参加
第６回開催 平成２３年２月７日
会員９名参加
樹木植栽とプラバン．カンバッチ作成 六年生お別れ会

３）《2011 年(2011 年 6 月～20１2 年 5 月) 活動計画》予定
＊九州歴史資料館周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力
⇒ 奥山ではなく、すぐ足元にある身近な自然に目を向けてもらうために、今後とも観察会をやっていきます。

＊鎮守の森観察会 ⇒例）福岡市早良区の梅林八幡や西南の杜湖畔公園で観察会
＊2011 年青葉パークネイチャークラブの観察会など、青葉公園にて自然観察会他。
＊身近なフィールド観察会（代表 吉国さん）観察会予定。
＊環境フェスティバルふくおか 2011〔10/22･23 の２日間〕 協力予定
＊ナイス福岡のホームページ掲示板の活用
＊福岡県営春日公園での観察会協力予定と自然かんさつ館の活用

＊『春日公園でのいろいろな観察会』は定期的に継続して実施したい。
毎月第１火曜日 １０時～１２時 探鳥会
毎月第３日曜日 １４時～１６時 自然観察会
毎月第４日曜日 ９時～１２時 野あそびの紹介

＊２０１１年度九州自然協議会の福岡大会について ⇒ ゆるやかなつながりを課題とする。
この場所で実施したいという候補地を挙げて下さい。みんなで協力して実施しましょう！
その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。
自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、自然保護を考えていきたいと思います。
毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。
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４）２０１０年度会計報告 及び ２０１１年度予算案
会計の宮原俊彦から報告。堀謙治・辛島真由美から監査結果の報告あり。
例年の内容の予算作成ですすめることとする。
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５）事務局体制
《２０１１年度役員案》
代表：冷川昌彦 事務局長：小野仁
事務局：藤川渡、吉田素子、山本弘子
編集：田村耕作、山本勝、松永紀代子、吉田素子
会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、辛島真由美

６）その他のお知らせ
色々な冊子を展示中です。必要なものを持ち帰り、観察会などに
役立ててください。⇒（財）日本自然保護協会の入会冊子など
～定例総会の様子～

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

☆投稿☆７月の夜空
・７月の流星群情報
みずがめ座デルタ流星群，イオタ流星群：それぞれ南群と北群があります。一時間あたり五個ぐらい。
期間は７月１５日～８月２０日、ピークは７月２８日２時頃。
やぎ座流星群：一時間あたり三個ぐらい。期間は７月１０日～８月２５日、ピークは７月３１日の２時頃。
２２時頃からみずがめ座が昇り始めピークが２時頃になります。
南の空にひときわ明るい星のフォーマルハウトがあります。流れるのはその上付近からです。
・南西の空：月と土星が接近します。７月７日～９日の２０時頃、南西の空のおとめ座の下付近です。
・北の空：北極星の小熊座を囲むように竜座が佇んでいます。
ギリシャ神話では女神ヘラが大切にしていた金のリンゴの番をしている百の顔を持った竜です。
・南の空：てんびん座と射手座と太陽の約 230 倍赤く輝くアンタレスがあるさそり座が輝いています。
さそり座のＳ字の真ん中あたりには二重星の μ と μ'が輝いています。見た目は一つに見えますがよく
見ますと二つの星です。

～ 2011 年度九州自然協議会について ～
定例総会でお知らせしましたとおり、今年度の九州自然協議会はナイス福岡が運営を担当します。
◆開催日 ２０１１年１２月１０日（土）～１１日（日）
◆開催場所 四季菜館（福岡県八女市黒木町笠原）
〔農林業体験交流施設 ＴＥＬ：０９４３－４２－２７２２〕
当日の内容はこれから検討します。当日四季菜館では餅つきや注連縄作りを予定しているとのことです。
※窓口 ： ナイス福岡事務局 田村

今、あちこちの草原で、満開を迎えています。
私の大好きな花の一つです。
小さな花ですが、美しい色鮮やかな花びら、花が終わると、粉の様な
小さな種子が出来ます。皆さん機会をとらえて、この種子を是非観察
してみて下さい。この小さな種子に新たな生命が宿っていると思うと
不思議が一杯です。田字草
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＊報告＊全国一斉自然かんさつ会
～福岡県自然観察指導員連絡協議会(ナイス福岡)主催 ： 蝶の目線でじっくり観察しよう～
○実施日：６月 ２６ 日 （日）
１０時００分 ～ １２時００分
○開催場所：福岡県春日市の春日公園
○参加者：１８名（小学生３名含む）

天気 ： 曇り

ナイス福岡の会員である福田 治さん（昆虫を中心に幅広く観察されており、その案内方法には人気が高い）の案内
で、観察開始。
チョウとそのチョウの棲む自然環境と食草を中心に観察しました。下見の段階では、予想したほど観察出来ず、少し
退屈するかもと思っていました。しかし、当日は今にも雨粒が落ちてきそうな天気でしたが、いろいろと楽しむこと
が出来ました。
じっくりと観察できた種、見かけたのみの種もふくめて、次のようなチョウを記録しました。
１．モンシロチョウ
栽培されているアブラナ科の植物を好むが、この公園にはない。代償として散発的に生える
野生アブラナ科のイヌガラシに産卵を確認
２．モンキチョウ
シロツメクサを好み、食草は公園内には多い
３．アオスジアゲハ
クスノキ科を好むが主要食樹のタブノキなどは不定芽のつくヒコバエがほとんど剪定され、
産卵に適した若芽が継続して見られない
４．ベニシジミ
スイバ、ギシギシなどタデ科を好むが食草が少なく個体数も少ない
５．ヤマトシジミ
カタバミを好むがこの公園にはカタバミが少なく、したがってヤマトシジミも少ない
６．イシガケチョウ
イヌビワなどクワ科を好む。成虫は見られなかったが公園内にただ 1 本あるホソバイヌビワ
の葉に幼虫の特徴的な食痕を認めた
７．ルリタテハ
コナラの樹液に飛来した成虫を確認。サルトリイバラなどユリ科を好むが公園内にはなく、
周辺地域からの飛来個体と思われる
８．アカタテハ
イラクサなどのイラクサ科を好む。2 頭が追尾するのを目撃。公園には食草であるイラクサ
科はないので、周辺からの飛来と思われる
９．クロアゲハ
カラスザンショウなどのミカン科を好むが公園内にはミカン科の樹木はなく、周辺民家に植
栽されたミカン類で発生した個体と思われる
１０．ナミアゲハ
カラタチ、サンショウなどのミカン科を好むが公園内にはミカン科の樹木はなく、周辺民家
に植栽されたミカン類で発生した個体と思われる
この観察会の中で、この公園でチョウを増やすための工夫をまとめました。
・林の周りにマント群落を残す。
・たとえばイヌビワを増やすと、イシガケチョウなどがたくさん出現するなど、幼虫の食べる食草樹を植えると同時
に、成虫が好んで吸蜜・吸汁する植物の植栽も重要で、年間を通して継続利用可能なように花期のリレーなどに配
慮した樹種の選定が必要である。
・林の中、低層の草や木がない。風の陰になる場所がない。そういうチョウの休息就寝環境をととのえると良い。
・林内の幹から生える若い枝の若い葉が必要なチョウがいるので、その点に配慮した計画的な剪定作業のプランニン
グが望まれる。
今回の観察会で下記の資料を福田さんから提供を受けました。
「福岡県北部都市近郊の緑地で見られる可能性のあるチョウの
リスト（作成・福田治）」①国内分布 ②国外分布 ③食草産卵
④発生期 ⑤越冬態 ⑥生態 ⑦特記
また、観察の参考になる本として、
・「庭のイモムシ・ケムシ」（東京堂出版）
・「九州・沖縄の身近な昆虫」（南方新社）
の２冊を紹介してもらいました。
[報告 田村耕作]
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～観察会開始～

～観察会の様子～

～感想～
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羽撓（たわ）
め撓め雪加の鳴き移り
深見けん二

富安風生

スキー場を抜け、猟師岳へのほの暗い林に入る
と、地面が白い花びらに覆われぱっと明るくなっ
た。散り敷いたエゴノキの花である。
６月２８日（旧５月２７日）大分県玖珠郡九重町湯坪
今回の季語は、
「花菖蒲」「花筏」「髪切虫（天牛」」「蜥蜴（とかげ）」
「雪加（せっか）」「えごの花」でした。
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高浜虚子

五月晴れ（梅雨の合間の晴れ）の空に舞うセッカ（雪
加）。ヒッヒッヒッ・・と鳴きながら舞い上がり、チャッチャ
ッチャッ・・・と鳴きながら舞い降りる。
６月２８日（旧５月２７日））大分県玖珠郡九重町
えご散るや咲くやしずかに山の音 渡辺桂子

髪切虫の黒紋付の男ぶり

カラムシやヤブマオなどを食草とするラミーカミキ
リ。この虫の食草の仲間は繊維が強く、ロープや魚
網などの原料となっていた。
６月９日（旧５月８日）筑紫野市塔原地蔵川上流

出て遊ぶ蜥蜴に日陰なかりけり

陽溜

葉っぱの真ん中に、花がひとつ。これは雌花です。
葉っぱを筏に、花を船頭さんに見立てて、「ハナイ
カダ」おしゃれな命名です。ただ、別名「ママッコ」と
か「ヨメノナミダ」とも呼ばれるようですが、寂しげな
印象もあるのでしょう。
６月３日（旧５月２日）筑紫野市塔原地蔵川上流

我が家の狭庭に棲むカナヘビ。ヘビといってもトカ
ゲである。いわゆるトカゲほど光沢がなく、尾が長
いのが特徴。主に昆虫やクモを食べている。
愛蛇（かなへび）と書き、可愛いのでこの名がある
そうだ。
６月１３日（旧５月１２日）筑紫野市天拝坂

荒梅雨や 船頭なげく花筏

ノハナショウブを品種改良した様々な色や形の
花菖蒲でいっぱい。普通「菖蒲園」といっている
が、菖蒲は、本来サトイモ科のセキショウのこと
で、アヤメ科のアヤメ、ハナショウブ、カキツバタ
とは別種である。
６月１４日（旧５月１３日）太宰府市太宰府天満宮

高浜虚子

高浜年尾

平成２３年 仲夏
写真と文：本のむし

濃き日陰ひいて遊べる蜥蜴かな

歳時記

わかれわかれになりて歩きぬ菖蒲園 長谷川かな女

紫は水に映らず花菖蒲

旧暦の

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、６月２日から６月３０日までが旧暦の皐月（５月）で、
「仲夏」にあたります。
今月は、私のデジカメ日誌から、
仲夏に出会った「季節感」をいくつかご紹介します。

←これは何だか分かりますか？
６月下旬、大分県九重の山中でみかけたものです。林の
中の落ち葉の上に、高さ３～４センチくらいの丸いラッキ
ョウのようなもの。これは何だかわかりますか？
《前回（１９１号）の解答》 ⇒
サトイモ科テンナンショウ属の
ヒメウラシマソウの佛炎苞でした。

◆◆◆◆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８月１２日（金）午後６時より事務局で行います。８月号の原稿は、８／８（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
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１２３号 １１．０７．０１
・三沢～歴史と自然の丘プロジェクト ニュースＮＯ．４ 北筑後地域環境活動推進協議会
・北海道自然観察協議会 自然観察 第９９号 ２０１１年６月１５日
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．164 2011 年 6 月 1 日
・福岡植物友の会 会報 平成２３年 ７月号 第５２巻
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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 ６月の定例発送会は、鶴田義明・大塚俊樹・
永松愛子・田村耕作が参加。田中健二・山本勝・藤川渡・
辛島真由美から欠席の連絡有り。梅雨時の自然観察、今
ヤマモモの赤い実が熟しています。皆さん食べてます
か。春日公園には１本大変大きな実を付ける木が有りま
す。先日６／１９の観察会で味を確認
しました。ヤマモモの実は、木によって
実の大きさが異なるようです。田字草

