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季節感
緑一色の蓮田の中に清々しく
気品のある大きな紅白色の花
を咲かせる… やがて蜂巣の様
な花床に果実が稔る…
『ハスの花』
平成２３年９月１日
福岡市西区上の原
大塚俊樹

ｋｕｍａは長年、環境省自然公園指導員をしている。今年度は活動期限の
更新をせねばならず、その書類を福岡県環境課へ提出した。先日、県環境課
から受付の返事が来たが、その時吃驚することが付け加えられた。それは、
環境省から「 表 彰 」される事になったと言うことであった。表彰式は 10
月 1 日に東京の新宿御苑で行われるので、出掛けることにしている。
会員の皆さんに、
「環境省自然公園指導員」以外で現在私が行っている活動
を紹介したいと思う。
「福岡県環境審議会委員」
「太宰府市文化財専門委員会会
長」「筑紫野市環境審議会副会長」「大野城市文化財審議会委員」「日本生物教
育学会九州支部顧問(元会長）」「九州高等学校理科教育研究会顧問」など。そ
して、この会報「くすのき」を発行している、財団法人日本自然保護協会・自
然観察指導員の福岡県連絡協議会(NAIS-F)代表である。この会報で、平成 17
年４月号(130 号)より、私は「クマの呟き」を連載中である。当時の編集者で
あった山本 勝氏より依頼されて呟きだした。いつ頃就任したのかは覚えてい
ないが、この頃には既に、私は NAIS-F の代表を務めていた。代表を６年以上
続けられているのは、会員の皆様から積極的な支持を頂いているからである。
私は現在「71 歳」であるが、元気に活動を続けている。
また、福岡大学理学部、九州大学農学部、筑紫女学園大学幼児教育学部の
非常勤講師も務めている。これらの大学では、前期のみ講義を行っているが、
来年度もこの内１～２の大学で講義を行う事になるようだ。講義の内容は「理
科教育」「生物学基礎概要」などが中心だが、各大学で教育の始まりは「３歳
＃６５ 児」 からであると教えている。これは文部科学省の学習指導要領に、 ”教育
の中心課題は 「生きる力」 の養成であり、物心が付き学ぼうとするのは３歳児であり、
「身の周りの自然に触れ合う」ことが生きる力を獲得することになる。” と記されている
からである。しかし現代の学生達＝若者には、子供の頃 「身の周りの自然の中」 で遊び
回った経験を持つ人物は殆どいない。これでは、「生きる力」 の養成には繋がらない。自
然観察指導員としては、子供たちの指導も大切な行動である。
会員の皆さん、「生きる力」の養成をよろしくお願いします。

◇◇都市公園で自然観察会 ４◇◇

◆トピック：全国セミ調査◆

☆９月１８日 (日)
集合：１４時００分

解散：１６時００分

☆開催場所：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：田村 耕作
TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E-mail：kurabird-.tamura@nifty.com

↑公園で見かけました
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《ウェザーニューズのウェザーリポーターによる全国セミ調査》
７月初旬からセミの出現が遅いのでは？というリポートがあ
り、全国のウェザーリポーターによる調査してウェザーニューズ
の方で集計した結果です。
セミの出現時期は過去四年間ほぼ同じ時期、今年だけ特別遅か
った訳ではありません。
専門家の意見として、セミの幼虫が土から出てくる条件の一つ
に気温があり、今年１月から５月の気温が低温傾向でしたのでセ
ミの出現が遅れる可能性がありましたが、６月に気温が一気に高
温傾向になりました為、セミは７月に夏の到来を感じ羽化を始め
たものと考えられます。
ではなぜ遅く感じたのでしょう？リポーター達が夏の到来を感
じた時期が早かったからでは？
結論として、セミの出現が遅いのは気のせいだったのでは？と。
また、クマゼミは今年、長野県上田市で初観測。
このコメントはすべてウェザーニューズによるものです。
（大牟田市 中岡）

日本野鳥の会 福岡 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
９／２４（土）１０／２２（土）
９／１８（日）１０／１６（日）
１０／２（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：久末ダム多目的広場横駐 集 合：玄洋高校西側道路
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：092-891-9005（神園道男）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１０／８（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）

１０／９（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）

１０／４（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）

日本野鳥の会 筑後 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
９／２５（日）
濃施山公園（みやま町）
時 間：9:00～お昼頃
場 所：公園内すいせん橋
問合せ：0944-58－1672（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

１０／１（土）
自然観察会（植物･昆虫･野鳥など）
集 合：九州歴史資料館駐車場
時 間：9:30～12:30
問合せ：092－920-3072（松永）

参加費：大人のみ 200 円
（保険料込み）
ブログは 三国丘陵 検索 ですぐ
にヒットします。

久留米の自然を守る会 主催
１０／１６（日）第３９３回例会
ネイチャーゲームと自然観察会
自然観察を行いながら、高良山四季のモ
リを通り、森林公園まで行きます。

時 間：10：00～15:30
集 合：高良内幼稚園駐車場
会 費：無料
定 員：30 名 要事前申し込み
持ち物：筆記用具、水筒、帽子
共 催：久留米市農政部生産流通課
問合せ：0942-46-8622（古賀）

和白干潟を守る会 主催
９／２４（土）
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）

福岡植物友の会 主催
９／２４（土）
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00～17：00
集 合：海の広場 駐車場なし
長靴・軍手があると便利
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）
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９／２０（火）
大濠・舞鶴公園（福岡市中央区）
定点植物の変化を観る
要予約 参加有料
092－575－3131 （北野星二）

§§§春日公園自然観察日記§§§
◎第３回２０１１年８月２１日
秋雨前線が居座ったような天気が続く中で、傘をもっての観察会となりました。参加者は、私も含めて６名でした。
自然かんさつ館から開始、直ぐ前の木のテーブルに黄色の鮮やかなキノコが生え始めていました。ツノマタタケ（ア
カキクラゲ科）でした。野外にある古くなった木製の製品でよく見かけます。雨が多く高温の続く天候、今、キノコ
にとっていい環境かも。
カレエダタケ（カレエダタケ科）というキノコも長い列をつくって点々と見かけました。このキノコの名前、後で
図鑑をめくりにめくってこの名前を見つけました。ベニテングタケなどほかにもいろいろ見つけました。
調整池では、池の護岸には濃いピンク色のリンゴスクミガイ（通称ジャンボタニシ）の卵塊のおびただしい数に圧
倒されました。池の水面全体を被うヒシにもびっくり。このヒシの実をうまく収穫する方法が有れば、おいしいおや
つになるのですが、・・・
ギンナンもいっぱいなっており、マテバシイはなり年かも。見ていると楽しくなりますね。これが食することが出
来れば、より楽しい観察会になるかも。
ハグロトンボも美しい姿を見せてくれました。
報告 田村耕作
カレエダタケ（カレエダタケ科）
写真のような塊が点々と生えていました。

林の中で、じーっとしていたハグロトンボ

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

☆投稿☆９月の夜空☆
★東の夜空のランデブー：９月１６日２２時～１７日・木星と月、この時期の木星は約-2.8 等星の明るさ。
９月２３日４時ごろ・火星と月
★南の夜空：20 時頃、秋の四角形と呼ばれるペガサス座の一部が現れます。その下にはみずがめ座があり、この星座
の三ッ矢の部分がみずがめにあたり、ここからポロポロこぼれた星たちがみずがめから滴り落ちるお酒
を表しています。みずがめから滴り落ちるお酒を飲み干そうと大きな魚（みなみのうお座）が待ち構え
ています。秋の夜空で唯一の一等星のフォーマルハウトがその魚の口に当たります。
《みずがめ座の神話》美少年ガニメデスはトロイのイーダ山で羊を飼っていました。ある日、ガニメデスの美しさ
に目を奪われた大神ゼウスは黒ワシに化けてガニメデスをさらい神々の酒盛りの席での小姓役を務めさせました。
ガニメデスはそれを光栄に思っていましたが地上に置いてきた両親の事が心配になってきました。そこでゼウス
はいつでも会えるようにガニメデスを星座にしました。みずがめは彼が空に登る時に持っていたもの。
★北の夜空：21 時頃、北の夜空では北極星がある小熊座を取り囲むようにりゅう座が輝いています。りゅう座は明る
くありませんがとても大きな星座です。
小熊座の上には尖り家の形をしたケフェウス座が輝いていて、その隣で輝くカシオペア座と合わせて古
代エチオピアの四星座と呼ばれています。
《古代エチオピアの四星座（古代王家の物語）》
古代エチオピアにケフェウスという王がいました。その妃カシオペアは、我が娘アンドロメダ姫の美しさを常に
自慢していました。それに腹を立てた海の神ポセイドンは、エチオピアの海にお化けクジラを放ちました。その被
害に困り果てたケフェウス王は神のお告げに従って我が娘のアンドロメダ姫を生け贄に捧げることにしました。
お化けクジラがアンドロメダ姫を襲ってきた時に英雄ペルセウスが現れ、倒してきたばかりのメドゥーサの首を
使ってお化けクジラを石にして退治しました。
ウェザーニューズより・大牟田市の中岡
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九州自然協議会の案内
６／２３の定例総会でお知らせした九州自然協議会に関して、今年度の大会をナイス福岡で運営を担当します。
開催日 ２０１１年１２月１０日（土）～１１日（日）
開催場所 福岡県八女市黒木町笠原にある四季菜館
〔農林業体験交流施設０９４３－４２－２７２２〕
当日の内容に関して、意見を募集します。初冬の黒木町での自然とのふれあい、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。一緒に参加してみましょうか。
当日の御世話係をしていただける会員は、連絡を下さい。会員ならどなたでも参加していただけますので、協力をお願いします。
窓口 ナイス福岡事務局 田村

リスアカネ（雄）

◆環境フェスティバルふくおか２０１１◆ ※出展に協力をお願いします！※
ナイス福岡 事務局 田村
今年度も市民参加型の環境啓発イベント「環境フェスティバルふくおか2011」に、ナイス福岡として参加します。
会員の皆様の協力をお願いします。
◇環境フェスティバル２０１１◇ 日時：平成２３年１０月２２日（土）・２３日（日） １０：００～１６：００
会場：福岡市役所西側ふれあい広場・北側緑地 ＆ 市民ロビー
内容１．展示：自然の身近な植物の葉・茎・実などを用いた遊びの紹介と観察した生きものの写真
内容２．自然を楽しむ体験：市役所のそばの公園にて、催す予定。
※当日の集合予定：展示場に９時頃
協力いただける会員の皆さんには、 当日、会場にての、展示場のお世話や公園での自然案内 あるいは 前日までの
自然の材料を用いた遊びを紹介するための材料集め をお願いしたいと思っています。
◆前回の例 ）ドングリやカラスウリの赤い実、アケビやサルナシ、クズの茎、ウラジロなど、草の実のダーツに用い
るオナモミの実、笛や木のみの鉄砲を作るメダケやくすのきの実の遊びに用いる材料 など
※この他、これなら集めることができる、という材料がありましたら、事務局まで連絡下さい。
◆問い合わせ等の連絡先：事務局 ０９２－４００－１７６５ ／ 田村携帯 ０９０－８２２０－６１６０

２０１０年度の展示場前の様子

展示場内の様子
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平成２３年（２０１１年）の、旧暦の秋は７月３１日から１０月２６日まで。
そのうち、7 月３1 日から８月２８日までが旧暦の文月（７月）で、
「初秋」にあたります。
今月は、私のデジカメ日誌から、
初秋に出会った「季節感」をいくつかご紹介します。

浅見春 苑

平成２３年初秋

山口青邨
山路這ふ葛にも花の鉾の立つ

京の祇園祭の山鉾に見立てた句。この花は甘い香
りで、天ぷらにしても美味しい。根からは葛粉がと
れる。秋の七草として古代から親しまれているが、
その旺盛な生活力は日本離れしている。遠い昔、
海の道で運ばれてきたか。
８月２８日（旧７月２９日）太宰府市大佐野
今回の季語は、
「夾竹桃（晩夏の季題）」「つくつくぼうし」「盆の月」
「秋気」「百舌」「葛の花」でした。

爽雨

芝原無庵
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夕鵙の雀のまねをして去りぬ

盆の月横川の僧と拝みけり

お盆の「のの様」である。ののさまは、お釈迦様や
お月様などの尊いものを指す幼児語。アイヌ語に
も「のんの」は尊いものという言葉があるようだが、
偶然？でしょうか。
８月１３日（旧７月１４日）筑紫野市天拝坂

今年生まれのモズの幼鳥が、私の窓の外にやって
きた。まだ、巣から出たてのようで、幼羽が抜けき
れず、ボロを着たようになっている。
８月２４日（旧７月２５日）筑紫野市天拝坂

種田山頭火

ツクツクボウシは他のクマゼミやアブラゼミに比べ
ると卵期１年、幼虫期１～２年と地中生活は短いよ
うだ。そして近年、温暖化とともに出現期が早まっ
ているようだ。結構適応力は大きいのかも。
８月１７日（旧７月１８日） 筑紫野市天拝坂

わかれきてつくつくぼうし

毎年、８月６日、９日は鎮魂の日としている。そのこ
とを季節感として伝えてくれるのが、この夾竹桃の
花である。濃いピンクや白の花がこの時期には広
島市の平和公園を埋め尽くす。焦土の廣島に最初
に咲いた花だという。インド原産。ただ、樹木全体
に毒があるので、野外では要注意。
８月７日（旧７月８日） 福岡市中央区大濠公園

流蛍

秋というと「桐一葉」が晩秋のイメージだが、初秋に
アオギリの果実が実るころに秋の気配を感じる。
この袋状の実は、種が熟す前に３つに分れ、船型
の縁に種が４個ほど付く、面白い形をしている。
８月１９日（旧６月２８日））筑紫野市武蔵天拝公園

写真と文：本のむし

桐の葉のかさなる影も秋気かな

歳時記

爆心地ここと夾竹桃燃ゆる

旧暦の

←これは何だか分かりますか？
８月下旬、天拝山山麓の山水の滲みだした場所
でみかけたものです。赤茶けた泥の上に、何だ
か油膜のようにも見えますね。
これは何だかわかりますか。
《前回（１９２号）の解答》ため池や河川でよく見か
ける留鳥です。カイツブリ科、カイツブリの幼鳥でし
た。水面にヨシやマコモの葉などを盛り上げた巣
（ニオの浮き巣という）をつくり、雌雄で抱卵しま
す。２０～２５日で雛が
誕生し、水生昆虫や、
カエル、小魚、アメリカ
◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ザリガニなどを、親は
池に潜って捕まえ雛に
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。 与えます。出題は
「本のむし」でした。
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。
年会費：2000 円
郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783
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、事務局田村の仕事の都合で２０１１年１０月１４日（金）午後６時より事務局で行います。１
０月号の原稿は、１０／７（金）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１２５号 １１．０９．０１
・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１１３号 ２０１１年９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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編集後記 ８月の定例発送会は、山本勝・鶴田義明・
大塚俊樹・永松愛子・田村耕作が参加。藤川渡・田中健
二から欠席の連絡有り。九州北部にやって来そうな台
風、暑さを吹き飛ばし、程良い秋を連れ
て来てくれるかもと期待しましたが、は
ずれ。でも赤いトンボやツクツクホウシ
の鳴き声に、少しずつ秋を感じています。クズの花も見
田字草

