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自然感
yumi

季節感
葡萄の房のように撓わに実ってい
る… 濃い赤紫色の実で絵や字を
書いたり、水に潰して色水を作っ
て遊んだ想い出がある… だから
インクの実と呼んでいた…
『ヨウシュヤマゴボウ』
平成２３年１０月５日
福岡市西区飯盛神社近く
大塚俊樹

kuma は前回に呟いた表彰式に出掛けた。表彰式は 10 月 1 日（土）に行わ
れた。会場は、新宿御苑の新宿門の側にある、インフォメーションセンター
であった。新宿御苑は環境省が管理している巨大な公園である。表彰式には
全国から４団体と１２名の個人＝合計１６人が受賞者として出席していた。
表彰状は、環境大臣が渡すことになっていたが、大臣は所用の為出席出来ず、
事務次官から渡された。この他環境省自然環境局長、総務課長、参与、官房
審議官、国立公園課長の６名が出席されていた。この他、随行者として１６
名が出席されていたが、私の随行者は kuma の長女＝素子であった。 表彰状
に記されている表彰の理由は次のように記されている。
”貴殿は長年にわたり玄海国定公園の保護と適正な利用に関し 顕著な功績
が認められます
よって平成２３年度自然公園ふれあい全国大会にあたり表彰します ”
平成２３年１０月１日
環境大臣 細野剛志
kuma は 「玄海国定公園」 には長年に亘り付き合ってきた。玄海国定公
園の範囲は、福岡県の遠賀川河口から佐賀県の唐津市に亘る ”玄界灘沿岸” に
面した海岸である。この範囲の海岸は一部を除いて砂浜が広がっており、砂浜
には殆どの場所で海岸クロマツ林が成立している。この 「クロマツ」 は、中
世から近代に架けて、この地域に住んでいる人々の日常生活に利用されてき
た。毎日の食事や湯沸かしには、松葉や小枝を燃やすことによって作られ、松
の木の幹は建築材料や食器などに利用されていた。また、砂丘の背後に展開し
＃６６ ていた 「水田」 等の農地を守る為にもクロマツが植えられていた。これは玄
界灘側から吹く風によって砂丘の砂が吹き飛ばされ、農地を埋めることを防ぐ為である。
博多湾を成立させている 「海ノ中道」 の砂丘も殆どの部分がクロマツ林に覆われている
が、これは江戸時代に黒田藩が作ったとの記録が残されている。これらのクロマツ林は地
元の人達が手入れをすることによって維持されてきたが、現在は一部の場所で 「里山・雑
木林」 のスタイルに変化している。

☆１０月の星空☆

大牟田市の中岡
★ウェザーニューズのお天気サイトから
《１０月の流星》
りゅう座流星群 ： 10 月 7 日～11 日。ピークは９日の未明。
特徴は速度が極めて遅い流星で１３年ごとに大出現しています。
前回 13 年前の 1998 年では一時間あたり 100 個以上観測されています。
オリオン座流星群 ： 10 月 10 日～11 月 5 日ころ長く観測されます。
ピークは 10 月 22 日 22 時～23 日夜明け前まで。
場所は東の空に佇むオリオン座と左側に佇むふたご座のあいだ付近から。
ハレー彗星からこぼれ落ちました星屑です。
★１０月の夜空
南天 ： １０月中旬の午後１０時頃
木星のすぐ下にクジラ座が佇んでいます、その心臓の位置には変光星のミラが輝いています。
その右側にはみずがめ座があり、その下には秋の夜空唯一の一等星フォーマルハウトがあります。
北天 ： 大きなりゅう座が輝いています。１０月９日の夜明け前にはりゅう座流星群が楽しめます。
こぐま座の上にはトンガリ家の形をしたケフェウス座があります。
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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）
１０／１６（日）１１／２０（日） １０／２２（土）１１／２６（土）
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）
１１／１２（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）

１１／１３（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）

１１／６（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）
１１／１（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）
１０／１６（日）
黒崎公園と隅川周辺（大牟田市）
時 間：9:00～
場 所：黒崎公園第 1 公園グランド
ａｉ
問合せ：0944-58－1672（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
１１／３（木・祝日）
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）

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

参加費：大人のみ 200 円（保険料込）
その後の予定は
12 月３日、新年は 1 月 7 日
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。（雨天中止）
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
１０／２２（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
１０／２２（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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１０／１６（日）
和白干潟（福岡市東区）
ハママツナ・ハマシオン
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４回２０１１年９月１８日（日）～

今回は福岡市環境フェスティバル事務局から、自然観察会
〔１４時から１６時まで〕の様子を取材したいとの連絡があり、
会員の皆さんに協力のお願いをしました。参加者は、私も含めて
１２名でした。
自然かんさつ館から開始、いつものコースをゆっくりと散策
しつつ、取材も受けました。参加した皆さんの一言感想をまとめ
ました。
【→写真：観察会の様子／撮影は瓜生顕一郎さん】
・実りの秋、ボケの実が印象的でした。
・夏と秋の間を体感
・秋の足跡を感じた
・クローバーの葉で鋸歯を観察して感動。
・ヒノキバヤドリギが印象的。
・春日公園を初めて散策した。凄いの一言。
・葉から秋を感じた。
・ヒメクグの種と種の間に小さな幼虫を発見。凄い世界をみた。
・マテバシイの実が大きく成っていた。
・いろいろと新しい発見が有りました。
・ミクロの世界に出会えた。
経験豊かな会員も、新たな発見に感動が有ったようです。
自然観察は 一期一会ですね。
（報告 田村耕作）

◆お知らせ◆ 都市公園で自然観察会５
☆日時：１０月１６ 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 メール kurabird-.tamura@nifty.com
【→写真：近くの山で見かけました】
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆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、事務局まで連絡を下さい。
◆問い合わせ等の連絡先： 事務局 ０９２－４００－１７６５
／ 田村携帯 ０９０－８２２０－６１６０
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お彼岸が近づくとちゃんと咲いている。もともと中国
の長江中下流域の落葉広葉樹林に自生するらし
いが、日本へは稲作文化とともに救荒植物として
持ち込まれたとする説が有力だと思う。水田の畦
の環境が彼らのいき方にあったのだという。
９月１８日（旧８月２１日））滋賀県近江八幡休暇村
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渡り鳥みるみるわれの小さくなり 上田五千石

今回の季語は、
「きのこ」「鷹渡る」「十五夜」「彼岸花（曼珠沙華）」
「渡り鳥」でした。

鳥わたるかつて踏絵の島の上 朝倉和江

青柳照葉

膝まづくときの土の香きのこの香

まだ若いオオタカが１羽、上空を過ぎていった。
彼からは見上げる私たちはどのように映っている
のだろう。私の未だ見ぬ国をたくさん知っているの
だろうね。季語の渡り鳥は、本来冬鳥としての小鳥
らしいが・・・。
９月１０日（旧８月１３日）春日市県営春日公園

山頭火

中秋の名月である。月に群雲（むらくも）。今の世相
のように、いろいろあるけど、希望の光はちゃんと
あるよ・・という風情。世の中安穏なれ！
９月１２日（旧８月１５日）筑紫野市天拝坂

十五夜の雲のあそびてかぎりなし 夜半

仲秋の季節感の第一は、福岡の空を西へ渡ってい
くハチクマの鷹柱を観ることである。博多駅や天神
などのビルの上も渡っている。この先長崎県福江
島などから東シナ海を越え、東南アジアのジャワ島
あたりまで渡って行く。9/10～10/10 の間に昨年は
６１２８羽を記録したが、今年は如何かな？
９月２４日（旧８月２７日）福岡市城南区片江展望台

おひがん花がお彼岸らしく咲いてゐるだけ

平成２３年仲秋
写真と文：本のむし

８月２８日（旧７月２９日） 筑紫野市武蔵
天拝公園 粘菌の若い子実体。ホソエノ
ヌカホコリのようだ。これもきのこの仲間。

日輪を捧げ眩しき鷹柱

松尾節朗

歳時記

雲にふれ鷹は流るる一途なり

旧暦の

曼珠沙華いきなり天に鷹柱

鷹渡る吾れ仰天の日々が過ぐ

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、８月２９日から９月２６日までが旧暦の葉月（８月）で、
「仲秋」にあたります。
今月は、私のデジカメ日誌から、
仲秋に出会った「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？
９月下旬、天拝山山麓の山道でみかけたものです。青い花の中心に、
X 型をした花びらのようなもの。よく見るとくびれた部分に花粉のような
ものがついています。これは何だかわかりますか。
《前回（１９４号）の解答》
これは、土壌の中の生きものである「鉄バクテリア」でした。茶褐色の部
分はこのバクテリアがつくった水酸化鉄の殻でその死体とともに沈殿し
たものだそうです。油膜のようなものは酸化鉄で油ではありません。人
畜無害だそうです。
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。
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、１１月１１日（金）午後６時より事務局で行います。１１月号の原稿は、１１／７（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１２６号 １１．１０．０１
・福岡植物友の会会報 平成２３年９月号
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１３９号 １１．０９．０６
・ＮＡＣＳ－Ｊ自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀第４５号 2011 年 10 月１日
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ 84 ２０１１．１０．２
・ＮＯＰ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 no.166 2011 年 10 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/

-6-

編集後記 ９月の定例発送会は、山本勝・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。近くの山でサルナシを見かけました。沢山
の実をつけていました。ある方法で実を１０粒ほど採取
することに成功。秋の味覚でした。沢の
近くではミズヒキの穂を見かけました。
小さな赤い色に秋を感じましたよ。
田字草

