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自然感
yumi

季節感
しろうをと旗ひらめいて室見川』
春の兆しを感じる二月下旬、室見
川にシロウオの梁が掛けられる…
こちらはハゼ科のシロウオ、おど
り食いで早春の味覚だが年々、採
れ高が下がっているとか…
梁
と梁杭はカモメ類の格好のお休み
処となる…
『シロウオの梁』
平成２４年３月３日
福岡市早良区室見川
大塚俊樹

kuma は３月２日（金）に、私が住んでいる筑紫野市の御笠地区にある
吉木小学校に行き、５年生と６年生に算数の授業の補助作業を行った。この
活動は小学校からの提案で、補助活動の募集を行っていたからである。何故、
このような活動を始めたかの理由は、子供たちに「御笠の自然と歴史」を伝
えたいからである。小学校の校長を初め、教員達や生徒達へ「御笠地区は、
古代からの素晴らしい歴史を持つ地域である」ことを知ってもらいたいから
である。
現在の地域の住民を初め多くの人達は、「宝満山は大宰府の山である」
と思っているが、古代から近世までは、東斜面側＝筑紫野市御笠地区側も中
心の一部であった。それは、都への街道が通っていたからである。大宰府政
庁が造られたのは西暦６０９年（推古天皇１７年）と記録されている。そし
て、都への街道が作られた。政庁から都（京都）へ向かう街道として造られ
ており、政庁の南側、現在の西鉄二日市駅の西側に出る道で、二日市温泉が
ある湯町付近から東へ向かい、石崎付近からから御笠地区に入って米の山峠
へ登っていた。宝満山の東側斜面が表側となっていたのはこの事実からであ
る。古代末～近代の廃仏毀釈までは、宝満山は仏教の山として親しまれてい
た。江戸時代のあった宝満山２５坊の内、１６坊は東側斜面（現在の御笠地
区）にあり、その中心は山頂直下に有った＝現在のキャンプ場＝座主院跡。
現在も多くの登山者達が、山頂から朝日の出を拝んでいるが、太陽は東側＝
筑紫野市側から昇ってくる。また、御笠地区の上部＝山腹には、昔の生活ス
＃７１ タイル＝里地・里山の利用の姿も沢山残されている。「大行事」の石碑や、
大石の上部・大行事原も、ススキ草原として利用されていた事がよく判る。現在山腹で見
られる「雑木林」は、昔は里山として日常生活に利用されていた樹木達である。
子供たちには、この様な古代～近代の歴史や生活スタイルを伝えたく思っています。

2012.0306 田字草 春日公園にて

☆都市公園で自然観察会 10☆
春日公園で春の植物や昆虫や野鳥などをゆっくりと観察します。

★日時３月１８日(日)
集合：１４時００分 ～ 解散 １６時００分
★場所：春日公園・自然かんさつ館〔旧公園管理センター〕
★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）
３／２４（土）４／２８（土）
３／１８（日）４／１５（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）

４／１（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）

４／１４（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）

４／３（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）

４／８（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）
３／２５（日）
交 通：ＪＲ渡瀬駅より徒 10 分
濃施山公園（大牟田市）
問合せ：090-7446-9047
時 間：9:00～
（野田達行）
場 所：濃施山公園すいせん橋

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

４／７（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
（里山を歩く場合は 13 時過ぎまで）

問合せ：092－920-3072（松永）

念のために長靴をお持ちください。
参加費：大人のみ 200 円（保険料込）
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
３／２５（日）第３９６回例会
筑後川春の野草を愉しむ会
春の旬の食べられる野草・薬草を食べて
味わいます。野草を河川敷で摘み、皆ん
なで調理して安全で体に安心な野草を
食べて、元気になりましょう。

集 合：くるめウス
時 間：9：30～14:00
参加費：400円 定員50名
持ち物：おわん、お皿、おはし、
お茶
注 意：要 事前申し込み
問合せ：0942-46-8622（古賀）
共 催：筑後川博物館運営委員会
和白干潟を守る会 主催
３／２４（土）
守る会定例会議
時 間：10:30～13:00
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

３／２４（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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【問合せ先】 福岡県青少年アンビシャス運動推進室

電話：092-643-3402
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FAX：092-643-3389

・～・春日公園自然観察日記／第 9 回２０１2 年２月１9 日（日）・～・
この日は参加者が私を含め 3 名でした。公園の雪景色と冬鳥を楽しみました。
前日の１８日からの雪降りで、19 日はすっかり雪景色でした。午後には、公園のあちこちに雪だるま出現。滅多
にみることのない公園の雰囲気でした。
膨らみ始めた木々の芽、少し足踏みかも。しかし、シジュウカラは囀り始めていました。カワラヒワは、小さな
群れになってフウの実を食べていました。ようやく冬鳥のシロハラ・ツグミをあちこちで観察できました。くすの
きに群れていました。
（報告 田字草）

～アジサイの冬芽～

～ノシランの実～

雪の中で食べもの探しに夢中、ビンズイ、5 羽いました。⇒
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◇福岡市からのお知らせ◇
福岡市エコ発する事業 補助金のご案内

～みなさんの環境活動を応援します～
未来の子どもたちに美しい地球環境を残すため，市民団体，ＮＰＯ法人等のみなさんが自発的・主体的に
行われる環境活動を支援します。

平成２４年度新規助成団体を募集します！！
◆相談受付・申請書類配付開始日
◆申請受付期間

平成２４年３月１日 木曜日

平成２４年４月２日(月)～４月２０日(金)

◆対象団体

５人以上で組織された市民団体，ＮＰＯ法人等
（福岡市内で活動している団体）

◆対象事業

・ごみ減量・リサイクル
・環境学習啓発
・環境保全
・環境美化
に関する市民参加型の事業

◆補助金額

対象経費の４分の３以内

◆上限額

〈主に一つの区で行う事業〉
〈全市にわたって行う事業〉

５０万円
１００万円

◆相談・申請窓口

〈主に一つの区で行う事業〉
〈全市にわたって行う事業〉

各区生活環境課
環境局環境政策課

相談・申請の窓口 環境局環境政策課 電話 092-733-5381 FAX 092-733-5592
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

← これは何だか分かりますか？
２月上旬、筑紫野の宮地岳の尾根で見かけました。これは何に
見えますか？ ※今回の解答は最後のページにあります！
《前回（１９９号）の解答》
左側が問題でした。右は、それをひっくり返したところです。

これは、鱗翅目アケビコノハ（ヤガの仲間）の上翅でした。
出題（写真）は「本のむし」でした。
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「本のむし」様、今までの投稿、感謝します。
また、機会がありましたら、よろしくお願いい
たします。事務局

《今回（２００号）の解答》
冬芽のオーバーコート？！なかなか暖かそうですね。
これは、ゴンズイ（ミツバウツギ科）の冬芽に産み付けられた、ハラビロカマキリ
の卵鞘（らんしょう）です。春になれば、親と同じ格好をした幼体がたくさん生ま
れるのでしょうね。
・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
長い間「これは何だろう」を見ていただいて有難うございました。
今回でおしまいにさせていただきます。
出題（写真）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、平成２４年４月１３日（金）午後６時より事務局で行います。４月号の原稿は、４／９（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。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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 ２月の定例発送会は、藤川渡・大塚俊樹・
山本弘子・永松愛子・鶴田義明・田村耕作が参加。ＹＴ
さんからおいしいいよかんの差し入れ有り。今年は、寒
い日が続きますね。山本勝・田中健二から欠席の連絡あ
り。2/19の大雪、皆さんどうされましたか。私は午前中、
自宅周辺の公園などを散策しました。小さなツララをは
じめ滅多に出会えない雪景色を楽しみました。午後は、
春日公園の観察会に参加しました。
たくさんの雪だるまのある風景に
出会いました。ビンズイ5羽にも
久しぶりに出会いました。
田字草

