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自然感
yumi

季節感
雪柳の白い花がポツポツと咲き出
したと思う間もなく、アッという
間に百花繚乱、地上に水辺にそし
て樹上にと花で彩られる… 屋敷
内に圧倒的な量感で白い雲の峰が
出現する！！
『ハクモクレン』
平成２４年４月１日
朝倉郡筑前町曽根田
大塚俊樹

Kuma は前回、「御笠の自然と歴史」を子供たちに伝えたいと呟いたが、
「御笠」という言葉の由来については、殆どの人達が知らない。そこで kuma
は、「御笠の自然と歴史」に関する書物を書くことにした。
御笠地区とは、現在の大野城市・太宰府市・筑紫野市の範囲を指してい
る。この地域には古代より人々が住んで居たと考えられる。御笠の近くに在
る板付遺跡からは、日本における初期（３千年前）水田耕作が行われていた
ことが確認されている。
「御笠」という言葉は、古代の天皇である仲哀天皇（ちゅうあいてんの
う）の妃である神功皇后（じんぐうこうごう）が、橿日（かしい）の宮＝現
在の福岡市東区香椎宮から、松峽宮（まつのうのみや）＝現在の朝倉郡三輪
町へ向かわれていた時、突然つむじ風が起こり、神功皇后が頭に被られてい
た笠が吹き飛ばされて、森の木に引っ掛かったために、この森を「御笠の森」
と言うようになったという伝説に由来する。現在も大野城市内に、このよう
に呼ばれる森が残されている。
宝満山が歴史に登場するのは８世紀（西暦７００年代）頃からである。
御笠の住民を守る神様＝竃門神の住処として地域の住民から祀られていた。
竃門神は大宰府政庁の守護神としても祀られていた。
大宰府政庁が造営されたのは、西暦６００年代の中頃である。また、政
庁を守るために水城堤が作られたのは、西暦６６４年である。水城堤の発掘
現場から出土した、堤の基礎として敷き詰められていた樹木から、付近の山
＃７２ にはシイノキやアラカシなどの若木が生えていたことが判明している。典型
的な里山であったのである。また、この発掘現場の側には御笠川があるため、水に浸かっ
た状態で若葉の着いた若枝が出土したが、この事実からも、この付近の山が典型的な里山
であったことが判る。
この時代、御笠地区は宝満山も含めて典型的な里地・里山であったのである。

☆都市公園で自然観察会 1１☆
春日公園で、春たけなわの植物や昆虫や野鳥などをゆっくりと
観察します。

☆日時：４月１５日（日）
集合１４時００分 ～ 解散１６時００分
☆開催場所 ： 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
TEL ０９２－４００－１７６５〔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）
４／２８（土）５／２６（土）
４／１５（日）５／２０（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）

５／６（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）

５／１２（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）

５／１（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）

５／１３（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）

日本野鳥の会 筑後 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
４／２２（日）
濃施山公園（大牟田市）
交 通：ＪＲ渡瀬駅より徒 10 分
時 間：9:00～
問合せ：090-7446-9047
場 所：濃施山公園すいせん橋
（野田達行）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

５／５（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

参加費：大人のみ 200 円（保険料込）
６月は第２土曜日の９日です。
ブログは 三国丘陵 検索 で
すぐにヒットします。

問合せ：092－920-3072（松永）
久留米の自然を守る会 主催
第３９７回例会
共催の関係で、日時未定
直接ご確認ください。
高良山樹木の名札付け
毎年、高良山でコース別に行ってい
ます。山道の横の樹木に、植物の名
前と科名と花期を木札に書き、結び
つけます。雨天中止
集 合：御井小学校
時 間：
参加費：無料
持ち物： 筆記用具、帽子、お茶。
問合せ：0942-46-8622（古賀）

和白干潟を守る会 主催
４／２８（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）

４／２８（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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・～・春日公園自然観察日記／第 9 回２０１2 年３月１８日（日）・～・
この日は参加者が私を含め 4 名でした。曇りで気温 13℃、肌寒いかなという中で散策。
雨上がりのサンシュユの花、水滴が美しく、黄色い花の色とともに見とれていました。トサミズキの花も鮮やかな色を見せてく
れました。

雨上がりのサンシュユの花
トサミズキの花
公園の池では、カワセミの雄と雌が目の前に出現、コバルトブルーの背中をゆっくりと楽しませてくれました。

飾り羽の冠羽が発達したコサギの餌採り行動、小魚を追い出しているのでしょうか。
毎月、同じような道を歩くのですが、毎回異なった楽しさ・感動をいただいています。 （報告と写真 田字草）

****************************************************************************************************
今年の春は、
「笑早桜永」。閏三月（

・～・投稿・３月２７日から４月６日の間に出会った今年の春景色・～・
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）が加わるため、春が四ヶ月もあるんです。

4/6 福津市の塩浜では、スギナの横に頭を出したば
かりのつくしん坊。

～

3/27 涌蓋山山麓では、ふきのとうの雄株の頭花が開
き始めていた。
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3/29 標高１３７５ｍの鶴見岳山頂では、ヒオドシチョ
ウが俊敏に飛んでは日光浴。

4/6 篠栗町若杉山麓では、まだまだ咲いてるソメイヨ
シノ。
（写真と文：本のむし）

◆◆ 投稿 ◆ 早春の山国川河口

～ 季節を感じるアオノリ ～ ◆◆

福岡県築上郡吉富町と大分県中津市の境を流れる山国川の河口で、2 月～3 月にかけてアオノリが収穫されている
のをご存知でしょうか。
私がこのアオノリを知ったのは 2 年前です。主人が偶然その時期に山国川河口を訪れ、アオノリを干している方に
声を掛けて、お土産に買ってきてくれたのがきっかけでした。それ以来、このアオノリの良い香りと、鮮やかな緑が
何とも癖になり、すっかりはまってしまいました。今では、このアオノリを求めて、早春になると山国川河口に出掛
けています。そして、その新鮮なアオノリの香をかいで、自宅でも季節を楽しんでいます。
アオノリを収穫されていた方がおっしゃるには、このアオノリは、川底の石が回転することでノリの胞子が石にう
まく付着するらしく、川の水量が増して適度に流れが速くなって底石が動かないと、その年はうまく育たないそうで
す。そのため、胞子が付着する時期に、ある程度まとまった雨が降ることが必要です。それから、摘み取られたアオ
ノリは天日に干されるので、乾かす為には数日間の晴れ間も必要になります。それらの条件が揃って、アオノリを頂
くことができます。もちろん、河川環境が大きく変化しないことも大切な条件です。
ここ数年、2 月が近づくと山国川のアオノリを思って、気持ちがそわそわする私です。
山国川の自然に感謝しつつ、地元の方々にアオノリ摘みをずっと続けていって貰いたいと願ってしまいます。
春日市在住
ねこ

左上：山国川の河口
右上：川岸でアオノリを干す地元の方
右下：天日干しされたアオノリ
※このアオノリは、市販はされていない
そうです。
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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

電話 092-733-5381

FAX 092-733-5592

相談・申請の窓口 環境局環境政策課

山本広子
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◆◆◆◆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５月１１日（金）午後６時より事務局で行います。５月号の原稿は、５月７日（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
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ８６ ２０１２．３．１１
・自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀 会報 ４７号 2012 年 3 月 11 日
・福岡県青少年アンビシャス運動推進室
青少年アンビシャス運動 第3期への提言青少年アンビシャス運動合同検討会議 平成23年11月28日
・北海道自然観察協議会 自然観察 第１０１号 ２０１２年３月１５日
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 131 号 2012．03．01
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 132 号 2012．04．01
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１４２号 2012．03．13
・福岡県青少年アンビシャス運動推進室 アンビシャス通信vol.57 Spring 2012
・福岡植物友の会 会報 平成２４年４月号 第５３巻
・ＮＯＰ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 no.１６９ 2012 年 4 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 3月の定例発送会は、藤川渡・大塚俊樹・鶴
田義明・田村耕作が参加。田中健二・永松愛子・山本勝
から欠席の連絡有り。今年は、まだまだ寒い日が続きま
すね。4/3の大風、皆さんどうされましたか。私は午前
中、春日公園を散策しました。ソメイヨシノの花はほぼ
満開、大風で枝先が折れて落ちていました。拾い集めて、
公園の自然かんさつ館に飾りました。
散策中、ツグミ、シロハラ、アカハラ、
マミチャジナイなどの群れに遭遇。
トウネズミモチの実を啄んでいました。
大風を避けつつ、エネルギー補給
でしょうか。田字草

