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自然感
yumi

季節感
『草臥て 宿かる比や 藤の花』
芭蕉
晩春、長い花房に薄紫の花を次々
に咲かせる、優雅にして清らかな
花…
『藤の花』
平成２４年５月１日
糸島市高祖神社門前入口
大塚俊樹

kuma は今年（平成２４年）も、九州大学農学部で「生物学基礎概要」を
テーマに講義を行っている。対象者は今年度に九州大学農学部に入学した学
生達で、入学試験の理科を、物理と化学で受験した学生達である。一部の学
生達は中学生や高校生の時代に「生物」の一部をを学んだ人達もいるが、殆
どの学生達は生物に関する知識が無い。しかし、農学部で「農業」に関する
学問を学び、将来農業に関する仕事に就くためには、生物に関する基礎知識
が必要である。
九州大学の講義の時間は１回＝９０分で、１５回行う事になっている。
この時間内で生物の基礎を学ばせなければならない。そこで、学生達に次のよ
うに伝えている。まず「生物」に関する基礎知識は「農学」の基礎知識を獲得
するためには絶対に必要であること。その為には絶対にサボらないようにする
こと。テキストとして使っている「生物Ⅰ研究ノート」の問題を必ず回答して
おくこと、等を伝えている。
「生物Ⅰ研究ノート」とは、生物を学ぶ九州の高校生達が問題集として
使用している本である。kuma は長年高校教員として「生物」を教えていたが、
この問題集の編集作業を長年に亘り行っていた。編集作業は「九州高等学校理
科教育研究会＝九高理」が行っているが、kuma は現職の後半にはこの研究会
の会長をしていた。この会の活動資金は、「理科研究ノート」の売上金＝利益
が賄っていたので、現在も毎年編集作業が行われている。現在も kuma はこの
会の顧問をしているので、毎年編集会議が開催されると出席している。研究ノ
＃７３ ートは、理科の各分野で出版されており、理科教育の基礎として重要な問題集
である。これをテキストとして使っている大学は殆ど無いが、高校生時代に「生物」を学
ばなかった農学部の約５０％の学生達にとって、半年で「生物」の基礎知識を獲得するた
めには、絶対に必要なテキストであると考えています。

◆2012 年度定例総会・自然観察会◆

☆都市公園で自然観察会 1２☆

～蝶の目線でじっくり観察しよう～

春日公園で、植物や昆虫や野鳥などを
ゆっくりと観察します。

◇日時

６月２４日（日）
１０時００分 ～１２時００分
◇場所 春日公園
※集合場所：春日公園の旧公園管理センター
(自然かんさつ館)前
◇定員 自然に興味を持った人 ２０名

☆日時 ５月２０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
TEL ０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com

◇主催：福岡県自然観察指導員連絡協議会（ナイス福岡）
◇連絡先 担当：田村 耕作
TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
※申込みの際には必ず電話をお願いします。
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）
５／２６（土）６／２３（土）
５／２０（日）６／１７（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）
６／９（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）

６／１０（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）

６／３（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）
６／５（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）
５／２０（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/

６／９（第２土曜日）
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）

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。

久留米の自然を守る会 主催
第３９７回例会
５／２７（日） 雨天中止
高良山樹木の名札付けと豚汁会
要事前申し込み
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。
集 合：御井小学校
時 間：10:00～15:00
参加費：無料 定員２０名
持ち物： 筆記用具、帽子、お茶。
問合せ：0942-46-8622（古賀）
共 催：生産流通課
和白干潟を守る会 主催
５／２６（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）

福岡植物友の会 主催
５／２６（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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５／１８（金）～１９（土）
雲仙絹笠山（長崎）要予約
参加有料
カキツバタ、ミヤマキリシマなど
問合せ：092-662-2083（佃 昇）

～お知らせ～ 2012 年度 定例総会
今年度の福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会を、下記の日程で開催いたします。
会員の皆さん、ご参加をお願いいたします。
☆日時

６月２４ 日（日）
１３時３０分 ～ １５時３０分
☆場所
春日公園・旧公園管理センター ２階 会議室
※午前中は、春日公園内にて自然かんさつ会・蝶の観察会を
予定しています。こちらにも是非ご参加下さい。

【議題】 ・２０１１年度の活動報告と決算案について
・２０１２年度の活動計画と予算案について
・その他
☆連絡先 担当：田村 耕作

TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com

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

・～・春日公園自然観察日記／第１１回２０１2 年４月１５日（日）・～・
この日は参加者が私を含め 5 家族で 20 名でした。曇りでしたが、暖かく穏やかな日和でした。
公園内の調整池に繋がる幅 50 ㎝ほどの側溝で、水の中の生きものを探しました。
参加した子供たち、網を持って自分で何かをすくいたいらしく、私たち大人がトンボのヤゴやクロメダカをすく
うのを見て、一生懸命に網を動かしていました。子供たち、水路にたまった落ち葉や泥をすくいあげ、その中に小
さなアメリカザリガニやヤゴを見つけて、得意げに報告をしてくれました。
やはり、こういう自然体験をたくさんしてほしいと思いました。
みんなで見つけた生きものは、8 種でした。
1.クロメダカ【12 匹】
2.スクミリンゴガイ【1】
3.シオカラトンボのヤゴ【数匹】
4.アメリカザリガニ【２匹】
5.シジミガイ(大変小さい)【3 ヶ】
6.サカマキガイ
7.モツゴ
8.イトミミズ【2】
[写真：観察会の様子]
今日のおまけは、公園の生垣でアケビの花をたくさん見かけた
ことです。[右写真] 実りの秋が楽しみですよ。
春日公園、いろいろな楽しみを発見しつつ、案内できます。
会員の皆さん、参加しませんか。
報告と写真 田字草でした。
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会員の鶴田義明さんからのお知らせです。

◆ご案内◆ 森林インストラクター受験者講習会
森林インストラクター資格試験受験者のための講習会を下記の通り開催します。
あなたもチャレンジしてみませんか。

記
◇日 時

６月１６日(土) ⇒ 午前「安全及び教育」 午後「林業」
６月１７日(日) ⇒ 午前「森林内の野外活動」 午後「森林」
◇場 所
福岡県緑化センター
◇受講料 １教科 3,000 円，全教科 10,000 円
◇お問い合わせ・連絡先：ふくおか森林インストラクター会
（廣 ℡；080－3900－0588 Email;lansepop@yahoo.co.jp）
※尚、詳細は http://www.soffi.biz/にてご確認ください。

生物多様性条約を解説した冊子があります。次のような内容で解説されています。
「生物多様性」ってなに？
「生物多様性」がもたらす自然の恵み
「生物多様性」の危機
「生物多様性条約」とは
第 10 回締約国会議の成果
愛知ターゲットとは、生物多様性を守るための今後１０年間の方向性
身近なことからはじめてみよう！
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外来鳥ハンドブックの紹介
こんな図鑑が出版されました。会員の皆さんは、どう思われますか？福岡県内にもいろいろな外来鳥が
記録されていますよ。

撮影は大濠公園です

撮影は室見川です

撮影は天拝山です

撮影は筑紫野市です

撮影は古賀市です
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§刊行物のお知らせ§
『日本の生物多様性 「身近な自然」とともに生きる
～市民が五感でとらえた地域の「生物多様性」と「生態系サービス」モニタリングレポート2010～』

を、日本自然保護協会が発行しています。
人が自然と付き合ってきた様子を、いま、むかし、どう変化しているか、図表・写真で分かりやすくまとめた冊子
（Ａ４版２６頁）です。
６月の定例総会で配布する予定です。期待してください。
[例えば！] 「おやつやおかずになる生き物」の巻
よく食べる生き物・トップ５【植物編】昔⇒①クワ②アケビ③カキ④グミ④クリ
今⇒①ワラビ①タラ②セリ③タケノコ④フキ④ヨモギ
[丸付き数字が同じなのは投票数が同じ]。
◆◆◆◆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６月８日（金）午後６時より事務局で行います。６月号の原稿は、６／４（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
・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１１５号平成２４年５月１日
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 133 号 2012．05．01
・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
・福岡植物友の会 会報 平成２４年 ５月号 第５３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 ４月の定例発送会は、藤川渡・山本弘子・
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。この時期、歩くとカエデの若葉、
タブノキの新芽、シロダモの赤い新芽、
ユズリハやクスノキの若い葉と一年
たった葉、新緑の色をみているとほっと
しますね。田字草

