
ナイス福岡 会報 2012 年６月 

ウグイスやホオジロが囀り、遠く

でホトトギスが鳴いている。何と

も気持ち良い小さな高原…    足

元から斜面至る所に白い小さな花

が咲き、香っている… 

『コガクウツギ』 

平成２４年５月下旬 

糸島市二丈町真名子  

大塚俊樹 

kuma は昨年（平成 23 年）、福岡県から推薦されて環境大臣に表彰された。

授賞式は東京の新宿御苑で行われた。新宿御苑は環境省が管理している公園

で、広大な面積を有し、樹木林や草原が沢山在り、池も広大な面積がある。

江戸時代には徳川幕府の譜代大名・内藤家の下屋敷であった場所である。ス

ギやヒノキ等の、胸高直径１ｍ以上の巨木もあちこちに育っており、一部の

樹木には名札が着けてある。表彰式は、公園の玄関にあるインフォメーショ

ンセンターに併設された小ホールで行われた。表彰式後、kuma は半日掛けて

歩き回ったが、素晴らしい公園であった。 

先日、福岡県環境課から、環境省に報告書を提出するので、表彰の理由

である「玄海国定公園の管理」に関する報告書が欲しいとの申し出を受けて、

昨年（2011 年）の活動報告書を作って県へ提出した。玄海国定公園は玄界灘

に面した地域に有り、遠賀川河口地域から志賀島までが公園に含まれている広

大な国立公園である。この地域の沿岸部には、砂浜・砂丘地域に「クロマツ林」

が生育しており公園の植物の中心となっている。玄海国定公園は、クロマツ林

が中心となっている。 

クロマツは、50 年前までは近くに住み農業や漁業を営んでいた住民達、

日常生活に利用されていた材木であった。葉や枝は、ご飯やおかずを作る燃料

として利用され、幹や枝は家の材料などに使われていた。この為、クロマツ林

を維持するため、林床に生える草や雑木の苗は、毎日伐採されており松林が維

持されていた。博多湾内にも六ヶ所のクロマツ林があった。新宮松原、香椎松

原、箱崎松原、千代松原、百道松原、生の松原である。これらの松原も、地域

の住民達が日常生活に利用していた。 

 kuma も箱崎の漁師町に住んでいた子供の頃には、筥崎宮大鳥居（国道 3号線沿いにある

巨大な鳥居）の側にあった「箱崎松原」に、天気の日にはクロマツの葉や小枝を集め、持

って帰ってご飯炊きやおかず作りの燃料として使っていた。このような生活スタイルは、

多くの住民達が行っていた。 

 玄海国定公園の維持・管理の為には、クロマツ林を守る為に雑木や雑草を切らなければ

ならない。 

yumi 

★都市公園で自然観察会 1３★ 
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１７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 
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                                      初夏の色と味ですね。 

自自然然感感  
２０３ 

季節感 

＃７４
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

日本野鳥の会 筑後  主催    ※参加費：100 円（中学生以下無料）                                   

         

 

 

 

 

 

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催  http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/   

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米の自然を守る会 主催 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催                                    福岡植物友の会 主催 

 

 

 

    

 

 

 

 

７／８（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）

７／１４（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） 

７／３（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） 

６／２３（土）７／２８（土） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：8:00～11:00 

集 合：久末ダム多目的広場横駐

車場 (管理事務所下) 

問合せ：0940-33-7846（高原和幸）

６／１７（日）７／１５（日） 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：092-920-7112（山本勝） 

 

６／２３（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）

６／２３（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） 

 

問合せ：090-7446-9047 

（野田達行） 
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７／１（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）

 

第３９８回例会  

６／２４（日） 雨天決行 

高良台・キノコ観察会とキノコ汁会 

高良台周辺の道路を歩きながら、キ

ノコの観察会を行います。講師金子

周平氏（福岡県森林林業技術センタ

ー）によるご指導です。事前に申し

込みをお願いします。 

集 合：上津小学校運動場 

時 間：10:00～13:30   

参加費：２００円 定員２０名 

持ち物： 筆記用具、帽子、水筒。 

問合せ：0942-46-8622（古賀） 

６／１７（日） 

長谷ダム(福岡市東区) 

ノグルミなど 

参加有料 

問合せ：092-662-2083（北野星二） 

 

６／２４（日） 

黒崎公園（大牟田市） 

時 間：9:00～ 

場 所：黒崎公園第一公園グランド 

７／７（第１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） 

注 意：８月の観察会はお休みです。 

 

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。 

 



◆お知らせ◆ 2012 年度定例総会自然観察会 ～蝶の目線でじっくり観察しよう～ 

 

◇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 

 

◇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 

ホタルブクロ 撮影・田字草 

 

◆2012 年度 定例総会◆ 
先号でもご案内いたしましたが、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 
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・～・春日公園自然観察日記／第１２回２０１2 年５月２０日（日）・～・ 
この日は参加者が私を含め 3 家族で 12 名でした。曇り。 

公園で、野の花を探して、楽しみました。 

 

サザンカの葉を食べていたチャドクガを 

発見。（→右写真→）注意方法を話す。 

今、ツバキ科の木、点検しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫色の花 ニワゼキショウ・アケビ・キキョウソウ 

黄色の花 セイヨウタンポポ・コナスビ・オニタビラコ・ブタナ・クスノキ 

白い花  シロツメクサ・ヒメジョオン・ 

その他 ヤドリギ・ヒノキバヤドリギ・ヤマモモの実・シナサワグルミの実・ケヤキ他 

参加者の声 

・ウシガエルにびっくり 

・足元でいろいろな発見がありました。 

・ニワゼキショウという名前を知って感動した。 

・いつも見ているつもりが、新たな発見があり、楽しかった。 

・アオサギの表情が面白かった。 

・観察の新たな視点を見つけた。 

・身近な花がますます好きになった。 

・今回もいろいろな発見あり。 

・ゆっくり歩くと新発見があり、楽しい。                報告と写真 田字草でした。 

 

5/20 天拝山にて、ジョウカイボン 

                             5/25 梅林の事務所にて 
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◇出版物紹介◇ 「筑紫野市自然観察ガイドブック」改訂版 

 この冊子は筑紫野市の自然について、生物多様性を保全するうえで、地域生態系の要となる場所である「環境指標の

森」と、主要な観察コースとして「森林観察コース」「里山田園観察コース」「街の 自然観察コース」に分け、それぞ

れのコースで見られる動物・植物などについてまとめたものです。 

 

〔目次 〕 

筑紫野市の自然の概要 

筑紫野市の概要や動物・植物、自然景観についての概要説明   

環境指標の森 

筑紫野市の生物多様性を保全する上で、生態系の要となる場所の説明   

主要な観察ルートと特徴・概説 

森林観察コースや里山田園観察コース、街の自然観察コースなどの説明   

筑紫野市で観察できる動物・植物 

筑紫野市で観察できる動物や植物についての説明   

もっと自然と親しむために 

危険な動物・植物、巨樹・巨木などの紹介 

 

 

発行   平成 24 年 4 月 

編集   筑紫野市自然環境調査委員会（ナイスフクオカの会員が多数参加しています） 

Ａ5 判 93 ページ  オールカラー   定価 1,000 円 

販売場所   筑紫野市環境課窓口（TEL 092（923）1111（代）） 

 

【参考ホームページ】 

http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/ 

筑紫野市ホームページ→分類から探す→生活・環境→環境保全→生活環境・自然 

→「筑紫野市自然観察ガイドブック」改訂版      （筑紫野市のホームページより、本のむしがまとめました） 

 

 

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

 

 

◆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。 
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5月の定例発送会は、藤川渡・山本弘子・鶴

田義明・山本勝・田村耕作が参加。田中健二・永松愛子・

から欠席の連絡有り。今、西油山からホトトギスの声、

山麓にはネジキの花、モミジイチゴや 

クサイチゴの実、楽しい初夏の季節です 

ね。そうそう、久しぶりにママコナの花 

を見つけました。  田字草 

 

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/ 

§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～』 

 

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。 

◆◆◆◆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７月１３日（金）午後６時より事務局で行います。７月号の原稿は、７／１０（火）

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 

・福岡植物友の会 会報 平成２４年 ５月号 第５３巻 

・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第134号2012．06．01 
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．170 2012 年 6 月 1日 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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編集後記  


