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自然感
yumi

季節感
６月末、梅雨の晴れ間に初蝉（ニ
イニイゼミ）の声を聞いた！ 爽や
か… この花に似合うのは夏の汗
を絞り出す様に鳴き暮らすアブラ
ゼミやクマゼミなどか…
間もなく梅雨が明け、真夏の入道
雲がこの花と対になり、麦わら帽
子と虫とり網が走りまわる…
『カンナ』
平成２４年７月２日
糸島市 高祖神社参道
大塚俊樹

kuma は現在 71 歳であるが、今年（平成 24 年）も九州大学農学部で非常
勤講師として、今年度入学した学生達に「生物学基礎概要」の講義を行って
いる。約半数の学生達＝107 名が kuma の講義を受講しているが、その殆どが
高校生の時には物理と化学を受講し、生物は受講していない。しかし、農学
部では「生物」の基礎学力を持っていないと、専門課程は理解することが難
しいのである。
この、テキストとして使っている「生物研究ノート」は、高校生達が高
等学校で生物を学ぶにあたって、九州の殆どの高等学校で使用している問題集
である。kuma が大濠高等学校の教諭をしていた時にもテキストとして使用し
ていた。また、高校教師の時代には「生物研究ノート」の編集委員長として、
長年に渡り編集に関わっていたテキストである。高校教師の時代には生物の教
師として、教員の団体である「日本生物部会」の九州支部長として、教員達の
指導を行っていた。今も「日本生物部会」の顧問として、教師達の指導を行っ
ている。
前回、環境省から表彰を受けた話をしたが、平成 21 年には日本教育研究
会という教育研究の連合会からも表彰を受けた。この団体は、小学校～大学の
殆どの教科の教員達で構成されている教育研究団体である。kuma は九州支部
長として、生物や理科の教員達を指導して、九州の理科教育の発展を促してき
た。その活動が評価されたのである。
さて、九州大学農学部での講義の話題に戻ろう。生物研究ノートを講義
＃７５ のテキストとして使用すると、学生達は、講義の後、このテキストの問題を解
いて理解しているのである。
この講義は僅か１５回で、学生達はこの短期間で生物学の基礎を学ばなければならない。
繰り返しになるが、
「農学」の専門課程の理解の為には、生物学の基礎学力を持っていなけ
ればならないからである。こういった状況下で、このテキストは重要な意味を持っている
のである。
会員の皆様も、高校生の頃には「物理」「化学」「地学」も含めて、研究ノートを使われ
ていた人が多数居られると思います。子供達にも理科教育の為に研究ノートを使って下さ
い。

★都市公園で自然観察会 １４★
春日公園で、いろいろな視点で植物や昆虫、野鳥などを
ゆっくりと観察します。
☆日時 ７月１５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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植え込みのサザンカの葉、気をつけましょう

日本野鳥の会 福岡 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
７／２８（土）８／２５（土）
７／１５（日）８／１９（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）
８／１１（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）
日本野鳥の会 筑後

主催

８／１２（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）

８／５（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）
８／７（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）

※参加費：100 円（中学生以下無料）

7 月～8 月の定例探鳥会はお休みです。

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

問合せ：090-7159-3933
（松富士）

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

９／１（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）
８月の観察会はお休みです。
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３９９回例会
７／１６（月・祭日） 雨天中止
水辺の自然観察会と魚ッチング教室

くるめウス横の高良川の浅瀬で水質
と植物と魚類の観察教室を行いま
す。事前に申し込みをお願いします。
集 合： くるめウス
時 間：10:00～12:30
参加費：無料 定員２０名
持ち物：着替え、帽子、お茶、
筆記用具
問合せ：0942-46-8622（古賀）
和白干潟を守る会 主催
７／２８（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）

福岡植物友の会 主催
７／２８（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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７／２２（日）
ます淵ダム湖畔
（北九州市小倉南区）
参加有料・要予約
問合せ：092-662-2083（北野星二）

◆報告◆2012 年度 福岡県自然観察指導員連絡協議会 定例総会
福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局
○開催日：2012 年６月 24 日(日)
○場所：福岡県立春日公園と旧公園管理センター〔自然かんさつ館〕
【その１】蝶の観察会は、雨天のために、室内で「植物と昆虫」講演に変更
10 時から 12 時 30 分まで／講師 福田 治氏
内容は次号で
【その２】定例総会（13 時 30 分から 15 時 30 分まで）を旧公園管理センターで開催
出席者 16 名：大塚俊樹・山本弘子・福田治・小野仁・瓜生顕一郎・鶴田義明・永松愛子・冷川襄・
冷川昌彦・吉国正朗・松永紀代子・堀謙治・田中健二・山本勝・宮原俊彦・田村耕作
○総会内容
１）冷川昌彦代表の挨拶
「私は、今、年間 50～60 日活動中。海の中道にある
環境共生の森で植樹に協力しています。」
２）2011 年度(2011/6 ～ 2012/5)活動報告
会員の皆様の活動状況です。
2011 年
６月 25 日 福岡市主催アジアのリーダー都市ふくおかプロジェクト第２回フォーラム大濠公園自然観察［６名協力］
６月 26 日 全国一斉自然かんさつ会(兼第１回春日公園観察会) ※定例総会前に実施 ［18 名参加］
2011 年度定例総会 於：県立春日公園管理センター ［20 名参加］
７月 17 日 第２回春日公園自然観察会
［８名参加］
８月６日
福岡市環境デー事業 玄界島自然観察会
［11 名協力］
８月８日
井原山渓谷オオキツネノカミソリ 観察会
［４名参加］
８月 21 日
第３回春日公園自然観察会
［６名参加］
９月 10 日
東平尾公園自然観察会
［５名参加］
９月 18 日
第４回春日公園自然観察会
［12 名参加］※
10 月 12 日
曲渕小学校自然観察及び野遊び教室
［１名協力］
10 月 16 日
第５回春日公園自然観察会
［９名参加］
10 月 22,23 日 環境フェスティバルふくおか２０１１に出展（来場６５０名) ［１３名協力］
11 月６日
八女市上陽町村祭り出店
［５名協力］
11 月 20 日
第６回春日公園自然観察会
［５名参加］
12 月 10,11 日 2011 九州自然協議会福岡大会（黒木町）
［20 名参加］
12 月 18 日
第７回春日公園自然観察会
［５名参加］
2012 年
１月 15 日
１月 27,29 日
２月 25 日
３月３,４日
３月 18 日
４月 15 日
５月 20 日
５月 30 日

第８回春日公園自然観察会
［５名参加］
漆の里山保全行動計画作りワークショップ（於：鹿児島）［１名参加］
第９回春日公園自然観察会
［３名参加］
2012 九州環境教育ミーティングｉｎ綾
［２名参加］
第 10 回春日公園自然観察会
［４名参加］
第 11 回春日公園自然観察会
［20 名参加］
第 12 回春日公園自然観察会
［12 名参加］
賀茂小学校２年生自然観察会（川の生き物しらべ） ［６名協力］

●その他関連事項の報告
＊春日公園での探鳥会に協力（日本野鳥の会福岡とナイス福岡の共同実施）
毎月第１火曜日の１０時から１２時まで。
2011 年 ６／７，７／５，８／２，９／６，１０／４，１１／１，１２／６
2012 年 １／３，２／７，３／６，４／３，５／１
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＊『自然感 くすのき』のシリーズについて、始まり！終り！続いて！います。
★熊洞居人独言
★ワンポイントｐｈｏｔｏ 季節感
★これは何だろう！？
★旧暦の歳時記
★月折々の星空夜空レポート
★会員投稿
＊会員の活動 三国丘陵の自然を楽しむ会の活動 (報告：松永紀代子さん)
松永代表を中心に大塚・山本夫妻・松下･辛島などや、三国らしく筑後･筑前･肥前などのメンバーが行っている
活動。６年目となる。これからも、耕作放棄地の草刈りによる草地環境の維持も進めたい。
① 2011 年６月４日 13 名参加 九州歴史資料館・津古の里山
② 2011 年７月２日 19 名参加 九州歴史資料館の周囲・売却予定地
③ 2011 年 10 月１日 11 名参加 九州歴史資料館の周囲・売却予定地
④ 2011 年 11 月３日 12 名参加 九州歴史資料館の周囲・売却予定地
⑤ 2011 年 12 月３日 ９名参加 九州歴史資料館の周囲・津古の里山
⑥ 2012 年１月７日 15 名参加 九州歴史資料館の周囲・津古の里山
⑦ 2012 年２月４日 10 名参加 九州歴史資料館の周囲・売却予定地
⑧ 2012 年３月３日 15 名参加 九州歴史資料館の周囲・売却予定地
⑨ 2012 年４月７日 17 名参加 津古三沢の森林・九州歴史資料館
⑩ 2012 年５月５日 12 名参加 九州歴史資料館周囲・売却予定地
・協力した活動
2012 年３月４日 北筑後保健福祉環境事務所主催
三沢プロジェクトのワーキンググループの鳥類調査 九州歴史資料館周囲・売却予定地
2012 年５月 19 日 北筑後保健福祉環境事務所主催
三沢プロジェクト 一般対象の自然観察会 九州歴史資料館周囲・売却予定地
※三国丘陵の自然を楽 しむ会の報告文内に、「敬称略と記載漏れがありました」。大変失礼をいたしました。
＊会員の活動 青葉パークネイチャークラブの活動（報告：瓜生顕一郎さん）
平成 23 年度活動報告 活動に卒業生が加わり、また公民館との共同活動も検討。
① ５月 15 日青葉公園自然観察
エフコープ環境助成金壁新聞つくり
② ５月 21 日［エフコープ環境助成金］報告会参加
③ ７月３日北九州市 平尾台・紫川みずべ館 いのちのたび博物館で自然環境学習
④ ９月７日青葉公園自然観察・自然環境に考慮した防災都市計画
⑤ 10 月 11 日 青葉公園・香椎宮で自然観察
⑥ 11 月６日 立花寺リフレッシュ農園［紅葉の自然観察」 リースつくり
⑦ 12 月 11 日 青葉公園自然観察
リースつくり
こどもエコクラブ壁新聞作成
⑧ 平成 24 年２月 11 日 青葉公園植樹祭参加 自然材料を用いたメッセージボード作成
※たぴら昆虫自然園・親子観察会（7/28）の案内がありました。
＊会員の活動 「身近なフィールド観察会」の H23 年度の活動報告（報告：吉国正朗代表）
参加人数は、平均して、15～20 名。きのこの減少傾向あり。空気の汚染が進んでいるようだ。
① 2011 年 １/２４東宝満を計画したが、 雪の為中止
②２/13
総会・懇親会／今宿野外活動センター
③３/27
草野、平原自然公園 観察会
④４/24
宇美春の森、秋の森 観察会
⑤５/15
井原山（ミツバツツジ）観察会
⑥６/20
古処山観察会 雨の為中止
⑦７/17
太宰府昭和の森 観察会
⑧９/25
今宿野外活動センターとの合同観察会
⑨10/16
北山ダム周辺 観察会
⑩11/５～６ くじゅう 1 泊観察会
⑪11/27
九千部山～石谷山 観察会
〔会員活動報告まとめ：田中健二氏〕
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【その３】《2012 年度(2012 年６月～2013 年５月) 活動計画》予定
＊ 九州歴史資料館周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力
奥山ではなく、すぐ足元にある身近な自然に目を向けてもらうために、今後とも観察会をやっていきます。
＊鎮守の森観察会
＊青葉パークネイチャークラブの観察会など、青葉公園にて自然観察会他。
＊身近なフィールド観察会（代表 吉国正朗さん）観察会予定。
＊環境フェスティバルふくおか 2012〔10/20･21 の２日間〕 協力予定
＊ナイス福岡のホームページ掲示板の活用
＊ナイス福岡で、自然観察指導員の講習会を計画しましょう。
＊海の中道海浜公園で、「花と緑を楽しむ会」に協力(冷川昌彦代表)
＊福岡県営春日公園での観察会協力予定と自然かんさつ館の活用
『春日公園でのいろいろな観察会』は継続して実施したい。
毎月第１火曜日 10 時から 12 時まで 定期的な探鳥会
毎月第３日曜日 14 時から 16 時まで 定期的な自然観察会
毎月第４日曜日 ９時から 12 時まで 定期的な野あそびの紹介
・この場所で実施したいという候補地を挙げて下さい。みんなで協力して実施しましょう！
・その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。
・自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、自然保護を考えていきたいと思います。
・毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
【その４】２０１1 年度会計報告、２０１2 年度予算案
会計の宮原俊彦から報告。堀謙治・辛島真由美から監査結果の報告あり。６ページ参照。
例年の内容の予算作成ですすめることとする。
【その５】事務局体制 《2012 年度役員》
代表：冷川昌彦 事務局長：小野仁 事務局：藤川渡、吉田素子、山本弘子
編集：田村耕作、松永紀代子、吉田素子
会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、辛島真由美
【その６】その他のお知らせ
・（財）日本自然保護協会の入会冊子配布。
・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】配布。
＊それぞれ会員の皆様が、地域での活動を会報に報告しませんか。
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～・春日公園自然観察日記／第１３回 2012 年５月 17 日（日）・～・
この日は参加者が私を含め８名でした。曇り。
公園で、梅雨時の生きものを探して、楽しみました。
オオバコ、ヤマモモ、ナメクジ、チョウトンボ、コシアキトンボ、ウシガエル等。
ミモザの種子
クヌギで見かけたコクワガタ

ヤマモモの実、この木の実は大きい。

モジズリ

参加者の声
・チャコールナメクジを知りました。
・公園の側溝でメダカ・モノアライガイ・アメリカザリガニを発見。
・観察会を通して、感動・発見・気づきがありました。ヤマモモは初めて食べました。
・抜け落ちたばかりのアオサギの羽、新しい発見でした。
・梅雨時、コケ類・シダ類の新鮮さに新たな発見があり、楽しかった。
・コクワガタや 1～2 ㎝のアメリカザリガニを発見。
・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。
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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８月１０日（金）午後６時より事務局で行います。８月号の原稿は、８／６（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
・福岡植物友の会 会報 平成２４年 ６月号・７月号 第５３巻
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 135 号 2012．07．01
・北海道自然観察協議会 自然観察 第１０２号 ２０１２年６月１５日
・ＮＡＣＳ－Ｊ自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀第 48 号 ２０12 年 07 月 07 日
・自然観察指導員熊本県連絡会 自然観察 第１４３号（１２．０７．０３）
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ ８７ ２０１２．７．８

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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 6月の定例発送会は、藤川渡・山本弘子・永
松愛子・大塚俊樹・田村耕作が参加。山本勝・田中健二
から欠席の連絡有り。春日公園での6/17の観察会、モジ
ズリの花を一輪見かけました。今年、はじめての出合い
でした。うれしかった。7/7七夕、
羽化したばかりのニイニイゼミ、
クマゼミ、アブラゼミを見かけ
ました。もうすぐ梅雨明けかな。
田字草

