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『かざす手のうら透き通るも

みぢかな』大江丸       

知らぬ間に見事に色づいた深

紅の紅葉…  息を呑む一刻…  

『もみじ』 

平成２４年１０月下旬 

福岡市早良区曲淵ダム公園 

大塚俊樹 

 

 

kuma は、映画 「宝満山」 の製作に係わっていた。前回も呟い

た通り、宝満山の東側斜面の下に道路が有り、米の山峠を越えると筑

豊地区に行くことが出来る。九州地区の住民達は、古代から近世にか

けて、京都に行く道路としてこのルートを利用していた。九州地区の

住民達には 「御笠街道」 と呼ばれていた道路である。 

このような事実も含め、７０回以降の呟きで数回紹介していた。

これを読まれた方々は既に良く知られていると思われる。しかし、私

が住んでいる御笠地区の住民達は、殆どの人がこのことを知らない。

そこで、ｋｕｍａは住民教育としてこのことを数回、地域の住民達に

話している。また、子供達の教育も含め、御笠地区の「里地・里山の

姿」等も話している。 

ｋｕｍａのこのような活動も含め、北海道から沖縄までの日本

全国の植生スタイルも調査・観察している結果を評価して頂いて、福

岡県からの推薦により、今年度の日本国より「藍綬褒章」を受けるこ

ととなった。授与式は１１月１３日に環境省で行われ、その後天皇陛

下に御挨拶をする為に「皇居」にも行く事になっている。この褒章を

受けることになって、先日は西日本新聞や読売新聞の記者が来宅さ

れ、色々な質問を受けた。この時のｋｕｍａの話が、１１月２日（金

曜日）の朝刊に載っていたのである。この記事の中には海外の活動も

入っているが、海外にも２２回出掛けており、その多くはカナダでの

「オーロラ観察会」である。ｋｕｍａは、指導者として「オーロラ観

察」へ、人々を引率してカナダやアラスカに行っている。素晴らしい

海外旅行でもある。 
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                             この季節 目だっていますね    撮影 田字草 

 

自自然然感感  
２０８ 

季節感 

＃７９
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★都市公園で自然観察会１８

★ 
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 １１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 

  TEL ０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼

用〕    



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）     福岡植物友の会 主催                   

         

 

 

 

 

 

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                                   

 

 

 

    

 

 

 

 

１２／９（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）

１２／８（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） 

１２／４（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） 

１１／２４（土）１２／２２（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）

１１／１８（日）１２／１６（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） 

 

１１／２４（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）

１１／２４（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） 

 

 

 

 

１２／２（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402回例会 １２／２（日） 

高良山キノコ観察会と 

キノコ野菜カレー 雨天中止 

キノコのビンゴゲームもやりますよ。 

要 事前申し込み 

 

集 合： 高良内幼稚園 

時 間：10:00～14:30   

参加費：無料 定員５０名 

持ち物：水筒、帽子、筆記用具 

    マイ箸、マイ皿、スプーン 

問合せ：0942-46-8622（古賀） 

共 催：久留米市農政部生産流通課 

 

１２／１（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） 

１１／２５（木） 

和白干潟まつり 

 和白干潟･海の広場 

ラムサール条約登録をめざして 

時 間：11：00～15：15  

問合せ：092-942-5282（今村） 

 

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。 

 

１１／２５（日）     

膿施山公園（みやま市）  

時 間：9:00 ～ 

集 合：公園内すいせん橋  

問合せ：090-7446-9047 野田達行 

１１／１８(日) 

志賀島国民休暇村周辺 

ホソバワダン 

詳細はＨＰをご覧ください。 
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◆参加報告◆◆環境フェスティバルふくおか２０１２◆ 
                               ナイス福岡 事務局 田村 
会員の皆様の協力で楽しく参加できました。 

平成２４年１０月２０日（土）・２１日（日）  

２日間ともに１０：００～１６：００会場：福岡市役所西側ふれあい広場 

 

内容１．展示：自然の身近な植物の葉・茎・実などを用いた遊びの紹介 

内容２．自然を楽しむ体験：天神中央公園のアクロス山で開催。 

 

参加して協力いただいた会員：大塚俊樹・山本弘子・福田治・鶴田義明・堀謙治・田中健二・藤川渡・重松尚紀・ 

              瓜生顕一郎・松永紀代子・矢野郁子・小野仁・田村耕作 

 

参加者数は、２日間で６０７人、アクロス山での観察会に参加した人は３１名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

お店の様子 1                     お店の様子 2 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           協力者の人たち、1日目の終わりに↑ 2日目↓ 

アクロス山での観察会の様子 
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・～・春日公園自然観察日記／１７回 2012 年 10 月 21 日（日）・～・ 

 

 天気    晴 

 参加者数  ６人  (内訳： 山本勝、永松愛子、家族連れ４人) 

 担当者   山本 勝(ナイス福岡) 

 テーマ   自然観察を通して、自然への関心や理解を深めてもらう。 

 コース   かんさつ館～調整池広場～菖蒲池～自然風庭園～かんさつ館 

 

 内容    ・公園内の自然の様子について、解説をしながら園内を散策した。 

       ・紅葉がすすむ園内で、どんぐりをつける６種類のブナ科の樹木の観察や、越冬準備を始めているカ

メムシの仲間やトンボの仲間などを観察した。 

       ・通りがかりのご家族に樹皮に擬態しているガを紹介したりしながら散策した。 

 

 観察生物  昆虫他：クサカゲロウ幼虫、ハスモンヨトウ、アオイトトンボ、キマダラカメムシ、ヨコズナカメム

シ、マテバシイ、コナラ、クヌギ、アラカシ、ウバメガシ、スダジイ   

鳥類：ヤマガラ、シジュウカラ、カワラヒワ、メジロ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト 

                                        【報告 永松 愛子】 
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自然観察指導員各位 

  

大分県自然観察連絡協議会  

代表  渡 辺 政 治 

 

ネイチュア・フィーリング研修会へのお誘い 

 

 みなさん、お久しぶりです。お元気ですか。 

 山や里では、秋の花たちがわれ先にと咲きはじめ、虫たちのかしましい声が月影の下に 

響きわたっています。冬の鳥たちもちらほらと姿を見せるようになりました。 

 そんな秋の夜長を、あなたはどのように過ごしていますか。 

 さて、わたしたち大分県自然観察連絡協議会では、今年度のフォローアップ研修の一環として別紙のとおり１２月に 

「ネイチュア・フィーリング研修会」を開催いたします。 

 大分県内では、 近、森林セラピーとか、森のセラピーとかいった取り組みが行政やその関連機関の主導で進められていま 

すが、従来からわたしたちが行っている自然観察会を、だれにでも開かれた自然観察会、とりわけ、からだが不自由な人たちが 

自由に参加できる自然観察会、とするためにはどのような配慮が必要なのかということはほとんど語られてきませんでした。 

 そこで、今回、（公財）日本自然保護協会の協力を得て、ネイチュア・フィーリングに関する第一人者である鳥山由子さんに 

講師をお願いして研修会を開催することにしました。 

 みなさんはこれまで、いろんな場面でいろんな方と自然観察会を行ってこられたことと思いますが、今回の研修会はきっと 

「眼からウロコ」のステキな研修会になること受け合いです。 

 何があろうと、全ての行事（予定）をさしおいてぜひともこの「ネイチュア・フィーリング研修会（12/8・9）」に参加して 

いただくようお願いします。 

 少し寒くなり始めた１２月（12/8・9）、陣屋の村でお会いし研修に励むとともに、できれば夜はお酒を呑みながら、 

これからの自然観察会のあり方などについてあれやこれやと楽しく語り合いましょう。 

 参加をお待ちしています。ご一緒に、眼からウロコをはがしましょう。 

12/8 12 時 30 分受付  12/9 １５時 解散 

開催場所 大分県由布市 挟間町鬼瀬 971－6 陣屋の村 電話 09－583-3007  

参加方法と参加費    

Ａ ２日間（12/8・9）とも通いで参加する。                ７,８００円  

Ｂ ２日間（12/8・9）とも通いで参加する。交流会にも参加。    １２,３００円  

Ｃ 泊まりで参加する。                          １６,１００円 

申し込み方法      

 電話・Ｆａｘ・メール・葉書で   

 参加者の名前・電話番号を明記   

 １１月末日までに   

 大分自然観察連絡協議会 事務局 鬼塚まで  

申込先     

 〒870-0872  大分市高崎３丁目６－１１  

 大分自然観察連絡協議会 事務局 鬼塚 隆子   

 電話 ０９７－５４３－８５１０  

 Ｆａｘ ０９７－５４６－７８３０     

 メール wamu@oct-net.ne.jp     

研修内容は、「五感を使った自然観察」 「ネイチュア・フィーリングの考え方と実践例」 夜の自然観察 夜明けの観察会 

「体の不自由な人との観察で配慮したいポイント」 「実際にネイチュア・フィーリング自然観察会をしてみよう」 

などが予定されています。会員の皆様、ちょっと参加してみませんか。 
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           10月の定例発送会は、山本弘子・永松愛子・

大塚俊樹・藤川渡・鶴田義明・田村耕作が参加。田中健

二・山本勝から欠席の連絡有り。ＴＯ氏からアケビ、KT

から柿の差し入れがありました。福岡市役所西の広場で

開催された環境フェスティバルに参加 

しました。野遊びの紹介とアクロス山 

での観察会、会員の皆様の協力で、楽 

しく出来ました。      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/ 

◆◆◆◆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１２月１４日（金）午後６時より事務局で行います。１２月号の原稿は、１２／１

０（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 

 ・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 138 号(１１月号)、11/1 発行。 

  ２０１２年度三池島調査の報告(ベニアジサシ)掲載 
 ・ＮＡＣＳ－Ｊ自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀第 49 号 ２０12 年 10 月 29 日 

  活動報告/トンボ公園観察会・天山秋の観察会・八幡岳の秋を尋ねて、など掲載 

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


