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自然感
yumi

季節感
根元の古い葉鞘の繊維が筆に似て
いることから、弘法大師の筆に見
立てたもの…
初夏、爽やかな砂浜に立ち並ぶ…
『コウボウムギ』
平成２５年５月１日
福岡市西区大原海岸防塁前
大塚俊樹

＃８５

kuma は小郡市にある施設に、週に３回行っているが、未だ写真
を撮影していなかったので、５月４日、好天の日にカメラを持って行
って、建物と周辺部の麦畑や宝満川などを撮影してきた。建物の中か
ら眺める東側の風景は素晴らしく、宝満山や三郡山などを含めて遠く
の山を見ることが出来て、又近くでは、春には麦、夏から秋には米と
二毛作が行われており、麦や米の具体的な育ち方を眺めることが出来
る。また、田畝の周辺には道路が有り、その周辺には自然観察が出来
る植物たちが育っている。このような自然の姿をカメラで写して、次
回行くときには施設を利用している人達に見せてあげようと思って
いる。
この施設の利用者は、周辺の写真を撮るなどの行動はされていな
い。また、自主的に周辺を歩くこともしていない。それで kuma は、
この建物周辺は、このような素晴らしい自然の姿がある場所だと云う
ことを、利用者達に伝えたいと思って、写真を写して廻ったのである。
施設の建物から１５０ｍ位離れた場所には宝満川が流れている
が、この川は宝満山の東斜面から流れ出している。この川の流れにつ
いても利用者達に話そうと思っている。宝満川は筑後川にその中流域
で合流し、水は有明海に流れ込んでいる。このことも利用者達に伝え
られたらと思っている。それで、５月４日にはこのような姿も含めて、
カメラで撮影したのである。kuma はこの日の内に写真を現像した。一
部を額に入れて日和の集会室に飾ってもらおうと思っている。

◆お報せ◆
平成２５（2013）年度 自然観察指導員講習会を

★都市公園で自然観察会２４★

福岡で開催します！

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。

日程：2013年８月24(土)～25日(日)
☆日時 ５月１９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

場所は、福岡県立社会教育総合センターを予約しました。
60 名の参加者を予定、講師 2 名は熊本県在住の田畑清霧氏、
岐阜県在住の小野木三郎氏が決まりました。
私たちは、講習会担当の瓜生顕一郎を中心に、佐竹陽子・
藤川渡・大塚俊樹・永松愛子・田村耕作などが詳細を打ち合
わせ中です。
会員の皆様、自然案内などに関心を持っている方々に、こ
の講習会を紹介してください。そして出来るだけ多く参加者
を募りたいのです。そして仲間の輪を広げましょう。お手伝
い可能な会員さん、事務局田村まで、連絡をください。現在
５名を紹介していただいています。宜しくお願いいたします。
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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）
５／２５（土）６／２２（土）
５／１９（日）６／１６（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：092-920-3072（松永紀代子）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
６／８（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）
日本野鳥の会 筑後

主催

６／９（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）

※参加費：100 円（中学生以下無料）

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

６／１（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）

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。

久留米の自然を守る会 主催
第４０５回例会 ５／２６（日）
高良山・樹木の名札つけと豚汁会
高良山北まわりコースの樹木の観察
と樹木の名札つけをおこないます。
要申し込み。
集 合：高良大社前
時 間：10:00･14:30
参加費：無料
定員60名
持ち物:お箸、お皿、カップ、お椀水
筒、帽子、筆記用具
下記 fax 要事前申し込み
問合せ：0942-46-8622（古賀）
0942-46-8623(fax)
共 催：久留米市農政部生産流通課
和白干潟を守る会 主催
５／２５（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）

６／４（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）
福岡植物友の会 主催
５／１７（金）～１８（土）
萩岳（大分県）～夜峰山（熊本県）
貸切バス使用。有料
要予約
問合せ：090-7446-9047（野田達行）

５／２６（日）
膿施山公園（みやま市）
時 間：09:00 ～12:00
集 合：公園内すいせん橋
問合せ：090-7446-9047（野田達行）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

６／２（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）

５／２５（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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◆2013 年度定例総会・自然観察会◆
～生きものの目線でじっくり観察しよう～

◇日時６月３０日（日）１０時～１２時まで
◇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

～お知らせ～ 2013 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３０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を予定しています。こちらにも是非ご参加下さい。
【議題】 ・２０１２年度の活動報告と決算案について
・２０１３年度の活動計画と予算案について
・自然観察指導員の講習会について
・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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◇◇投稿◇◇

４月２２日、私の自宅近所の散歩道で見かけ
た１枚です。指導員の皆さん方ならどんな解
説をされるだろうかと思いつつ、今回の自然
観察です。
ハナイカダの花が咲いています。少し離れて、
葉っぱと同じような色のクモが、その花に向
かって前脚２対を揃えて、じっとしています。
何をしているのでしょう。
少しだけ待ってみましたが、何も起きません
でした。
それにしても目立たない花です。緑の葉っぱ
に緑の花。よほど密の甘い香りでもないと虫
は来ないのではと心配になります。
ネット上では、この花に小さな寄生蜂がやって来て、それをこのワカバグモが捕獲したことが出ていました。
●ハナイカダは雌雄異株で、この写真では解りにくいでしょうが、雄しべが４本出ていましたので、この樹は雄株で
す。私の図鑑でハナイカダは、「ミズキ目ミズキ科」になっていますが、最近の DNA を基にした分類では、「モチノキ
目ハナイカダ科」になっています。野鳥の世界でも同じ流れがあります。このことで、少し戸惑いはありますが、と
ても面白いことだと思っています。あらゆる生きものが、長い長い時間の中で必死に生きて、枝分かれして今に到っ
ていることに感動を覚えます。
●この写真のワカバグモは少し大きく見えるのでメスでしょうか。それとも足には毛が結構目立つのでオスでしょう
か。このクモも飛行をするのでしょうか。小鳥たちもヒナに与えるメニューにこのクモも入っていると思いますが、
カモフラージュになっているのでしょうか。
【本のむし】

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

・～・春日公園自然観察日記／２３回 2013 年４月２１日（日）・～・
春日公園 2013 04/21 の午後。第２３回の自然観察会、晴れで穏やか、みんなで１１名、で開始。花の色に的を絞っ
て歩いた。
タチイヌノフグリ(淡い青)・メダケの花(淡い黄)・ミツバアケビ(濃い紫)・トキワハゼとムラサキサギゴケ(淡い青の
中に茶の斑点模様)・ヘビイチゴ(濃い黄)・オランダミミナグサ(淡い灰色がかった白)・ハコベ(白)・シロバナタンポ
ポ(白い花びらと淡い黄)・コメツブツメクサ(薄い黄)・イヌガラシ(薄い黄)・スズメノヤリ(薄い黄とこげ茶)・
カワセミ(濃い青)・シジュウカラ(薄い灰色と白と黒)・ヤマガラ(灰色とこげ茶)・ダイサギ(白とほんの少しの黄)・
ヒヨドリ(薄い灰色と濃い灰色)・スズメ(薄い灰色と濃い茶)・コゲラ(薄い灰色と白とこげ茶)・カワラヒワ(濃い黄緑
と黄色)・シロハラ(薄い灰色と薄い茶)・ツグミ(薄い灰色とこげ茶と薄い黒)
【 参加者の一言感想 】
◆白いタンポポに初めて出会った。
◆外来の植物が多い。
◆ナズナがなでる葉と知る。
◆日頃、足元を見ていないことに気が付いた。
◆小さな花にも名前があり、感心した。
◆スカンポ(スイバ)の花、雄花と雌花が印象に残った。
◆似ていて違う花がいろいろあることに気が付いた。トキワハゼとムラサキサギゴケ
◆この季節、緑が鮮やか、若葉色。
◆新緑、ミツバアケビの色、百日紅の新緑。
◆緑の葉は、今新旧交代。
◆ユズリハ、雄株と雌株があることを知る。
◆竹の花、珍しいと聞いている。
◆緑、日本人の憧れの色だ。
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【 この日の観察会風景 】

百日紅の新緑

メダケの花

ムラサキサギゴケ

ヘビイチゴの花・カラスノエンドウ・シロバナタンポポ・スイバの雄花と雌花、飛び込むカワセミ・探餌中のダイサ
ギ・池の石垣で探餌するアオダイショウ。

ヘビイチゴ

カラスノエンドウ

シロバナタンポポ

スイバの雄花

スイバの雌花

探餌中のダイサギ
飛び込むカワセミ
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探餌するアオダイショウ

◆◆◆◆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
皆さん、ナイス福岡の活動は、会費と会員の皆さんの活動で維持されています。活動費が大変厳しい状況にあります。
２０１３年度の会費、振込みをお願いします。
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２５年 ６月１４日（金）午後６時より事務局で行います。６月号の原稿は、６／１０（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 14４号(2013 年５月号)、4/1 発行。
サンコウチョウの写真を、ヨタカの記事を掲載。
・福岡植物友の会 会報 平成２５年５月号 第５４巻
５月の例会案内と４月の例会平尾台の報告を掲載。
・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１１８号 ２０１３年５月１日
外来生物のアライグマ、九州で捕獲数増加、被害総額 2200 万円・・・
・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.61 2013 Spring
青少年アンビシャス運動 優秀な活動団体を表彰、その紹介。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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/

-6-

編集後記 4月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊樹・
藤川渡・鶴田義明・田村耕作が参加。美味しい足柄せん
べいをＨＹ氏が、韓国のりをYT氏から差し入れ有り。
先日東区の小さな池のそばでの観察会があり、ヨツボシ
トンボやクロスジギンヤンマを見つけまし
た。ほっとするひと時でした。皆さん、
ほっとする自然との出会いをお知らせく
ださいな。田字草

