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自然感
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季節感
かって鬼女であった鬼子母神は人
の子をさらって食べていた…
お釈迦様に諭され改悛し以後は子
どもの守り神となった。石榴は血
の味がするとも、又人間の代わり
にこの実を食べたとも云われ鬼子
母神のシンボルとなっている…
ペルシャ地方原産だが今では日本
の秋にすっかり馴染んでいる…
『ザクロの実』
平成２５年１０月１日
福岡市早良区小笠木
大塚俊樹

＃９０

ｋｕｍａは現在、ある施設で会合を行ってる。毎週月・水・土
曜日で、本日（10 月 9 日）にも集会が行われた。参加者は近隣自治
体の住民達であるが、本日も男性３名と女性４名が参加されていた。
多い日は１５名程度参加者が居るが、殆どが１０名前後である。年
齢は 80～100 歳前後の方達が中心である。しかし、元気な方達ばか
りである。この施設は、隣市の、ｋｕｍａが棲んでいる筑紫野市と
の境にある。ｋｕｍａの家の窓から眺められる山は「宝満山(標高
829ｍ)」が中心で有り、この他、その南側にある愛嶽山（標高４３
９ｍ）へ向かう尾根がはっきりと判る。この尾根には歩いて行ける
道路があり、ｋｕｍａは時々この尾根を歩いている。はっきりした
道路で有る。
ｋｕｍａは毎朝、家の東側にある神棚を拝んでいるが、窓から
は「宝満山」もはっきりと見えるため、宝満山も毎日拝んでいる。
ｋｕｍａはこの３年間は宝満山には登っていなく、最近は「宝満山」
にも登りたいと思っている。４年前までは週に１度は、若杉山から
宝満山まで歩いていた。この尾根にも歩くのに素晴らしい道がある。
このような道路は、皆さんにも歩いて頂きたいと思っていま
す。歩こうと思われる方々は、ｋｕｍａに呼びかけて頂ければご案
内したいと思っています。ｋｕｍａの呟きを読まれている方達、ぜ
ひ声をかけてください。

★観察会のお知らせ★
☆筑豊緑地で観察会を行います☆
秋の七草を中心に、ワレモコウ・オミナエシ・
ムラサキセンブリ・ユウスゲ・シランなどを
観察できます。
●日時 １０月１３日 （日）
１０時 ～ １５時（予定）
●集合場所 ： 筑豊緑地 管理棟

★都市公園で自然観察会２９★
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 １０月２０日 （日）
集合１４時 ～ 解散１６時
☆場所 春日公園・自然かんさつ館
〔旧公園管理センター〕
※今年度の定例総会で、観察会を有料にし、参加費を集めること
に決まりました。活動経費の補助などに充てます。
会員２００円、一般３００円です。協力をお願いします。
【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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【交通】
バス：福岡から田川行，筑豊遊園下車。
徒歩５分。
車 ：国道 201 号線、烏尾峠の手前の筑豊緑地
(公園)信号左折。
【問い合わせ】自然観察指導員・唐川
[携帯] 090-6896-9643
※昼 12 時～13 時、あるは夜にお願いします。

日本野鳥の会 福岡 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
１０／２０（日）１１／１７（日） １０／２６（土）１１／２３（土）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：9:00～12:00
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）
１１／９（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）
日本野鳥の会 筑後

主催

１１／１０（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）

※参加費：100 円（中学生以下無料）

１０／２７（日）
黒崎公園と隈川周辺（大牟田市）
時 間：9:00～
集 合：黒崎公園第１公園グランド
問合せ：090-7446-9047（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

１１／３（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
１１／５（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）
福岡植物友の会 主催
１０／２０（日）
宝満山麓（太宰府市）
有料 要予約
問合せ：092-662-2983（佃昇）

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

１１／２（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４０９回例会 １０／２０（土）
ネイチャーゲームと自然観察会
全国いっせいのネイチャーゲーム
と昆虫と植物の自然観察会をおこ
ないます。雨天中止
時 間：10:00～13:30
集 合：高良内幼稚園駐車場
参加費：無料
定員 30 名
持ち物：水筒、帽子、筆記具、弁当
下記 fax 要事前申し込み
問合せ：0942-46-8622（古賀）
0942-46-8623(fax)
共 催：くるめネイチャーゲームの会 他

和白干潟を守る会 主催
１０／２６（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）
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１０／２６（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）

◇第 475 回自然観察指導員講習会・参加者からの感想◇
この８月 24 日～25 日に開催した第４７５回自然観察指導員講習会参加者からの感想その２です。
・花の名前にとらわれるとドラマが見えない。
・講義や実習の中で人と自然との関わりの重要性を再認識し、大変有意義な講習会でした。
・こんなすごい雨の中でも自然観察会は出来るんだと驚いています。
・一泊二日は私にとってとてもありがたい。これ以上長いと参加しづらい。しかし、出合った方々とゆっくり交流
できないことは残念でした。
・指導員向けのレベルアップ講習会もあるといいかも。
・時間的に余裕がなかった。
・よく観察すれば様々な発見が生まれる。
・雨でなくてはできない活動を体験できた。観察会の企画・開催、緊張したが、楽しい時間だった。チームになっ
た方達の一人一人の個性がその人らしい企画を創り上げる。それを交流できチームの方達の良さに触れることが
でき、とてもよかったです。
・どの講義フィールドワークのとても楽しく勉強になりました。ただ、早朝観察が大雨で残念でした。
・説明をすることだけが目的ではなく、体験を通した気づきが重要ということがよくわかった。生きもの同士のつ
ながり、人間とのつながりを説明できるようになりたい。
・自然の現象に対する留意点に気付かされた。
・一泊二日、充実した内容でした。
・講義や実習に紙芝居など色々な工夫がなされていた。
・大雨でしたが、熱のこもった実習楽しかったです。ありがとうございました。
・二人いれば観察会。
・雨には雨の良さもありました。
・講師の意欲ある話、大変すばらしく動機付けになった。
・講師の皆さんの話が、分かりやすかった。久し振りに居眠りしない講演ばかりでした。
・観察会でのしゃべり方など、指導員としての観察の仕方を学べたことが嬉しかったです。
講習会の風景

報告
元祖仮面ライダーでしょうか。よーく見ると。
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事務局 田村

・～・春日公園自然観察日記／第２８回 2013 年８月１５日（日）・～・
２０１３年９月１５日、天気は曇り、地元の市民１名、新しく指導員になられた２名、を加えて６人で、約２時間公
園の自然を観察し楽しみました。
楽しんだ内容は、いろいろでした。
マテバシイのどんぐりが落ち始めていました。それを拾いました。実が大きくて堅くつやがあり、拾い集めるだけで、
さてどう遊ぶか、楽しくなりました。
イヌガラシの黄色い花、小さな種そして葉の辛さを体験、アケビの蔓を見かけましたが、実が見つからず、蔓の利用
方法、実の料理方法に話の花を咲かせました。
池では、ヒシの白い花を見かけたのですが、実は観察できず。しかし、ここで探餌中のダイサギを観察。その他、チ
ョウトンボ、ジャンボタニシの赤い卵塊、ギニャンマも観察。
ヒマラヤスギの若い実と成熟した実、それから落下した一部の種を観察。
参加者の印象
・ マテバシイの実が落ち始めていた。
・ ケヤキの樹皮のパズルが楽しい。
・ 食べられるものがいろいろある。
・ ちいさな溝にメダカがいた。
・ アオギリの実の付き方が面白い。
・ こういう観察をしていて、例年より秋が 10 日位早いと思う。
古い切り株を覆うように堅いきのこのようなもの、何でしょうか。どなたかご存知のことがあれば、助言ください。

観察会の風景

季節は秋です。歩くと楽しい何かが見つかりますよ。一人より２人、３人・・・仲間と歩くと思わぬ出会いがあり
ますね。 報告 田字草
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◇◇ 投稿 ◇◇
私は、毎年 9 月には、自宅 2 階の北東の窓ガラスをぴかぴかに磨い
て、ハチクマがやって来るのを待ちます。
福岡市内では油山の片江
展望台が有名ですが、筑紫
野市はほとんど来ません。
しかしほんの数羽か数十羽が自宅上空を西へ向かうのが見られるのです。
今年は 9 月 10 日頃から 10 月 5 日の現在まで、自宅ではまだハチクマを観
ていません。その代わり窓には右のような不思議な星座が見えています。

９/１２ 産卵

9 月 12 日の夕方、突然それは
始まりました。一匹のアオク
サカメムシが、窓ガラスに止
まるや否や 産卵のはじまり
です。ものの三分も経ったと
きに突然、飛んでいってしま
い、星座だけが残されました。
このカメムシのお母さんは足
が二本ありませんでした。い
ろいろあったんでしょうね。
それから五日後の夕方ふと見
ると黒い小さなものが白くな
った卵にしがみついていまし
た。芥子粒ほどの大きさです
がチャンと動き回っています。
大きな触覚が印象的です。数
日は卵の殻の周りに固まって
いましたが、ふと気づくと、
白い星座だけが残っていまし
た。
(本のむし)

見かけました
福岡市城南区の油山・片江展望台にて９月 14 日のお昼に見かけました。
この展望台、野良犬や野ねこが居ついています。時々訪れた市民が食べもの
を与えているようです。与えている市民はかわいそうだからとか、なにげ
なく、与えているようですが、その食べ残しをあてに、イノシシが昼間に
出現するようになったと推察しています。田字草
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９/１７ 孵化

◆◆◆◆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２５年１１月８日（金）午後６時より事務局で行います。１１月号の原稿は、１１／５（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
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第 149 号(2013 年 10 月号)、10/1 発行。
虫を加えて杭に止まるノビタキの写真、三池島のアジサシ類調査の報告を掲載。
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．178 2013 年 10 月 1 日

研修会報告｢危険な生きもの｣、アライグマ調査中間報告を掲載。
・福岡植物友の会 会報 平成２５年１０月号 第５４巻

10 月観察会宝満山山麓と９月観察会三日月山の報告を掲載
・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１１９号 ２０１３年９月１日

筑後川春の野草を楽しむ会、キノコ観察会の報告を掲載。
・北海道自然観察協議会 自然観察 第１０７号 ２０１３年９月１５日
研修会・新冠判館森林公園と十勝海岸湖沼の湿原を歩いた概略の報告を掲載。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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-

9月の定例発送会は、山本弘子・藤川渡・大
塚俊樹・田村耕作が参加。田中健二から欠席の連絡有り。
HY氏からめんたい煎餅、ＫT氏から巨峰の差し入れ有
り。10/5小雨の中、天神での観察会、サンショウにして
は大きな葉、ヤマノイモのむかご、吾亦紅そしてシャシ
ャンボ、お餅を包むガメノハ、コナラのドングリと里山
を感じるひと時でした。他にもタネツケ
バナ、セイヨウタンポポ、ヨモギそして
ウバメガシのドングリにも合いました。
秋らしい観察となりました。 田字草

編集後記

