
ナイス福岡 会報 2013年12月

『茶の花の わづかに黄なる 

夕べかな』     蕪村 

葉陰で目だつのを避けるが如く咲

く初冬の清楚な花… 

どこかで目白の声がする… 

『茶の花』 

平成２５年１２月１日 

福岡市西区飯盛神社 

大塚俊樹  

yumi 

       

【KUMAの観てきた宝満山】 

今号は都合により、文章ではなく、KUMA 撮影の宝満山の写真を掲

載いたします。 

 

１.筑紫野市阿志岐より撮影。2006年7月に開通した福岡県道35号

線バイパスの工事が始まる前の景色。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.2012年春、現住団地東端道路より撮影。 

 

 

                        第   

                                             号 
             

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★都市公園で自然観察会３１★ 
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 １２月１５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 

自自然然感感  
２２１ 

季節感 

＃９２
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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）      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                                   

 

 

 

    

 

 
                 

 

                                                         

１／１２（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）

１／１１（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） 

１／７（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：092-592-3423（小野仁） 

１２／２８（土）１／２５（土） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：9:00～12:00 

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）

１２／１５（日）１／１９（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：092-920-3072（松永紀代子） 

 

１２／２１（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）

１／５（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）

 

第４１１回例会 １／１９（日） 

 

２６ 年度総会と環境講演会を行い

ます。事前に申し込みをお願いしま

す。 

 

時 間：13:00～17:30 

 

詳細はお問合せください。 

問合せ：0942-46-8622（古賀）   

        0942-46-8623(fax) 

 

１／１１（第２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） 

１２／２１（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）

 

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。 

 

１２／２２（日） 

甘木山（大牟田市） 

時 間：9:00～ 

集 合：甘木山ハイツ駐車場  

問合せ：0944-58-1672（野田） 

１２月の例会は終わりました。 

詳細は、お問合せください。 

問合せ：092-662-2983（佃昇） 
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青葉パークネイチャークラブで、平成２６年１月１９日（日曜日）に鹿児島県出水市に冬になると
遥か遠いシベリアから２０００キロもの旅をして渡ってくるツルの観察会を開催いたします。
日本で最も多くのつるが飛来する場所として有名で、昨年は一万三千羽のつるが渡ってきました。

青葉パークネイチャークラブ出水ツル観察会日程表
施　設　名 行動予定 予定時間 備考

青葉公民館 集合 8:15
青葉公民館 出発 8:30
福岡インター 8:50
高速道
宮原ＳＡ 休憩
八代 10:40
日奈久 10:55
出水観察センター 到着 12:00

昼食 12:00
出水観察センター つる観察 12:30

14:30
クレインパークいずみ 到着 15:00
クレインパークいずみ 出発 16:00
ＳＡ休憩
青葉公民館 到着 19:00

解散

日時　　平成２６年１月１９日（日曜日）　　８：３０青葉出発　　
募集人員　　　４０名程度　　　　（一般参加者　　２０名程度）　　大型バスで移動
参加費　　　会員　　１，０００円　　　会員家族　　１，５００円　　一般参加者　大人２，０００円小学生以下１，５００円

 申込先　　　ＦＡＸ０９２－６５１－２７２６ メール　   uryu50@ybb.ne.jp
締め切り

　問い合わせ　　０９０－１８７４－６９４０ 　瓜生
ウリュウ

顕一郎まで

「出水市ツル観察会」参　加　申　込　書

会員参加者名

一般参加者 住　　所

（会員外）

連絡先

当日緊急時連絡先氏名 緊急連絡先

鹿児島県出水市ツル観察会参加募集

　　　　　　　　 参加費は、交通費と観察センター・クレインパークいずみ入館料です。

今年も多くのつるが渡って来ています、是非観察会に参加してください。

　　　　　　※小学生（会員含む）の参加は、保護者又は管理できる成人の同伴で御願い致します。

双眼鏡・フィールドスコープ等をお持ちの方は持参し
てください。

車で集合場所に来られる方は、青葉公園駐車場に
て駐車

昼食は、弁当持参か観察センター及び周辺の食堂
で各自行ってください。

交通事情により遅れる場合が有ります。

保護者参加名

移動中、渡り鳥および野鳥の学習も行います。お楽
しみクイズ等も行います。

平成26年1月10日
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・～・春日公園自然観察日記／第３０回 2013 年１１月１７日（日）・～・ 

 

常連さんお二人と、かんさつ館を訪れていた親子と一緒に秋の公園に出掛けた。私は都合で同行できなかったので、

皆さんが戻られたときの印象に残った事としてあげていただいたことを書きます。 

 ・ヤモリがおもしろかった。（＊おそらく樹名板の裏側で休んでいるヤモリのことだと思います。） 

 ・甘い匂いが良かった。（＊これはカツラの落ち葉でしょう。） 

 ・楽しかった。春日公園でこんなものに出会えた。 

 ・桜の木 

 ・ヒノキバヤドリギ 

 ・冬ですねぇ！ 

 ・カエデ 楓 台湾楓  

との事でした。皆さんニコニコ顔で戻って来られました。 

＜リーダー：小野 仁・報告：ながまつ＞ 
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ネイチャーゲームリーダー養成講座 

2013年度１月 福岡県会場 参加の案内 
 
 ネイチャーゲームは、見る・聞く・触るなどの様々な感覚を使って自然を直接体験し、楽しみながら自然への理解と豊かな 

感受性を得ることができる活動です。 

 このネイチャーゲームリーダー養成講座はネイチャーゲームを実際に体験するとともに、基本的な理念や手法などを学び、 

ネイチャーゲームを理解していただくためのベーシックな講座として1990年より開催しています。 

 皆さまとの出会いを、スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。 
 
1.概 要 

期 日：2014年１月１１日（土）9:30 ～ １月１２日（日）16:00   1泊2日 

会 場：福岡県立社会教育総合センター 

    〒811-2402 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出3350-2  電話 092-947-3511 

参加費：一般19,000円 日本シェアリングネイチャー協会会員18,000円 学生18,000円  

  ネイチャーゲームリーダー（フレッシュアップ受講）13,500円 

    ※公認ネイチャーゲームリーダー登録諸費用は含まれておりません（後述の7.参照） 

主 催：福岡県シェアリングネイチャー協会 

講 師：ネイチャーゲームトレーナー  

募 集：ネイチャーゲームにご関心のある18歳以上の方30名 先着順にて受付 

 

問合せ：福岡県シェアリングネイチャー協会 担当：門司慶子 

〒819-0021 福岡県福岡市西区大町団地8-506 

Tel.090-7474-6630 Tel&Fax.092-881-7286  E-mail. monji.k01@city.fukuoka.lg.jp 
2.内 容 

講義：室内で4時間～（一部野外での講義あり） 

実習：野外で12程度のネイチャーゲーム体験実習および指導実習 

教材：『ネイチャーゲームリーダーハンドブック 理論編・アクティビティ編』（貸与） 

   『シェアリングネイチャー 自然のよろこびをわかちあおう』*お持ちの方はご持参ください 

   各種ネイチャーゲームアクティビティ教材 等 

検定：受講態度および 2日目に行われる 30 分の筆記試験による総合評価 
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      11月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊樹・

田村耕作が参加。田中健二・藤川渡から欠席の連絡有り。

11/28初雪、翌２９日の朝、背振山系は山肌が白くなって

いました。寒い冬になるのでしょうか。先日、上陽町の

ハゼの実体験に参加しました。ハゼノキから実を採取。

その後、蝋に関して学習し、予め搾られた木蝋で和蝋燭

を作りました。和蝋燭の明かり、穏やかな 

印象を受けました。木蝋を考えることは、 

里山の自然、明かりの歴史、エネルギを 

考えることに繋がります。楽しい体験で 

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２６年１月１０日（金）午後６時より事務局で行います。１月号の原稿は、１／６（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。 

寄付金の報告 

  環境フェスティバル参加時の寄付金  ７，８８０円 

  自然観察指導員講習会時の寄付金     ３７５円 

  春日公園での観察会参加費(7～9月分) １，５００円 

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 151 号(2013 年 12 月号)、12/1 発行。 

  「日本産鳥類目録改訂７版の編集に関わって」を掲載。 

 ・福岡植物友の会 会報 平成２５年１２月号 第５４巻 

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


