
ナイス福岡 会報 2014 年３月 

『青木の実 紅をたがへず  

月日経る』  白葉女 

方言で鶇類の総称をカッチョと呼

んでいたが鶇が良く食べるのか、

これを「カッチョの実」と呼んで

いた。 

 青い枝葉に深紅の色が美しい…  

『アオキの実』 

平成２６年２月下旬 

福岡市早良区板屋峠麓 

大塚俊樹 

 

yumi 

 

                        第   

                                             号 
             

 

                    ※熊洞居人(くま)のつぶやき、今号は都合で休載させていただきます。 

                    代わりに、散策のお勧め場所の紹介です。 

 

                   那珂川町を流れる那珂川から水を引いて田畑を潤している用水路があります。 

                   山田という地区にあり、裂田の溝という歴史的にも生きものの生息環境にも大 

                   切な水路です。そのすぐ傍にあり、周りの常緑樹に囲まれた桃色の塊が、初御 

                   代桜です。3/8 には満開とのことでした。私が散策した 3/11 の様子が、この画 

像です。山の一角が明るい桃色に染まっていました。お勧めの場所です。 

 散策しながら、草花、野鳥などいろいろ楽しめますよ。田字草 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★都市公園で自然観察会３４★ 
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 ３月１６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  
２２４ 

季節感 
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日本野鳥の会 福岡支部 主催   ※参加費：会員 100 円（中学生以下無料）一般 300 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後支部  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                                   

 

 

 

    

 

 
                 

４／１３（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）

４／１２（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） 

４／１（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） 

３／２２（土）４／２６（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）

３／１６（日）４／２０（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） 

 

３／２２（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） 

４／６（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）

 

３／３０（日）第412回例会 

春の野草を愉しむ会 

筑後川の河川敷の野草観察と料理

を味わいます。（雨天中止） 

集 合：筑後川防災施設 

くるめウス前 

時 間：9：00～14：00 

参加費：400円   

持ち物：おわん、お皿、おはし 

    エプロンなど 

申込み：要 下記事務局まで  

問合せ：TEL＆FAX 0942-44-2986 

090-9605-8944（橋田） 

fushin@kurumenoshizen.net 

４／５（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） 

３／２２（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。 

 

３／２３（日） 

膿施山公園 

時 間：9:00～ 

集 合：公園内すいせん橋 

問合せ：090-7446-9047（野田） 

３／１６（日） 

県営春日公園（春日市） 

予約必要 参加有料 

問合せ：090-7292-4226（北野星ニ）
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・～・春日公園自然観察日記／第３３回 201４年２月１６（日）・～・ 

 

春日公園 2014 年２月１６日の観察会の様子を報告します。 

天気は曇り、風はほんの少し吹いていた。参加者はみんなで６名でした。早春の兆しを探しながら、歩きました。 

 ツグミが芝地に下りて探餌中、こういう風景は鳥にとって渡りの準備か。シロハラも地面で餌探し、ジョウビタキ

も。この池の主のようなアオサギは探餌かあるいは休息か。 

ミモザアカシアの蕾が膨らみ、木全体が淡い黄色に染まっていた。もうすぐ開花。いつも大きな実を付けるヤマモ

モ、花芽がだいぶ大きくなっていた。 

枯れたユズリハの枝の中心部は空洞の部屋の集まりだった。このことが古い葉が、新しい葉が出るまで残っている

という仕組みと関わりがあるのでしようか？シンジュ（ニワウルシ）の種が落ちていた。その種はキヌサヤエンドウ

の鞘が枯れてぺしゃんこになったような姿、枯れた鞘の真ん中に種が一粒入っていた。この鞘の一つを放り投げてみ

ると、鞘自身が回転しつつ飛んでいった。 

このところの少し暖かな陽気のおかげか、サンシュユの蕾が大きく膨らんでいた。少し黄色の花を見せていた。タ

ネツケバナやホトケノザも花を咲かせていた。 

松林の中、この冬始めてビンズイ 3 羽を見かけた。例年より遅い出現か。今日の締めくくりは、スイカズラ科ゴモジ

ュの蕾を見かけた。九州以南に分布する種だそうです。 
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シンジュ（ニワウルシ）の種を観察する参加者達の様子です。 

 

 

◇ご案内 その１◇ 筑豊緑地で植物画体験 
 

    ◆実施日時 ： 3 月 16 日（日）10 時 ～ 15 時     ◆場所：筑豊緑地 管理棟（飯塚市） 

    ◆講師：自然観察指導員の唐川宜久氏（北九州市いのちのたび博物館でも講師） 

 

  ※交通機関：バス ⇒ 福岡から田川行、筑豊遊園下車、徒歩 5 分 

            車  ⇒ 国道 201 号（旧道）沿い、飯塚市中心部から烏尾峠手前の筑豊緑地（公園）信号左折 

     

 

◇ご案内 その２◇日本野鳥の会 九州沖縄ブロック大会「2014 北九州」 
 

 【開催日時・場所】 日時：2014 年 4 月 12 日（土）13 時 30 分～13 日（日）正午 

           場所：国民宿舎「海峡ビューしものせき」（山口県下関市 083-229-0117）  

  

 【参加費】 全日程参加お一人 13,500 円（１泊 2 日 2 食付、１室 5 名利用）  

   ※一部参加もできます。小中高校生 の参加は事務局に問合せを 

  

 【大会・探鳥会スケジュール】  

  《1 日目》4 月 12 日（土） 12：00～13：00 受付  13：30 開会  

 ＊主な内容：主催者などの挨拶、ブロック代表他より講演・発表・報告  

      ・発表：北九州から「ハヤブサの人工巣棚による繁殖実験経過」  

      ・発表：北九州から「響灘ビオトープ開園と今後」（仮題）  

        18：30～21：00 交流会（夕食、各支部紹介、オークションなど）  

        21：30～23：00 二次会（参加自由）  

  《2 日目》4 月 13 日（日）～探鳥会  

         7：00～朝食   8：00 宿舎出発  

         8：30～8：45 探鳥会会場（門司区部埼灯台）着  

         9：00～ 「ヒヨドリの渡り」観察 ・群れの渡り迫力満点ですよ。 

        11：00 閉会・現地解散  

  

 ※大会事務局では 3/2（日）で募集を締め切りましたが、この催し物に興味をお持ちになられた場合は、 

  ナイス福岡事務局までお尋ねください。 
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かなたけ農業公園の紹介 
 福岡市西区の金武地区（市内から県道 49 号線を日向峠に向かう途中左側）にある農業体験を中心に、里山の自然を 

楽しむことが出来ますよ。私も２月下旬に初めて訪れました。駐車場は広く、当分心配なさそうです。 

 レンジャク情報を聞いて、あわよくば、出合えるかもと期待して出かけました。ムクノキの大木にいくつものヤド

リギを見かけ、探しましたが、外れました。ただ、糸をひいたレンジャクの糞はいくつも見かけました。 

  

真珠のような実をたくさん見かけた。 山から流れる沢には、食べごろのセリもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園傍の林内では、イズセンリョウの白い実、アリドオシ・ヤブコウジ・ハナミョウガの赤い実が目立ちました。 

 

 

  

 

 

 

 

 野鳥たち、公園傍の池でカイツブリ、オシドリ、キセキレイ、小さな川ではコサギ、林の傍ではアオジ、ホオジロ、 

ミヤマホオジロ、カシラダカ、カワラヒワ、キジバト、モズ、シロハラなど、上空では、リュウキュウサンショウクイ、 

ミサゴ、トビを楽しみました。ウグイスは囀っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園内を流れる小さな川には、たくさんのカワニナがいました。 

ホタルの季節には飛ぶそうですよ。                  川底のカワニナと食み跡 

水の張った田んぼには、ニホンアカガエルの卵塊をいくつも 

見かけました。 

 畦では、ツクシ、ノビル、コオニタビラコ、レンゲなど早春の味を楽しめる野草も見かけました。 

 この公園での早春の里山観察会（春の草つみ・天ぷらづくり）をはじめ、いろいろな体験教室が計画されています。 

詳しくは、この公園のホームページ(かなたけ農業公園で検索）を参照してみてください。田字草 
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      2月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊樹・

藤川渡・田村耕作が参加。田中健二から欠席の連絡有り。

2/28から3/2まで阿蘇市波野で開催された１８回目の九

州環境教育ミーティング波野大会に出席した。この地は

標高700ｍ前後にあり、高原野菜の産地です。ここで、環

境と農業と波野の暮らしを中心に考え、行動し、その内

容を文字や絵で表現した。環境に関して考え、行動し、

受け継ぎ、継続して暮らしていくことが大切だというこ

とを改めて体験した。５０年ぶりに約70㎝大雪が降った

後だったので、雪国の風景の中での活動 

でした。 

雪解けの中で、蕗の薹を一つ見つけた時 

感動。この日の夕食の中に、蕗の薹の天 

婦羅を見つけ、味わい、また感動した早春 

の阿蘇でした。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４月１１日（金）午後６時より事務局で行います。４月号の原稿は、４／７（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 
・くるめの自然を守る会 久留米の自然 第１２０号 ２０１４年１月１日 

     久留米市の蝶・高良川流域のキノコや地衣類・生きものの話が連載中です。 

・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１５４号 １４．０３．０１ 

 「鳥信で募集する野鳥たち」で キレンジャクの話を掲載 

・福岡植物友の会 会報 平成２６年３月号 第５５巻 

  「舞鶴公園」での観察会の報告を掲載 

 

寄付金の報告 

   ・春日公園での観察会参加費(1～2月分) ２，８００円 

 

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

０


