ナイス福岡 会報
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自然感
yumi

※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。

★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 ４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。

季節感

【連絡先】 担当：田村 耕作
TEL ０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕
E メール kurabird-.tamura@nifty.com

花と言えば「さくら」
染井吉野が盛りを競っている傍に
一本だけ、何故か慎ましやかに控
えめに盛りを迎えようと咲いてい
る…
『ヤエザクラ』
平成２６年４月２日
福岡市西区羽根戸西部霊園公園
大塚俊樹

緊急

会費のお願い

この会の運営を、皆さんの会費、観察会の参加費、寄付金で
進めていますが、今後、厳しい運営が予想されます。
振替払込書を同封いたします。状況を理解いただき、
２０１３年度、２０１４年度の会費の納入をお願いします。
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日本野鳥の会 福岡支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
４／２６（土）５／２４（土）
４／２０（日）５／１８（日）
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
集 合：天拝山歴史自然公園
駐車場 (管理事務所下)
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
５／１０（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）

５／１１（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）

日本野鳥の会 筑後支部 主催 ※参加費：100 円（中学生以下無料）
♪♪
４／２７（日）
黒崎公園
時 間：9:00～
集 合：公園内第１公園グランド
問合せ：0944-58-1672（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

ポポ

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

５／３（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
５／１８（日）第413回例会
高良山の樹木の名札つけ
森林公園～南回り遊歩道半分
～森林公園に戻る

集 合：高良山森林公園前駐車場
時 間：10：00～14：00
参加費：無料
持ち物：帽子、水筒、筆記用具
おわん、お皿、おはし
カップ
（豚汁を用意します）
問合せ：TEL＆FAX 0942-44-2986
090-9605-8944（橋田）

fushin@kurumenoshizen.net
和白干潟を守る会 主催
４／２６（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）

４／２６（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）
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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）
福岡植物友の会 主催

ピ～ポッ、ポピッ、ポピッ、
ポピッ、ポピッポ、

５／４（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）

４／２０（日）
幣立神宮（熊本県山都市）
予約必要 参加有料
問合せ：092-575-3131
事務局（北野星ニ）

◇ご案内 その１◇ 森林インストラクター受験者講習会（前期）
◆日

時：５月１７日（土）、１８日（日） ※後期は８月２３日（土）、２４日（日）を予定しています。

◆場

所： 福岡県緑化センター（久留米市田主丸町）

◆受講料：１教科 3,000 円

全教科（４科目）２日間受講で 10,000 円

◆申込み：４月末日締切り 那須（０９０－１３６０－４７９６）まで
◆主

催： ふくおか森林インストラクター会

※詳しくは HP をご覧ください ⇒ http://www.fukuoka-forest.com

◇ご案内 その２◇

探鳥会・ミニ自然観察会リーダー育成研修会
（あなたも探鳥会リーダーになれる。）
研修会を通して識別の向上を図るとともに、探鳥会リーダーの役割について意識合わせを行うことで、「あなたも探
鳥会リーダーになれる。」を目的に開催致します。
従って、参加資格は、識別レベルなど全く必要ありませんので、できるだけ多くのみなさまの気楽な参加をお待ち
しています。
【日時・場所】５月２４日（土）～２５日（日）英彦山青年の家
◆研修会：５月２４日１３時～１６時３０分 ※研修室にて（５０名収容）
（１）ホオジロの識別（森本嘉人氏：北九州代表）１３時～１３時４０分
（２）独断と偏見の識別講座（波多野邦彦氏：筑豊・福岡会員）１３時４０分～１５時
（３）探鳥会・ミニ自然観察会リーダーの役割（普及部・事務局）１５時～１６時
（４）その他：１６時～１６時３０分
◆夕食後：ヨルヒコ（夜の探鳥会）と懇親会
◆５月２５日は早朝探鳥会を予定
【参加定員と参加費】５０名 ３，０００円／1 人(一泊二食)】
※但し、日帰りの場合：５００円、２５日の弁当希望者は約５００円（事前申込要）
【参加申込み先】４月１５日（火）までに、筑豊事務局（広塚）まで
E-mail：hirotuka@orange.ocn.ne.jp
Tel＆Fax： 0947-42-4612、携帯:090-4771-3576
※参加希望者は筑豊事務局（広塚）あてに申し込んでください。

福岡城址の石垣の間で盛んに食べ物探しをするシロハラ。
これからの旅路に備えているようです。
3/8 舞鶴公園で見かけました。撮影 田字草
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・～・春日公園自然観察日記／第３４回 201４年３月１６（日）・～・
２０１４年｢全国一斉自然かんさつ会 ～春の自然に大接近！～｣に春日公園での自然観察会も参加しました。３月
１６日（日）晴れ、１４時から１６時まで開催しました。案内人も含め９名で、公園内の林内を散策しました。
この日は４月中旬頃の陽気で快適な散策となりました。
連翹（レンギョウ）の花が咲き始めていました。ここで、シナレンギョウ、チョウセンレンギョウ、との違いは
ということになり、枝の中を観察しました。レンギョウは中空、シナレンギョウは梯子状の髄があることで区別で
きることが判明。花の色や葉の出方も参考になりそう。雌雄異株です。
落葉樹で刈り込まれた生垣にオオミノガをたくさん発見、ざーっと 100 個体以上。なぜ、この場所にこんなにい
るのでしょうか、好きな食べ物があるからではないか、この落葉樹の種名は、など時間をかけてこれから観察して、
なぞ解きしましょう、で宿題となりました。
フラサバソウを見かけました。最近いたるところで生育している草本です。どういう方法で生育地をひろげてい
るのでしょうか。会員の一人からエライオソーム（糖・アミノ酸・脂肪酸を含んだ甘味成分）が種にくっ付いてい
るとの話があり、種子の観察となりました。二つの種子に白い小さな粒が付いていました。この粒を食べるために、
蟻が種を巣に運んでいくことで分布を広げるようです。
野鳥たちも観察。公園の池でカワセミやアオサギ・ダイサギを楽しむと共に、公園で散策中の人たちにも、望遠
鏡を通して紹介しました。林では、シロハラ・コゲラ・シジュウカラなども観察しました。
報告は田字草でした。
観察会の様子

オオミノガを観察中

観察したオオミノガ

オオバンがあちこちで増えていますよ。
私が野鳥に関心を持ち始め、大濠公園の池によく
通っていた頃、冬の季節にオオバンは１羽も見かける
ことはありませんでした。なぜ、こうも数を増やした
のでしょうか。今津の瑞梅寺川河口や和白海岸なども
同様です。
アオサギは冬にしか見かけない野鳥でしたが、今１年中見かけ、繁殖もしています。ムクドリは、福岡市では東区の
一部のみで見かけるのみで、大濠公園では見かけることはありませんでしたが、現在は大きな群れを見かけることもあ
ります。
これらの野鳥、どういうわけで、生息域が変化しているのでしょうか。この変化は福岡という区域のみの変化とは思えま
せん。野鳥達の食べ物の生息環境の変化、そのことは、地球の気候変動と人間の生活の変化と繋がっているような気が
します。自然環境、特に生きものを見つづけると、そこから何か警鐘のようなことが聞こえそう。田字草
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＊＊投 稿＊＊ 能古島の自然（1）
能古島の自然探勝路を中心に１ヶ月に１度歩いています。
3/28（金）快晴、でも見通しは優れず。でも、ソメイヨシノはほぼ満開。
砂浜海岸では、コチドリ 3 羽が繁殖をめぐって勢力争いのようでした。
上空にはツバメが戻って来つつありました。

撮影 鵲
林内では、シュンランやフデリンドウの花を見かけました。ムラサキケマンやスミレも満開。

能古島の西側を南北に伸びている自然探勝路の中ほどの山側に、見上げるばかりの大きな山桜が咲いていました。
旧い鹿垣の近くです。樹高約 20ｍ、繁った枝は幅 20m 位ありそう。低木が密生していて近くまで寄れず。木々の隙間
から写した写真を見てください。次回、時間が有れば、そばに行ってみたい樹木です。田字草
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◆◆◆◆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５月９日（金）午後６時より事務局で行います。５月号の原稿は、５／６（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
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.９４ 2014．03．23
中国地区自然観察指導員交流会の案内（7/5～7／6 津和野）
・屋久島環境文化研修センターから平成２６年度～悠久の自然・歴史・文化にふれる
セミナー～の案内が届いています。問合せ先 0997-46-2900
・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎo.１０９（2014．03．15）
海辺で出会う漂着物
漂着物は海からの贈り物 で アオイガイ大量漂着の話を掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２６年４月号 第５５巻
春日公園での観察会の様子を掲載
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．181 2014 年 4 月 1 日

渡良瀬遊水地の調査が終わり、観察会用のパンフレットが完成、

寄付金の報告
・春日公園での観察会参加費(3月分) ２，０００円
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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/
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編集後記 ３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。
０
散り始めたヤマザクラ、満開のソメイヨシノの能古島を
3/28快晴の中歩きました。冬鳥のジヨウビタキ・シロハ
ラやキクイタダキをまだ見かけました。ハイタカが東か
ら西へ十数羽移動中、南からやって来たツバメやコチド
リは繁殖の準備中、ウグイスは地鳴きしているものや囀
っているものなどいろいろでした。
林内では、シュンランやフデリンドウの
花、ムサシアブミやマムシグサも花を付け
ていた。冬から春への季節の変わり目楽し
く歩きました。田字草

