
ナイス福岡 会報 2014 年６月 

どんよりとした黄砂飛来の午後、爽や

かな黄色が輝いている。 

中国原産だが現在は街角の庭木として

よく植えられている。 

 『ビヨウヤナギ』 

平成２６年６月１日 

福岡市早良区藤崎大塚俊樹 

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。 

                     

                     6/12 の早朝、西油山の林道を散策中に、巣立ったばかりのツバメの 

                    親子（成鳥 1、幼鳥４）を見かけました。飛んでいる親鳥を幼鳥 4 羽が 

                    追いかけていましたが、すぐに近くのクズの蔓に止まり、親を呼んで 

                    食べものをねだっていました。親は食べものを与えることの繰り返し。 

                                     田字草 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょとこい、ちょとこい、と鳴きます。 

6/12 西油山にて 田字草

★都市公園で自然観察会３７★ 
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 7 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 

自自然然感感  
２２７ 

季節感 

１００回記念 
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日本野鳥の会 福岡  主催   ※一般参加費：300 円（中学生以下無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後  主催    ※一般参加費：100 円（中学生以下無料）                                  

                         ♪♪ キョキョ キョキョキョキョ  キョキョ キョキョキョキョ 

キョキョ キョキョキョキョ    

キョキョキョキョ  キョ  ♪♪ 

                                           

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                                     福岡植物友の会 主催   

 

 

 

 

 

 

 

                

７／１３（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）

７／１２（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） 

７／１（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） 

６／２８（土）７／２６（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）

６／１５（日）７／２０ 

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：090-7165-5026（重松尚紀） 

 

６／２８（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） 

７／６（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）

 

◇ 第Ⅳ期 

「身近な植物ボランティア養成講座」  

６月２８日、７月２６日、 

８月３０日、９月２７日 

 

集 合： 高良大社階段下広場  

時 間: 10：00 ～12：00  

雨天中止  

       要事前申し込み  

     

問合せ：TEL＆FAX 0942-44-2986 

090-9605-8944（橋田） 

 

 

７／５（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） 

６／２８（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。 

 

６／２２（日） 

延命公園（大牟田市） 

時 間：9:00～ 

集 合：体育館西側広場 

問合せ：080-2793-0553（永江）   

６／１５（日） 

響灘ビオトープ、屯田貯水池 

（北九州市）要予約 参加有料  

問合せ：092-575-3131 

事務局（北野星ニ） 

 

-2-



    ◆ご案内◆2014年度定例総会・自然観察会◆ 
             ～生きものの観察を楽しもう～ 
 

◇日時６月２９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◆ 2014 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２９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  ・２０１３年度の活動報告と決算案について 

 ・２０１４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 

 

 

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

☆投稿１☆ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五月中旬、桜の幹の上のできごとで

す。この幹の上には数匹のヨコヅナサ

シガメが盛んに動き回っていました。

そこへやって来た瑠璃色の小さな甲

虫。ハムシの仲間でしょうか。それを

見つけたサシガメは、まるで音もなく・・

といった感じで、ツッと傍に寄るなり前

胸部と翅の境辺りに長いストロー吻を

突き立てました。一瞬の出来事でし

た。ハムシのいのちは、サシガメのい

のちになりました。（本のむし） 
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☆投稿２☆つるた自然塾 （＾ｏ＾）/" より、２件の投稿です。 

～つるた自然塾の引き出しから「ナンテンの絵」～ 

 ２０１４年３月２日、所用にて東京へ行ったついでに、久々に小石川植物園に立ち寄りま

した。 

ち ょ う ど マ ン サ ク の 開 花 時 期 で マ ン サ ク 、 シ ナ マ ン サ ク 、 ハ ヤ ザ    

キマンサク、アテツマンサク、ベルナリスマンサクなどを観察することが出来ました。 

帰りに、「小石川植物園草木図説」（明治１７年出版 伊藤圭介著ほか）に掲載されてい

る加藤竹斎によって描かれたナンテンの原図について、係の方にお伺いすると「葉書大（縮

図）のものは販売しているが、原寸大のものは絶版しておりストックも僅少なので差し上げ

ます。」と、２度と手に入らない貴重なものを少し頂けたのはとてもラッキーでした。（原

本は東京大学所蔵１３４６号） 

 

ちなみに、伊藤圭介教授はシーボルトから本草学を学び幕末から明治時代に活躍された日

本初の理学博士で、「雄しべ」「雌しべ」「花粉」という言葉を作った人でもあり、その後

の植物学者に多大の影響を与えたと言われています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「ツクシイバラ」ウォッチング～ 

ツクシイバラは、九州を意味する筑紫とイバラを合わせた

名前で、南九州独特のノイバラです。母種のノイバラより全

体にやや大きく、花は淡紅色（白色も有り）で芳香もよく、 

花柄や萼に紅色の長い腺毛が密生するのが特徴です。花期は

５月下旬から６月初旬で、熊本県レッドデータブックには絶

滅危惧種Ⅱ類に登録されています。 

去る５月３１日、初夏の暑い日差しの中、球磨川河川敷

で群生しているのを、つるた自然塾(参加者 11 名)で観察し

ながら感動を分かちあいました。少し遠方ですが一見の価

値はありそうです。 

野生種のノイバラの仲間は、テリハノイバラ、ミヤコイバラ、 ヤブイバラ、モリイバラなど花の色は白色ですが、

ピンク系があったとは驚きです。そういえば、シューベルトの 「野バラ」の花の色も紅色だとか…。 
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・～・春日公園自然観察日記／第３６回 201４年５月１8（日）・～・ 

☆新緑の木々、清々しい鮮やかさ！ 

新緑が一杯の春日公園での自然観察会。５月１８日（日）晴れ、１４時から１６時まで開催。案内人も含め９名で、 

公園内を散策。少し暑い気温かな、でも散策にはちょうど良い具合でした。 

 野外劇場にある草地では、若いスズメが盛んに採食中。その近くにあるアケビの蔓で面白い芋虫を発見、 

アケビコノハをじっくり観察。爽やかな香りのスイカズラも満開。 

 その 1 若いスズメ       その 2 アケビコノハ     その 3 スイカズラ 

 

 

 

 

 

 

 

その 4 新緑の中で            

その 5 落ち葉の中で、何を見ているのかな 

 

 

 

 

 

 

その 6 ヒイラギの実いろいろ     

 

 

 

その 7 もうすぐおいしくなる実   その 8 池のサギたち探餌中 

 

 

 

 

 

池の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の感想 

・公園では、遊具でしか今まで遊ばなかったので、楽しかったです。親子３人の声。 

・初めてこの公園を訪れた。広い公園でした。また訪れて勉強したい。会員。 

・今日は暑かった。 

・クヌギの芽生えを見かけた。お世話したい気持ちでした。 

・アケビコノハの芋虫をはじめて見かけた。 

・大木のメタセコイアの根元に巣を見かけた。作り主は鶸（カワラヒワ）かな。 

・新緑の中で、風が心地よかった。 

・いろいろな緑が美しい。 

毎月１回の観察ですが、公園の様子の変化が楽しい。 報告 田字草 
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      5月の定例発送会は、永松愛子、山本弘子・

田村耕作が参加。大塚俊樹・藤川渡・田中健二から欠席

の連絡有り。HYさんから中身の詰まった中華マンの差し

入れ有り。私の住んでいる近くを流れる樋井川の浚渫工

事が終わりました。単純な環境となり、改修前の川で見

られた浅瀬やよどみ、少し深い渕のよう 

な環境などは、これから自然に形成され 

るのでしょうか。今朝（6/6）の川には、 

スズメ、コチドリ、コサギとアヒル5羽 

見かけました。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７月１１日（金）午後６時より事務局で行います。７月号の原稿は、７／７（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 

・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１５７号 １４．０６．０１ 

  ベニアジサシのお話しを掲載 

・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.64  2014 Spring 

  「青少年アンビシャス運動  優秀な活動団体を表彰」を特集 

  ・福岡植物友の会 会報 平成２６年６月号 第５５巻 

5/16から5/17 山口県秋吉台の観察会の報告など 

  ・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．182 2014年6月1日 

    夜の観察会の案内、エコハイクの報告など 

  ・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１５２号 2014．6．3 

   スナメリを見る、鳴く虫の観察会、干潟のベントス調査と多岐にわたる案内 

・自然観察指導員熊本県連絡会 自然観察くまもと 30周年記念誌2013年（平成25年3月31日）発刊 

 30年間の活動内容がまとめられています。   

寄付金の報告 

  ・春日公園での観察会参加費(5月分) １，４００円 

 

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

０


