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自然感
yumi

※熊洞居人(くま)のつぶやきは、都合によりしばらく休載とさせて
いただきます。（編集担当 子ぐま）

◎ごあいさつ◎
定例総会（6/29）の役員改選で、ご病気の冷川昌彦先生から代表を引き継ぎました。
この会の活動の目的の一つ、自然観察を通じ、市民と共に自然の大切さを伝えて
いくことを、地道に継続していきたいと思っています。そのために、無理せずに
できる活動、自然観察会、会報の発行、ホームページを通した広報などを実施し
ていきます。会員の皆様のご支援を宜しく御願いします。
田村耕作（田字草）

季節感
姫は抱かない…
類似種のハルジオンとの比較の一つ
で葉が茎を抱かないから… 何とも
艶っぽい例えだ。 道路側や土手に普
通に生え、地味に咲いている。
『ヒメジョオン』
平成２６年７月１日
福岡市早良区小田部 室見川土手
大塚俊樹

小さな池で飛び始めていました。

★都市公園で自然観察会３８★
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〕
※昨年度の定例総会で、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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日本野鳥の会 福岡 主催
※一般参加費：300 円（中学生以下無料）
７／２６（土）８／２３（土）
７／２０（日） ８／１７（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：8:00～12:00（夏時間）
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）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
８／９（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

８／１０（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）

８／３（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00（夏時間）
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
８／５（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：092-592-3423（小野仁）

※一般参加費：100 円（中学生以下無料）

７／２０（日）企画探鳥会
有明海・三池島ベニアジサシ観察会
時 間：10:00～14：00
集 合：大川市若津港花宗渡船場
対 象：一般・児童 50 名まで
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

持ち物：弁当・水筒・他
参加費：100 円（資料・保険料込み）
要申込：事務局または
担当者に７／１３まで
問合せ：090-7159-3933（松富士）

７月と８月の
定例探鳥会はお休みです
９月に再開します

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

８月はお休みです

９／６（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
７月２７日（日） 第 414 回例会
高良台キノコの自然観察と
キノコカレーの会
高良台の演習場周辺でキノコの観
察会を行います。要申込
時 間：10：00～14：00 雨天決行
集 合：上津小学校
参加費：200 円
昼食にキノコカレーを提供

持ち物：筆記用具、帽子、運動靴
長袖長ズボン、お皿
スプーン、水筒
問合せ： 0942－51-7064（古賀）
hashida@kurumenoshizen.net（橋田）

和白干潟を守る会 主催
７／２６（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）

福岡植物友の会 主催
７／２６（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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７／２０（日）
志高湖周辺（大分県別府市）
要予約 参加有料
問合せ：092-575-3131
事務局（北野星ニ）

◆報告◆2014 年度 福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会◆
福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局
開催日：２０１４年６月２９日（日）
場 所：福岡県立春日公園と旧公園管理センター〔自然かんさつ館〕
日 程：その１．公園で生きものの観察会 １０時から１２時まで／案内人 田村耕作
その２．定例総会（１３時半から１５時半まで）於 旧公園管理センター

【１】議事録
○議事進行：小野仁 ／ 書記：永松愛子
１）小野仁事務局長の挨拶の後、参加者全員が自己紹介を行った。
２）配布資料をもとに２０１３年（２０１３年６月～２０１４年５月）の活動報告があった。
＜その他の発言＞
・
「三国丘陵の自然を楽しむ会」では、当初からの方針で様々な視点から自然を見るということで活動しているので、
様々な分野を好きな方々が集まっている。そのためテーマが色々あって、運営が少し難しくなっていると思ってい
ます。（松永）
・「青葉ネイチャークラブ」では、子どもの参加者が減ってきています。増やしたいと思っていますが・・。他の場
所へ出るのは難しい。スタッフの皆さんは熱心で、立花寺リフレッシュ農園での観察会や、年１回遠い所へという
ことで出水などに出かけたりしたが、参加者は少なく赤字になりました。次はよい企画を立てたいとは思っていま
す。（堀）
・「八女市上陽町の秋祭り出店」というのは、どういう経緯から行っていますかという質問に対し、田村氏の以前か
らの仕事のつながりからですとのこと。
・様々なグループや施設が、それぞれ活動を行っているが、横の繋がりを考える必要を感じている。昨年、
「保育協
会研修会」という、保育士を対象とした研修会を皆さんにも協力いただき対応したが、今後も連携をとっていきた
いと考えています。（小野）
・「環境フェスティバル」ナイス福岡としては、ぜひ協力していきたい。（小野）
・環境フェスティバルに参加していて思ったのですが、準備についても事前に広報などして協力をお願いしたい。
（大塚）
・以上の報告を受け、承認された。
３）配布資料をもとに２０１４年度の活動計画について確認をした。
それぞれ宜しくお願いします。
・以上の報告を受け、承認された。
４）2013 年度会計報告及び 2014 年予算案について、資料をもとに報告があった。（宮原）
監査（堀）
・まとめて払う人や、滞納する人など色々あって、会費の入金状況がわかりにくいところはありますが、
よく整理されていると思います。
会計（宮原）・ここ数年来の赤字体質です。主な経費である会報発送に係るシステムを考える必要があるのではと
思っています。今のところ、繰越金で賄っています。
・２０１４年度予算（案）については、通常通り予算立てしています。
・以上の報告を受け、承認された。
５）事務局体制と規約の変更について
・規約の変更については、①新しく顧問を設けることに関する文言 ②規約表題の表 現が分かりにくいので、
「日本自然保護協会」という部分を外す。 ③第３条の文言を整理する。 という３点について、協議した。
・事務局体制について協議の結果、顧問：冷川昌彦（新設） 代表：田村耕作 編集：永松愛子を加える
・以上、承認された。
６）その他
環境フェスティバルについて（小野）
・今年の環境フェスティバルは、例年よりブースのスペースを２倍にしてもらった。
・運営会社が毎年変わるため毎年様子も変わるが、ナイス福岡としてこの場をしっかり活用していきたい。日程
は１０月１８・１９日です。宜しくお願いします。
以上
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【２】活動報告等詳細(配布資料より)

◆定例総会議題
１）小野仁事務局長の挨拶
２）2013 年(2013 年 6 月～2014 年 5 月) 活動報告
３）2014 年度活動計画
４）決算と予算について
５）事務局体制と規約の変更について
６）その他

２） ２013（２０１3／６～２０１4／５） 活動 報告

２０１４年５月 福岡市の生物多

様性の展示に参加

会員の皆様の活動状況です。
【２０１３年】 ６月１６日

第２５回春日公園自然観察会
５名参加
６月３０日
総会前、自然観察会ｉｎ春日公園
７名参加
６月３０日
２０１３年定例総会 於：県立春日公園管理センター
１３名参加
７月２１日
第２６回春日公園自然観察会
６名参加
７月２７日
福岡市環境デー事業ｉｎ脊振ダム 自然観察会
６名協力
７月２８日
福岡市西区役所 室見川自然観察会
４名協力
８月１０日
福岡市環境デー事業ｉｎ室見川 自然観察会
４名協力
８月１８日
第２７回春日公園自然観察会
４名参加
８月 23/24 日 八女市上陽町キッズ育成事業 自然観察会
２名協力
８月 24/25 日 第４７５回ＮACS-J 自然観察指導員講習会ｉｎ篠栗（受講４３名） １４名協力
９月７日
八女市上陽町キッズ育成事業 野あそび教室他
２名協力
９月１５日
第２８回春日公園自然観察会
６名参加
10 月 ５日
八女市上陽町キッズ育成事業 自然観察会、炭焼き体験
２名協力
10 月１３日
秋の七草を中心に観察会（飯塚市筑豊緑地）
７名参加
10 月 19/20 日 環境フェスティバルふくおか２０１３に出展（来場計 1238 名)
１５名協力
10 月２０日
第２９回春日公園自然観察会
１名参加
10 月２４日
社団法人福岡市保育協会の研修会（自然とのふれあい…大濠公園） ７名協力
11 月 ３日
八女市上陽町 秋祭り出店
４名協力
11 月１７日
第３０回春日公園自然観察会
６名参加
12 月７～８日 九州自然協議会ｉｎ鹿島
2 名参加
※ネイチャーガイド・オオムタの活動紹介
12 月１５日
第３１回春日公園自然観察会
５名参加
【２０１４年】 １月１９日
第３２回春日公園自然観察会
８名参加
２月１６日
第３３回春日公園自然観察会
６名参加
３月１６日
筑豊緑地（飯塚市）植物画体験
7 名参加
３月１６日
第３４回春日公園自然観察会
９名参加
４月２０日
第３５回春日公園自然観察会
４名参加
５月１８日
第３６回春日公園自然観察会
9 名参加
その他関連
＊『自然感 くすのき』のシリーズについて、始まり！終り！続いて！います。
★熊洞居人独言
★ワンポイントｐｈｏｔｏ 季節感
★春日公園自然観察日記、充実！ ★私のデジカメ日誌より
★会員各位の投稿 増加！

【その他関連】
春日公園での探鳥会に協力（日本野鳥の会福岡支部とナイス福岡の共同実施）
毎月第１火曜日の１０時から１２時まで。毎回２０名前後の参加者有り。
２０１３年 ６／５．７／３．８／７．９／４．１０／２．１１／６．１２／４
２０１４年 １／1．２／５．３／５．４／２．５／７
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【各会員の所属する団体の活動】
◇三国丘陵の自然を楽しむ会 活動報告

代表 松永紀代子

九州歴史資料館敷地やその周囲の里山で、毎月第 1 土曜日９時３０分～１２時まで、観察会
を行っています。（ただし、8 月は休み）
ほぼ、観察会毎に会報「虫の目、鳥の目通信」及びデータ集の「付録」を発行しているので、
次回の会報で、86 号になります。
周囲がどんどん開発され、急速に様々なものが姿を消している三国丘陵において、これまで
の体験や集めてきたデータは、貴重なものになりつつあります。会員は地元の自然愛好家の
他に、自然観察指導員など自然関連団体の会員も多く、同じ場所に集まり、月１回の観察を
行うことで、一般参加者とともに、環境の大切さを感じ、生物間の戦略やつながりに感動を
新たにし、身近な自然を見つめていくことの大切さなどを共有しています。
観察会実施日
天気
コース
2013 年 7 月 6 日 雨
九歴駐車場～資料館北回り～里少し～駐車場
2013 年 9 月 7 日 曇り時々雨
九歴駐車場～トンボ池～ノウサギの原っぱ～駐車場
2013 年 10 月 5 日 曇りのち雨
九歴駐車場～弥生の丘～駐車場
2013 年 11 月 2 日 晴れ
九歴駐車場～資料館北回り～里少し
2013 年 12 月 7 日 晴れ
九歴駐車場～里～津古林内弁財天で解散
2014 年 1 月 11 日 曇り後晴れ
九歴駐車場～里～干された影堤内～駐車場
2014 年 2 月 1 日 曇り
九歴駐車場～弥生の丘～谷地で解散
2014 年 3 月 1 日 曇り一時霧雨
九歴駐車場～資料館北周り～里～駐車場
2014 年 4 月 5 日 小雨
九歴駐車場～里（南）～駐車場
2014 年 5 月 3 日 晴れ
九歴駐車場～ヨシノボリの溝～資料館北回りで解散
2014 年 6 月 7 日 曇り一時小雨
九歴駐車場～里～資料館北周りで解散

◇青葉パークネイチャークラブ平成２５年度活動報告

報告 瓜生顕一郎

５月12日（日曜日）

第１回青葉パークネイチャークラブ

９月８日（日曜日）

第２回青葉パークネイチャークラブ

青葉公園自然観察 昆虫を主に 昆虫のクラフトつくり

２９日（日曜日）

立花寺リフレッシュ農園自然観察会

昆虫のクラフトプラバンつくり

１１月１０日（日曜日）第３回青葉パークネイチャークラブ
１２月８日（日曜日） 第４回青葉パークネイチャークラブ
１月１９日（日曜日） 第5回青葉パークネイチャークラブ
２月９日（日曜日）

第６回青葉パークネイチャークラブ

青葉公園自然観察

参加人数
4名
10 名
6名
10 名
15 名
11 名
15 名
9名
11 名
15 名
11 名

自然・災害を考えた都市作り（模型）

木の実のなる木の観察

木の実のクラフトつくり

出水市ツル観察

青葉公園青葉公民館
立花寺リフレッシュ農園

野鳥観察 こどもエコクラブ壁新聞作成・リースつくり
春を待つ木々の観察

青葉公園青葉公民館

青葉公園青葉公民館
青葉公園青葉公民館

ツル観察センター・クレインパークいづみ
ネイチャーゲーム

青葉公園青葉公民館

会員 福田治氏の活動報告
・平成 25 年６月 8～9 日 昆虫採集キャンプの講師 福岡市教育委員会 小学生高学年中学生 50 名 昆虫採集と標本作り
・平成 25 年 7 月 13 日 （森を楽しみたい）の講師 北山森クラブ 親子 35 名昆虫観察会 及び 夏休み自由研究のテーマ選び
・平成 25 年 7 月 15 日 第 4 回森の案内人養成講習会の講師 北山森クラブ 成人 20 名
講座『昆虫から見る地球環境問題』 『自然の中の危険な生きもの』 及び 昆虫観察会
・平成 25 年 7 月 27 日 背振観察会のスタッフ 福岡市 ナイス福岡 親子？名 野外観察会
・平成 25 年 9 月 5 日 環境保全活動リーダー講座の講師 福岡市環境局環境政策部
ナイス福岡 大人 10 数名 講座『昆虫の不思議な世界』
・平成 25 年 9 月 7 日 能古島親子自然観察会のスタッフ 福岡市 ナイス福岡 親子 80 名 博多湾クルーズと能古島自然観察会
・平成 25 年 9 月 12 日 中高一貫北山校野外授業の講師 小学生高学年と中学生徒 21 名
森林学習活動としての樹木の観察コース作りと野外観察とそのまとめ
・平成 25 年 9 月 28 日 佐賀県森林保全推進員講習会講師 佐賀市森林整備課 大人 50 名講座『里山の危険な生きもの』
・平成 25 年 10 月 19～20 日福岡市環境フェスティバル協力 ナイス福岡 参加者１，２３８名 活動のアピールと野外観察会
・平成 25 年 10 月 24 日大濠公園自然観察会講師（社法）福岡市保育協会 保育士の研修のための自然観察会 参加者約 120 名
・平成 26 年 1 月 19 日 有田町環境ボランティア講習会の講師 ＮＰＯジョイナス有田 大人 50 名 講座『自然の中の危険な生きもの』
・平成 26 年 2 月 8 日 自然と緑の教室の講師 白石町役場農村整備課 小学生 50 名と町スタッフ 12 名 講座『昆虫の不思議』
・平成 26 年 3 月７日 舞鶴公園環境学習会の講師 市議荒木龍昇氏とスタッフ他 5 名 舞鶴公園の自然観察会
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◇「身近なフィールド観察会」の H24 年度の活動報告

[報告：田中健二さん]

後列 左より押川・水上・田中孝文、田中大晴・大野・髙松秀喜
中列 田中孝文婦人と長女・待鳥・羽野律子・鶴田・髙松美千子・谷川・蛯原・大久保・新田
前列 岩田・池田・羽野・吉國・山崎・田中順一・田中貞子（敬称略）
身近なフィールド観察会✤活動実績＆活動計画 吉國会長
平成２５年度活動実績／２６年度活動計画
平成２５年度活動報告
3/17
4/21
5/12
6/ 9
7/ 7
9/22
10/20
11/17
12/ 8
1/19
2/16

総会／鍋会
小富士梅林 観察会
菊池渓谷 観察会
井原山 観察会
宗像城山 観察会
今宿野外センター 観察会

北山ダム 観察会
くじゅう白水鉱泉 観察会
新宮海岸 観察会
新春大根地山 観察会
河原谷 観察会

平成２６年度活動計画
21
22
18
23
18
19
21
19
21
18
中止

２５年度延べ参加人数 200 名 平均 20 名

3/16
4/20
5/11
6/ 8
7/13
9/21
10/12
11/ 9
11/23
12/ 7
1/18
2/15
3/15

総会／鍋会
大宰府市民の森 観察会
山田梅林 観察会
天山(池田合同) 観察会
宗像城山 観察会
今宿野外センター 観察会

北山ダム 観察会
くじゅう観察会(希望者一泊)

脊振山蛤岳 観察会
新宮海岸松林観察会
新春大根地山 観察会
三郡山系 観察会
総会／鍋会

全 員
大久保 安永
吉國
池 田
岩田
今宿職員
髙松
山崎
羽野
田中貞
羽野
吉國
全 員

※参加人数はビジター参加者含む
☆ 日程・場所・担当者は変更になる場合があります。
✤役員改選 吉國会長
上記の日程より中止等あり１０回の催行となります。
・顧問 吉國正郎（会長）・会長 山崎美知男（幹事長）・副会長 髙松美千子（会計監査）
・会計監査 羽野禎晏（会計）・会計 大久保操子（新任）・幹事 田中貞子（留任）・幹事 岩田 任（新任）
以上の７名を総会の席でご承認頂きました。
（顧問を新たに置き、幹事長は空席となり、副会長が選任されました）
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３）《 2014 年(2014 年 6 月～20１5 年 5 月) 活動計画 》
＊ 九州歴史資料館周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力。奥山ではなく、すぐ足元にある身近な
自然に目を向けてもらうために、今後とも観察会をやっていきます。
＊ 青葉パークネイチャークラブの観察会など、青葉公園にて自然観察会他。
＊ 身近なフィールド観察会観察会予定。
＊ 環境フェスティバルふくおか 2014〔10/18･19 の２日間〕 協力予定
＊ 福岡県営春日公園での観察会協力予定と自然かんさつ館の活用
＊ ナイス福岡のホームページ掲示板の活用
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
『春日公園でのいろいろな観察会』は継続して実施したい。
毎月第１火曜日 １０時から１２時まで 定期的な探鳥会
毎月第３日曜日 １４時から１６時まで 定期的な自然観察会
毎月第４日曜日 ９時から１２時まで 定期的な野あそびの紹介
◇「この場所で実施したい」という候補地を挙げて下さい。みんなで協力して実施しましょう！
その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、自然保
護 を考えていきたいと思います。
毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

４）２０１3 年度会計報告、２０１４年度予算
会計の宮原俊彦から報告。８ページ参照。

５）事務局体制と規約の変更について
《２０１4 年度役員 》
顧問：冷川昌彦
代表：田村耕作、事務局長：小野仁 事務局：藤川渡、吉田素子、山本弘子
編集：田村耕作、山本勝、松永紀代子、吉田素子、永松愛子
会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、辛島真由美
《規約の変更》
９～１０ページに掲載

6/28 に見かけた野菜の花 田字草
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1 行目除く 日本自然保護協会
福岡県自然観察指導員連絡協議会 規約
（名称）
第１条 本会を、福岡県自然観察指導員連絡協議会（以下 本会）と称する。
（会員）
第２条 本会は、福岡県在住の自然観察指導員及び自然観察指導のための講習会を受講し、
本会の目的に賛同する個人または団体等をもって組織する。
（目的）
第３条 本会は、自然を愛し、自然を尊重し、人間と自然の調和を考えるような運動の輪を
広げるために、会員相互の親睦を計り、各種の情報交換を行う。また、自然観察を
通じ、市民と共に自然の大切さを伝えていくことを目的とする。
（活動）
第 4 条 前条の目的を達成するため、主として次の活動を行う。
第1項
総会
原則として、年１回、７月に開催し、主として年間行事の計画立案等を行う。
なお、開催場所は、事務局によりその都度決定する。
第2項
研修会
会員の資質の向上を図るために、積極的に研修会を行うものとする。
第3項
他団体との交流
目的を同じくする他団体との交流を積極的に行う。
第4項
自然観察会等への参加・協力
会員各自の在住する市町村以外での自然観察会等へも積極的に参加し、協力を
する。また、会員各自の在住する市町村での自然観察会等を行う場合、他地区
在住の会員に協力を呼び掛けることができる。
（役員）
第５条 本会は、次の役員をおく。
・代表
１名
・事務局長
１名
・事務局
若干名
・会計
１名
・監査
２名
・編集
若干名
（新） ・顧問
若干名
（役員の選出）
第６条 代表、事務局長、事務局、編集、会計及び監査は、総会において選出するものとする。
（新） 尚、顧問は、必要に応じて役員会で決定することができる。
（役員の任務）
第７条 役員の任務は、次のように定める。
代表
本会を代表し、第 4 条に定める活動等を総括する。
事務局長 代表を補佐し、本会の構成員間及び他団体との連絡調整を行う。
編集
会誌その他の編集及び発行を行う。
会計
会費を徴収し、出納事務等を行う。また、総会において会計報告を行う。
監査
会計の監査を行う。
（新）顧問
必要に応じて活動全般にわたって助言することができる。
（役員の任期）
第８条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。
（運営委員会）
第９条 運営委員会は、役員全員によって構成し、必要に応じて代表によって召集し、研集
会等の企画立案を行う。
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（会費）
第１０条 年会費は２，０００円とし、総会当日納入するものとする。事情により総会に出席
できない会員は、後日事務局へ送付する。
（会計年度）
第１１条 会計年度は、６月 1 日より翌年の５月３１日までとする。
（規約の改正）
第１２条 規約の改正は、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
付 則
第1項
本規約は、１９８９年１月１６日より施行する。
第2項
１９９０年３月１７日一部改正
第3項
１９９６年７月７日一部改正
（新）第 4 項 2014 年 6 月 29 日一部改正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆報告◆2014 年６月２９日定例総会 生きもの観察会
朝の春日公園。曇り空、参加者５名（小野仁・永松愛子・矢野侑子・山本弘子・田村耕作）で、１0 時から１2 時ま
で散策した。NACS-J しどういん徒然草 117 号で、
「みなさんは「雨を粒にしてはじく葉と、はじかない葉の違い」に
注目したことはありますか。」という記事にふれ、これでいこうと思い、実行。梅雨の季節、水滴を中心に、いろいろ
な葉の上で水滴の形をルーペで観察した。池のハスの葉の上で水滴が丸みを帯びるように、照葉樹の葉はどうなのか。
ササ・ヒイラギ・クスノキ・マテバシイの水滴はべっとりとした様子。この視点、今後も利用したいと思う。
林の中でいろいろな実生を見かけた。アラカシ、クヌギ、ケヤキなどの他、珍しくイチョウを発見。幼木の葉、ち
ょっと様子の違いもあり、おもしろい。
モッコクの赤い葉は各枝で一番古い葉から紅葉しているようだ。私にとって新しい知見。

観察中の会員

イチョウの実生

ホルトノキの赤い葉

参加者の感想です。
大きなツチイナゴ 越冬個体か？
・久しぶりの参加、ゆっくりと観察できた。
・羽に付いた水滴の様子が面白かった。
・ミモザの葉に付いた水滴、美しかった。
・新しい疑問が出てきた。ホルトノキの赤い葉、どういう順番で落葉するのでしょうか。
・イチョウの実生を見かけた。実生のできやすい林床なのか、他にも、クヌギ・クスノキなどを見かけた。
（まとめ 田字草）
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☆投稿 その１☆不連続シリーズ 心に残る自然の一場面
２０１４.６.１９

大塚俊樹

★その２. 梅 雨 に 煙 る 緑 し た た る … 清 水 寺 周 辺 の 森
理由は無いのだが、今年の春頃から何故か、みやま市瀬高の清水寺周辺のことが頭に浮かぶ様になった…

今から９年前２００５年６月２６日にナイス福岡の２００５年度定例総会が研修センター清水山荘で行われ、午後か
ら地元の方々も参加されて周辺の自然観察会が行われた場所でこの時の印象が強く深く心に沁み込んでいたと思われ
る。総会当日は午前中が雨で観察会の午後は雨上がりの湿気の多い日であったと記憶する…
今年も梅雨の最中、６月１８日に小雨の中、清水山を目指した。実はこの１８日に意味があり、記録メモをみると、
９年前の５月１８日に総会の下準備と下見のため訪れているが、展望台のある山頂への山道の途中の茶屋に『１８日
法要の特別御膳できます』の張り紙、清水山荘下の特産品販売所でも１８日法要云々の会話などがしっかりと記憶に
あり、次に来るならば１８日に限ると９年間も思い続けていたのか？？ 念の為、前日に件の茶屋に電話で問合わせ
ると現在はやっておらず、お寺の方で出来るのでは？と情報をもらう…
小雨が降り続く中、到着！ ９年前と全く同じたたずまいの森がそこにあった。
鬱蒼と立並ぶ杉、楠、椎、タブの木などの巨古木、それぞれに豆ヅタなどの蔦や苔をまとい梅雨に濡れて、ある樹は
屹立、天を突き、ある樹は枝を拡げ天を覆うかのごとく…微かに木々の葉を打つ雨の音、腐葉土の湿った匂い…薄暗
く静寂で湿やかな独特の空間を醸し出している、この中に独り佇んでいると悠久の昔にタイムスリップしたのかと思
うほど…この感覚を慕ってこの時期、この地に来たかったのかも知れない…
前回は頂上までの車道のあちこちにエゴノキの散り敷いた白い花の絨毯が印象的であったが今回は一ケ所も見なか
った、時期が早かったのか別の理由なのか少し残念であった。清水寺三重塔より本堂へお参りをして、本堂前の会館
にて『お齋（おとき）』を頂いた (\500)昔の田舎の精進料理で５～６０人位のうち男性が４人のみ、後はすべて昔の
娘さんばかり…
何、こちらも昔の青年です。 楽しくお齋を頂きました。
清水寺楼門、三重塔、乳父観音、と歩き仁王門へ。渓川沿いの斜面至る所に五百羅漢が安置されているが、何か違和
感がある。ほとんどの顔が丸く何かで型取ったように同じである、確認した訳ではないが、明治新政府の神仏分離令
による廃仏毀釈で首を落とされた、羅漢様を後の世の人が哀れと思われ首から上のお顔を造られて体に載せられたの
ではないかと想像する。東峰村宝珠山や他で同じような状態の羅漢様を見たことがある。
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太古の昔より連綿と続く変わらぬ自然と信仰に支えられて営々と続く歴史が作り出す
独特の心落ち着く清水山の一帯は信仰心の稀薄な私でも魅せられる場所の一つである。
雨に濡れた自然石の石畳や階と緑したたる水無月！！ 次は紅葉の季節にでも…

☆投稿 その２☆
庭のリキュウバイの茂みの中に、トックリを逆さまにした形の
蜂の巣がありました。私が知っているドロバチやスズバチの
巣に比べたらかなり大型です。丸い部分は径８センチほど、
その下の細いロート部分が４センチほどです。こんなでかい
トックリバチは居たかなと思い、調べてみると、ギャッ！で
す。
この逆さトックリのような巣は、コガタスズメバチの女王が越
冬からさめ、５月頃から彼女１匹で単独営巣をして働き蜂を
育てる時の巣のようです。日本ではコガタスズメバチと、八
重山諸島のツマグロスズメバチがこのような巣を作るようで
す。
見つけたときは冷や汗が出ましたが、しばらく観察すると様
子が変。親がいつまでも見えません。良く観ると、巣の裏側
に穴が開いていて、今は使われてないことが解り、早速、枝
から離して中を観察しました。材質は極々薄いパルプです。
淡褐色の表面に濃淡のよこしま模様があります。室内上部
にアシナガバチなどと同じようなハニカム構造の巣が付いて
いて育房は１９室ありました。これが働き蜂が増えだすと１０
０匹くらいになり、大きさは最大でバスケットボールほどのよ
うです。本種は、オオスズメバチやキイロスズメバチに比べ
ると比較的おとなしいと書いてありますが、生活の場の目と
鼻での共存はなかなかしんどそうですね（本のむし）
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・～・春日公園自然観察日記／第３７回 201４年６月１５（日）・～・
曇り空、参加者７名（神沼俊夫・神沼信子・小林浩明・徳永紀男・澤田宏一・山本弘子・田村耕作）で、１４時から
１６時半まで、散策した。
梅雨の季節、生きものの繁殖期、そういう風景を観察しました。
この公園で毎月、同じような風景の中を歩いています。しかし、時の流れを感じさせてくれるいろいろな生きものた
ちがその中にいることを実感しています。
（報告・田村耕作）

此花、今年初めて

前回と同じような巣が落下

休息中のコシアキトンボ
参加者の感想です。
・ネジバナの花、今年はじめて見かけた。感激した。
・ヒナギキョウの花の色が涼しげ、その種は粉のようだった。
・ホタルガ、美しかった。ツメクサの花飛ばしが面白かった。
・ヤマモモの実、大きかった。味はそろそろ食べ頃？
散策後、たいせつな振り返りの時です
・コゲラのドラミング、警戒音を知った。
・普通の大きさのヤマモモの実を、スズメがしっかり食べていた。初めて観察した。
・池の上を飛び回っているコシアキトンボをたくさん見かけた。クズの蔓に止まってじーっとしている個体も見かけ
た。
・タマゴタケらしきキノコを落ち葉の間で見かけた。雨の後が楽しみです。
・ハクセキレイの幼鳥、ハシボソガラスの幼鳥を見かけた。コゲラをあちこちで見かけた。
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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８月８日（金）午後６時より事務局で行います。８月号の原稿は、8／4（月）ま
でに届くようにお願いしまます。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１５８号 １４．０７．０１
セグロセキレイのお話しを掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２６年７月号 第５５巻
6/15 響灘緑地グリーンパーク、響灘ビオトープの観察会の報告など
・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。（再掲載）
参加費および寄付金の報告
・春日公園での観察会参加費(6/15と6/29分) 1700円と1000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：田村耕作／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 ６月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊樹・
藤川渡・鶴田義明・田村耕作が参加。田中健二から欠席
０
の連絡有り。6/29の定例総会が終わりました。総会資料
を作成してみて、改めて多くの会員が自然の楽しさ、す
ばらしさ、大切さを伝えるために活動
されているんだと知りました。この輪が
波紋のように広がるようにしたいですね。
田字草

