
ナイス福岡 会報 2014 年８月 

 

因幡の白兎がやけどをこの植物の穂で治した神話は良く知られてい

る。 コガマは葉の幅が細く、ヒメガマは雌花と雄花の間が空いている。

『ガマの穂』                                  平成２６年８月４日

福岡市早良区室住 室見川  

                                 大塚俊樹 
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                    地上での暮らし、にぎやかですね。クマゼミ・ニイニイゼミ・ 
アブラセミ、8/8 我が家の近くでの様子です。田字草 

                                                       

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ちょっとした出来事です。上の写真 

                                 東区の香椎照葉での一コマです。 

                                 タヌキを見かけたと報告有り。 

                                  撮影日と撮影者 8/2 ＹＨ氏  

 

                                    

★都市公園で自然観察会３９★ 
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 ８月１７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 

自自然然感感  
２２９ 

季 節 感 
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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）                              

                          

 

 

 

 

                      

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        福岡植物友の会 主催 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催                                     

 

 

 

 

 

 

 

               －２－ 

９／１４（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）

９／１３（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） 

９／２（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） 

８／２３（土）９／２７（土） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：8:00～12:00（夏時間） 

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）

８／１７（日）９／２１（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：090-7165-5026（重松） 

 

８／２３（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） 

９／７（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）

 

９月６日（土） 第 415 回例会  

筑後川観月会 

 

集 合：筑後川防災施設 

くるめウス 

時 間：19：00～21：00 

参加費：300円 雨天中止 

申 込：要 

問合せ：0942－51-7064（古賀） 

 hashida@kurumenoshizen.net（橋田） 

共 催：筑後川まるごと博物館 

運営委員会 

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） 

８／２３（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。 

 

     ８月の 

定例探鳥会はお休みです 

 ９月に再開します 

問合せ：090-7159-3933（松富士） 

 

８／１７（日） 

初めての試みで室内にて、様々な

プログラムを行います。 

詳しくは下記のページをご覧く

ださい。 

http://www14.ocn.ne.jp/~shokubut/ 

 

時 間：10：00～16：00 

場 所：福岡市中央市民センター 

２階 視聴覚室 

参加有料 （会員は２００円） 

問合せ：092-575-3131 

事務局（北野星ニ） 

 



春日公園 自然かんさつ会 2014 年 7 月 20 日（第 38 回） 
 

参加者 ７名内一般３名 梅雨明けを思わせる空で暑い午後でした。木陰が気持ちいい。 

今回、初めて参加の地元市民も含めて自己紹介して開始した。 

この時期が観察に も良いネジバナ（モジズリ）の種の観察、粉のようなこの種の姿を拡大して観察した。 

アオバハゴロモの成虫と幼虫、マキの実を観察、シダの仲間のオニヤブソテツがわかってよかったと参加者の感想も 

あった。マテバシイ、今年もたくさんの青い実を付けていた。参加者からマテバシイの焼酎が春日市で作られている 

とのこと、弥生文化の残る春日市だからか、どんぐり焼酎の名前で商品化されているようです。 

調整池では、チョウトンボ、コシアキトンボ、シナサワグルミの実とアオサギ、ガマの観察。アオサギ、時々探餌 

に成功していたが、獲物は小さな魚か？ ガマの仲間、3 種のガマ、ヒメガマ、コガマの違いを観察。 

その後、落ち葉の積もった林内でキノコいろいろ、さすがに梅雨時、薄い桃色のベニタケの仲間、テングタケ科、 

イグチ科、シロソウメンタケ科などを観察した。 

小さなヒナギキョウの花、花は小さいがキキョウの花そのものだ。｢いつも通っている場所なのに、見ていなかっ 

た。今日の観察会で初めて見ることができた。｣という感想もあった。 報告 田字草 

 

マテバシイの実              オニヤブソテツ 

 

  観察会後の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  観察会後の振り返り /自然かんさつ館にて 
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「日本産ハナバチ図鑑の出版と著者割引のご案内」 

日本産全種のハナバチを掲載した写真図鑑が8月上旬に出版されることになりましたので、ご紹介させて頂きます。もし、購入を希望される方 

には著者割引をご活用頂ければと思います。「自然感 くすのき」をご覧になって著者割引をご利用頂く場合は、紹介者氏名の欄に「村尾竜起」 

とご記入下さい。                                               春日市在住 ねこ 

 

全種を詳述，同定が可能に 

 ミツバチの飼育によりはちみつを採取する養蜂は，古代エジ 

プトですでに行われていたと言われる。近年は蜂群崩壊症候群 

（CCD）が話題になり，日本在来のニホンミツバチに注目が集 

まったり，早春に開花するリンゴの受粉にマメコバチが活用さ 

れている。小学校の国語の教科書に登場したマルハナバチも 

人口に膾炙
かいしゃ

した。これらのハチは植物の花粉や蜜を食物とする 

ことに特化した「ハナバチ」と呼ばれるグループに属している。 

ハナバチ類は野生植物の花粉媒介に大きな役割を果たしており， 

生態系の健全性を測る指標としても注目される。 

 しかし，これまでは，図鑑などに掲載されるのはミツバチな 

どよく知られたごく一部の種に限られ，その豊かな全貌を知る 

機会はほとんどなかった。生物多様性や生物間相互作用の重要 

性が知られるようになるなかで，大きな生態系機能を担うハナ 

バチの同定を支援する図鑑の刊行が待たれていた。本書は， 

そうした声に応えるものである。 

 

・標本写真の他，同定のポイントとなる部位の拡大写真を各 

種について6〜10 点程度掲載。5,000 点を超える写真を収録・ 

体表の刻み目や毛の状態など，解剖しなくても観察可能な外部 

形態に注目して識別する 

・ 新の技術を使った被写界深度の深い写真と高精細印刷で 

細部が見える 

・庭先や公園の花壇で見られる身近な種類から，小笠原や琉球 

諸島の稀少種まで，日本産全種を網羅 

 

 

 

 

 

割引販売のご案内 

 執筆者による紹介の場合に限り，著者割引価格で注文できます。出版社の担当者に，メールまたはファクスで以下の内容を連絡して下さい。 

書店での割引販売はありませんのでご注意下さい。 

①紹介者氏名、 ②本のタイトル（『日本産ハナバチ図鑑』としてください）、 ③必要部数、 ④注文者氏名、 ⑤送付先住所 

⑥電話番号、 ⑦公費購入の場合必要書類と注意事項（日付ブランク，宛先など） 

 

■申込先：文一総合出版 担当：菊地千尋 

 ◆メールの場合：charlie@bun-ichi.co.jp  ◆ファクスの場合：03-3269-1402（必ず菊地宛にお送りください） 

■著者割引価格 

 税込10,368 円です（２割引）。 送料は無料です。 

■支払い方法 

 代金は後払いです。本と一緒に請求書，郵便振替用紙が送られてきますので，振替用紙を利用して郵便局から振り込んでください。 

振替用紙使用の場合，振り込み手数料は無料です。銀行振込みの手数料は購入者負担となります。 

 

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町2-5 

株式会社 文一総合出版 TEL.03-3235-7341 FAX.03-3269-1402 http://www.bun-ichi.co.jp 
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福岡市環境局が始めますよ。興味ある会員さん、参加しませんか。  

今津干潟  いきものプロジェクト シリーズ 

 

 

 

 

 

 

今津干潟の自然にふれながら，カキ殻をみんなで拾って，干潟の貴重な生きものカブトガニの産卵のための 

通り道をつくる夏のイベント！ 
日時 平成２６年８月２４日（日）小雨決行 集合 １４時 20 分  １７時まで活動 

集合場所 今津干潟四所神社前の休憩場   どなたでも参加できますよ 

※ レクリエーション保険にこちらで加担します 

※ 中止の場合は参加希望者に直接ご連絡します 
＜持参していただくもの＞ タオル，軍手，帽子，地下足袋（長めのもの）もしくは長靴 

楽しみながら地域の方々と一緒に今津干潟の魅力について対話をしてみませんか？（飲み物などの準備をしております） 

幅広いご参加をお待ちしております！ 

◆当日プログラム◆ 

14：20 受付開始 
14：30 開会（注意事項などの諸説明） 

15：00 カキ殻拾い開始 

16：00 片付け 

16：30 懇親会（地域との対話） 

17：00 解散 

◆ 参加を希望される方は，電話，FAX，メールのいずれかで，氏名，年齢，住所，連絡先（電話番号 

もしくはメールアドレス）を添えてお申込みください（全員分）。お車でお越しになられる 

場合は申し込みの際にお伝えください。【申し込み締め切りは８月２０日（水）です】 

※ 申し込み時の個人情報については，福岡市で管理を行い他の目的には使用いたしません 

お申し込み先／お問い合わせ先（平日 9：00～17：00 受付） 

福岡市役所 環境局 環境調整課 自然活動支援係 【担当：村瀬】 

 

主催：福岡市環境局環境監理部環境調整課 

◆◆いきものプロジェクトシリーズとは？◆◆ 
平成１７年に今津干潟の保全を検討するために，自治会をはじめ干潟関係者や有識者をメンバーとする今津干潟懇話会が 

設立され，干潟保全に関する様々な取り組みがおこなわれてきました。 

いきものプロジェクトはさらにそれを一歩前へ進め，自然を様々なかたちで楽しみながら利用することにより，保全へ 

つなげていこうとする取り組みです。 

今後のイベント情報 

カブトガニ 卵塊幼生調査体験 平成２６年９月 10 日（水） 

カブトガニ 放流会      平成２６年 10 月 22 日（水） 

地域魅力発見謎解きツアー   平成２６年１１月頃予定 

野鳥観察会＆子ども 野鳥カフェ平成２７年 １月頃予定 

 

 

 

みんなでつくろうカブトガニの 

通り道（カキ殻拾い・目標１㌧！）

092-733-5389     092-733-5592     murase.y01@city.fukuoka.lg.jp 
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      7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

の連絡有り。蜂蜜を味わうにふさわしいパンをＨＹが、

地元産蜂蜜をＫＴがさしいれ、美味しさを味わいました。

近くでの採れたて蜂蜜、よく見ると花粉も見受けられた。

まさに自然の恵みでした。小さな蜂たちのお陰で、この

甘いひと時を過ごしました。自然の 

恵みに感謝・感謝です。皆さんも 

このような時を持たれた経験がある 

と思います。生きもののつながりに 

生かされた我々の暮らしがあるので 

すね。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：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/ 

◆◆◆◆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９月１２日（金）午後６時より事務局で行います。９月号の原稿は、９／８（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１５９号 １４．０８．０１ 

  ヒメアマツバメのお話しを掲載 

   ・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.９５ 2014．07．20 

  鳥取・島根自然観察指導員交流会の様子を掲載 

・島根県自然観察指導員連絡協議会 創立 30 周年記念誌  

H26 年 5 月（2014 年 5 月 6 日）発刊 30 年間の活動内容がまとめられています。 

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．183 2014 年 8 月 1 日 

 ７ヶ所の地域活動の報告を掲載 

   

参加費および寄付金の報告 

 ・春日公園での観察会参加費(7/20分) 1700円 

 

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

０


