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自然感
yumi

★ご案内★2015年九州環境教育ミーティグ in 岡垣
テーマ：三里の道も一歩から
～もっと～つながろう！里と、海と、人と～
日時：２０１５年２月２８日お昼 ～ ３月1日のお昼
会場：岡垣町の ほっこり農園 と 宿舎八幡屋 など
対象：環境教育・地域づくりに関心・実践したい社会人・大学生
募集人数：凡そ７０人
参加費：およそ１３，０００円

季節感
元々は海岸斜面などに生育していた…
昨今、遊歩道などの植栽として用いら
れている。師走の寒空の下、葉の脇に
白い小さな５弁花を沢山つける。辺り
にガスの匂いが漂う…
『ハマヒサカキ』
平成２６年１２月３日
福岡市早良区室見
室見川沿い
大塚俊樹

※関心のある方は、ナイス事務局・田村までお問い合わせください。
TEL 092-400-1765(事務局)
090-8220-6160(田村携帯)
気軽にどうぞ。

★都市公園で自然観察会４３★
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 １２月２１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

この写真の実（11/16 撮影）、これから色が
変わります。どんな色になるでしょう？
変化した実を見かけたら、報告します。田字草
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日本野鳥の会 福岡支部 主催
※一般参加費：300 円（中学生以下無料）
１２／２７（土）１／２４（土）
１２／２１（日）１／１８（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）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１／１０（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）
日本野鳥の会 筑後支部

主催

１／１１（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）

１／４（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：9:00～12:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
１／６（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）

１２／２８（日）
甘木山（大牟田市）
時 間：9：00～
集 合：甘木山ハイツ駐車場
問合せ：0944-58-1672（野田）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
１／１０（第２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）

ブログは 三国丘陵 検索 で
すぐにヒットします。
「観察会の変更」なども載せていますの
で、参加される前にチェックしてください。

参加費：大人のみ 200 円（保険料込）

久留米の自然を守る会 主催
１２／１３日（土）第 417 回例会
久留米の歴史と文化と自然探訪
草野歴史資料館を中心に周辺の歴
史と文化と自然を探訪しましょう。案
内は樋口一成氏（草野歴史資料館長）
です。

集 合：草野歴史資料館
時 間：13：00～15：00
参加費：無料 雨天決行
申 込：要 定員 30 名
問合せ：0942－51-7064（古賀）
和白干潟を守る会
主催
hashida@kurumenoshizen.net（橋田）
和白干潟を守る会 主催
１２／２０（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
１２／２０（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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１２／７（日）に観察会を終えま
した。総会は来年１／２５（日）
です。詳しくは事務局にお問い合
わせください。
問合せ：092-575-3131（北野星二）

☆報告１☆ 春日公園自然観察会 2014 年 11 月 16 日（第４2 回）
この日、公園で草木染めの行事が午前中からあり、参加しました。桜の落葉とクヌギの殻斗が材料で、色止めには
鉄とアルミの媒染液を用いていた。ここに参加していた参加者にも、自然観察会への参加を呼び掛けました。
今日の参加者は一般の人も含め１６名でした。
秋色に染まるイロハカエデ・ソメイヨシノ・アメリカフウやタイワンフウの葉、ケヤキ・イチョウの黄葉も含めた
木々、いい秋色でした。ヒノキバヤドリギ・イスノキの虫こぶ、ジョロウグモの巣・ヒイラギの葉の形・イヌマキの
実そして庭園の水田にできた稲のお米、一粒をとり、籾殻をむいて食べた子供（就学前）にたくましさを感じました。
スズカケの葉の形、メタセコイヤやラクウショウの黄葉と観察を続けました。
こういう風に観察と少しの解説、なかなか良かったのかなあと思いました。参加者の感想です。
・ 色んな実を見ることができてよかった。
【子供の良さを認識】
・ サンシュユの実、美しかった。
・ お米（2 粒？）を食べて、おいしかった。
【ヒノキバヤドリギ】
・ 普段気がつかないことを知ることができた。
・ はじめて参加した。すべてが感動。
・ はじめてゆっくりした時間がもててよかった。
ヤドリギをはじめて知った。
・ 初めての春日公園、良かった。
自分の子供の行動に、改めて子供の良さを認識した。
・ 公園でゆっくりとした時を過ごせて良かった。
【アメリカフウやタイワンフウの葉】
【サンシュユの実】
【観察と少しの解説】

次回、初冬の春日公園を楽しみましょう。(報告 田字草)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☆報告２☆ 和白干潟まつりに参加しました
和白干潟のまつりで、小さな観察会を行ないました。
自然遊びしつつ、干潟の水辺で小学生・大人合わせて約30人に案内をしました。
一つ目、干潟の水際にあるヨシの群落のそばで、五感を用いた観察会です。
ヨシ群落のそばで、自然の音を探し、自分流の言葉で記録しました。
いろんな音、鳥の鳴き声は参加者の多くが記録していました。
しかも、ヒヨドリ・シロハラ・ウグイス、風でヨシなど草たちが発する音など、
干潟からも届く音がありました。
実にいろんな音が、自然の中にあることに気づいてもらいました。
次に、二つ目、９つの課題を紙に書いて、その課題を、仲間３人で見つけ出す
という案内をしました。(報告 田字草)
【和白干潟を大切に】

【この課題をみんなで探した】
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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２７年１月９日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 1 月号の原稿は、2015
年 1／5（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１６３号 14．12.01
｢鳥信で募集する野鳥たち｣でコチョウゲンボウのお話を掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２６年１２月号 第５５巻
11 月観察会（久山町久原ダム）の報告を掲載、ハカタシダの写真有り。
・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎo.１１２（2014．11．15）
カメラルポ ほほえましい一瞬というページで、クマゲラの親子、エゾフクロウのカップルが印象的。
写真は撮れば上達します。気軽に記録からはじめませんか。
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.185 2014 年 12 月 1 日
シダ植物入門、コウモリ３種の観察研修会、樹木を見る研修会の報告を掲載
寄付金の報告
・春日公園での観察会参加費(11/16 分) ３，０００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 11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。
HYから美味しいクロワッサン、KTから蒸かした案納い
もの差し入れ有り。１２月に入り、急に寒くなった気が
します。12月最初の週末、室見川の河口にある河川敷公
園での観察会、時々晴れの観察会には良かったのですが、
風が少々冷たかった。でも凡そ４時間２歳児から世間で
いう高齢者まで総勢２３名、元気に楽しく歩きました。
冬鳥のカモ類・カモメ類を中心に観察したのですが、お
昼に公園のサルスベリで見かけたモズの
はやにえ（ツユムシ科のクダマキモドキ？）
に多いに盛り上がりました。皆さん、言葉
は知っていても、実物を見るのは、初め
てとか。やはり、本物の観察が一番でした。
田字草

