
ナイス福岡 会報 2015 年１月 

乾燥した山野に密な緑の群落を作る。 

ウラジロに様々な点で似ているが、葉

が繰り返して二叉分枝する点で異な

る。福岡でも極々、普通に見られる羊

歯植物！ 

   『コシダ』 

平成２７年１月３日 

福岡市西区 西部霊園公園 

       大塚俊樹 

yumi 
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                   ◆新年ご挨拶◆ 

                           会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

 毎月第三日曜日の午後に開催している春日公園での定期的な自然

観察会、今年も継続して続け、身近な自然、付き合うと楽しいこと

を回りの人たちの伝えたいと思います。また、何回か、別の場所で

も開催したいですね。会員の皆さん、自分の野外観察の場所、紹介

を兼ねて、観察会を１度やってみませんか。まあ、ぼちぼちと継続

した活動を進めましょう。 

                   福岡県自然観察指導員連絡協議会 代表・事務局 田村耕作 
  

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★都市公園で自然観察会４４★ 
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 １月１８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  
２３４ 

季節感 

-1-

★ご案内★ 

2015年九州環境教育ミーティグ in 岡垣 

   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 

 

※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。 

 



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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後支部  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                                    

 

                   

 

 

 

                          

                                   

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催                                  

 

和白干潟を守る会 主催                                    福岡植物友の会 主催 
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２／８（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）

２／１４（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） 

２／３（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） 

１／２４（土）２／２８（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）

１／１８（日）２／１５（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） 

 

２／１（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）

 

２／１日（日） 

総会  

場 所：筑後川防災施設くるめウス  

時 間：15：30～15:55 

環境講演会 

「筑後川支流金丸川水系・水質 

 生態調査研究経過報告」 

（平成 9~10 年～24 年）16 年間 

調査研究者 野口勝司(会員)  

    ＊野口氏は現在 90歳です。 

時 間：16：00～17:00 

問合せ：0942－51-7064（古賀） 

 hashida@kurumenoshizen.net（橋田） 

２／７（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。 

 

「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。

 

１／２５（日） 

濃施山（みやま市） 

時 間：9：00～12:00 

集 合：濃施山公園内すいせん橋 

問合せ：0944-58-1672（野田） 

１／２５（日） 

総会 

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）

１／２４（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） 

１／２４（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）



◆ご案内①◆九州自然協議会 in 綾 ～綾で生物多様性について考える～ 
 

日 時 ： ２０１５年２月２１日（土） １３：００ ～ ２２日（日） 雨天決行 

会 場 ： 「綾町高齢者研修センター」（綾町文化ホール裏） 

       「上畑公民館」 〒８８０-１３０１ 宮崎県東諸県郡綾町大字入野２９－３ 

                 TEL ０９８５－７７－０６６３（小西） 

対 象 ： 九州各県の自然観察指導員 定員４０名 

 

プログラム １．九州の生物多様性・地域戦略の現状・・・環境省九州地方環境事務所 

         ２．生物多様性に関する取組み・・・宮崎県環境森林部、自然環境課・綾町エコパーク推進室 

         ３．九州の環境教育の現状と今後の展望・・・九州環境パートナーシップオフィス 

         ４．参加者による意見交換 

５．エクスカーション  ・漁師と歩く綾の森コース  ・雛山コース 

参加費（予定） ・上畑公民館宿泊の場合・・・￥４０００程度 １泊２食、懇親会費用などの実費 

             寝袋が必要、宿泊に必要なものはすべて持参 

            ・てるは森の宿キャビン・・・￥８０００程度 一般の宿泊施設５人程度で１キャビン使用 

懇親会会場には送迎バス使用 

            ・上記以外の宿舎を希望の場合、各自で手配してください 

所持品 ： 筆記用具、バインダー、野外活動用の服装、雨具、着替え、洗面用具、マイカップ、マイドリンク、寝袋 などなど 

 

雨天決行 ： 多少の雨であれば野外での視察研修は行いますので、必ず雨具の用意をしてきてください。 

 

申込み・問い合わせ先 綾町役場 エコパーク推進室 〒宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５１５ 

                                    TEL ０９８５－７７－３４８２ FAX ０９８５－７７－２０９４ 

                                    電子メール aya.BR.2012@town.aya.lg.jp 

申し込み締め切り ２０１５年２月１０日 

             氏名、住所、所属団体、電話・FAX 番号、携帯電話、メールアドレス、宿泊先、エクスカーションなど 

             明記のうえ、お申し込みください。 

             なお、申込み後は 田畑 までご連絡ください。 

 

※興味のある会員さん、是非参加して会員にネットを広げてください。 

 

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

◆ご案内②◆モニ 1000 里地調査シンポジウム 

「人と人がつなぐ全国調査 ～データが紐解く里やまの姿～」 
日時 ： 2015 年 1 月 18 日（日）10:00-13:00 

場所 ： 北九州市立いのちのたび博物館・ガイド館 http://www.kmnh.jp/access/index.php#access01 

料金 ： 無料 

○詳細・チラシなどはこちらをご覧ください http://www.nacsj.or.jp/katsudo/moni1000/2014/10/11000.html 

 

・申込み：申込みは必須ではありませんが、事前申込みにご協力ください。 

お名前／ご所属を下記申込み先にお知らせください。 

★申込み〆切：2015 年 1 月 15 日（木）17:00 まで（※申込み期間を延長しました！） 

 

・申込み先：日本自然保護協会 保護・研究部（担当：後藤） 

      メール：moni1000satochi＠nacsj.or.jp （＠は半角に直してお送りください。） 

      電話：03-3553-4104（平日 10:00～18:00）／FAX：03-3553-0139

-3-



 

【プログラム概要】 
 

・基調講演「市民の調査を自然の評価と保全に活かすには」 竹中 明夫（国立環境研究所 上級主席研究員） 
 

・その他の講演者：佐藤直人（環境省自然環境局生物多様性センター）／高川晋一（NACS-J） 
／森ふさ恵・鶴田雅晴（平尾台自然の郷 野草勉強会）／猪谷信忠（世羅・御調の自然史研究会・せら夢公園） 

／足立高行（おおいた生物多様性保全センター） 
------------------------------------------ 

企画展 「市民が見つめ、調べ、支えてゆく 身近な里やま              身近な里やまの印象（田字草の場合）   

～モニタリングサイト 1000里地調査の取り組みと 5年間の成果～」 
------------------------------------------ 

同会場でモニ 1000里地調査の取り組みを紹介する企画展も開催中です。 

・日時：2015年年 1月 2日（金・祝）～2月 8日（日） 

・場所：北九州市立いのちのたび博物館・ギャラリー館 
・料金：無料 
 

○詳細・チラシなどはこちらをご覧ください。： 
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/moni1000/2014/10/11000.html 

 

------------------------------------------ 

主催：環境省自然環境局生物多様性センター、日本自然保護協会 

共催：北九州市立いのちのたび博物館 
------------------------------------------ 

※ いのちのたび博物館の常設展観覧の際には別途入館料が必要です。 

※ 連休中は恐れ入りますが、メールまたは FAXにて 

  お問合せ・お申込みください。 
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☆報告☆ 春日公園自然観察会 2014 年 12 月 21 日（第４3 回） 

 ～野鳥編～ 

朝、みぞれ模様の天気で、寒い日でした。冬らしさを探して探鳥しました。3 人で、時々散策している市民も加わ

ってもらいつつの観察でした。 

公園で散策というか、歩いている市民に、望遠鏡（25 倍）でアオサギやカワセミの姿を見てもらいました。皆さん、

｢美しい、きれい｣という感想、こういう人たちに自然の楽しさ・面白さを継続して楽しんで欲しい。そういう仲間の

輪を広げたい。（報告 田字草） 

                 池の様子、3 種の野鳥たち        

 

何度もダイビング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             ハシボソガラスの白い目      探餌中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  草地にできた小さな水溜り、ツグミやアトリのオアシス 
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      12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。HYから２種類の美味しいクロワッサン、

KTから福島産りんごの差し入れ有り。天気予報通り年末

年始の天気は風と雨と雪で、とても穏やかな天気とは表

現しがたい状況でした。こういう天気が予想されたので、

私は、初詣は嵐がおさまってから、例年通りの初日の出

を拝む散策も延期と決めていました。お陰様で、自宅で

ゆっくりと庭に来るメジロ・ウグイス・シジュウカラ・

シロハラ・ツグミ・ヒヨドリ、それにジョウビタキを見

ていました。ウグイスはあちこちで 

つんつんしつつ、小さな芋虫を時々 

捕まえては食べていました。いろいろ 

居るんだと感心していました。 

今年もよろしく御願いします。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・永松愛子／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２７年２月１３日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 2 月号の原稿は、2015

年 2／9（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 

 ・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１５４号 2014．12．12 

鳴く虫の観察会報告・立野ダムについての学習会・地域研修（川遊び）など 

・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.９７ 2014．12．14 

初心者向け野鳥観察会の報告を掲載 

  寄付金の報告 

  ・訂正：春日公園での観察会参加費(11/16 分)  

金額の訂正 ３，０００円と前回報告しましたが、３，３００円に訂正します。 

・春日公園での観察会参加費(12/21 分) ６００円 

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

 


