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自然感
yumi

★報告とご案内★
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～

季節感
季節は巡る。
山々が未だ眠っているこの時期、早
くも花をつけ、ゆらりゆらりと春の
到来を告げる…
第１回目(2006 年３月）に続き２度
目(109 回目)の登場
『キブシの花』
平成 27 年３月６日
福岡市西区西部霊園
大塚俊樹

2/27（金）の夕方 最終実行委員会
2/28（土）の午後から3/1（日）のお昼まで、ミーテング本番
定員を超える参加者があり、楽しくておもしろい５つの分科会、
①三里松原を歩く ②みんなでエコアップ ③半農半X！
④岡垣フットパス ⑤センス・オブ・ワンダー ⑥ほっこり農園
そして交流を兼ねた夕食は、各分科会ごとに決められた材料で料理し食
べる。調理と食事の間にでた生ごみの少なさを競う活動でした。
これらの活動内容は、報告書にまとめ、お知らせします。
ありがとう ございました。 田字草

★都市公園で自然観察会４６★
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。今回は特に、コケ類・地衣類を中心に進
めます。
☆日時 ３月１５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 福岡支部 主催
３／１５（日）４／１９（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）

※一般参加費：300 円（中学生以下無料）

４／１１（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）

３／２８（土）４／２５（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）

４／５（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）

４／１２（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）

４／７（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）

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）
３／２２（日）
延命公園（大牟田市）
時 間：9：00～12:00
集 合：濃施山公園内すいせん橋
問合せ：090-7446-9047（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
ブログは 三国丘陵 検索 で
すぐにヒットします。

４／４（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）

「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
第 419 回例会 ３／２９（日）
筑後川 春の野草を愉しむ会
時 間：9：00～14：30
集 合：筑後川防災施設くるめウス
参加費：400 円
定 員：60 名
持ち物：はし、皿、カップ
水筒、帽子、筆記用具
共 催：筑後川
まるごと博物館実行委員会
問合せ：hashida@kurumenoshizen.net

和白干潟を守る会 主催 （橋田）
和白干潟を守る会 主催
３／２８（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）

福岡植物友の会 主催
３／２８（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）
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３／１５（日）
熊本城監物台樹木園
参加有料、予約必要
問合せ：092-575-3131（北野星二）

★投稿①★窓越しの自然観察
寺内ダムの堰に続く狭い空間は暖かさが違うのか二月の声を
聞くと紅梅が一気に満開となる。が 100 ㍍ほど登る自宅の紅梅
はまだ硬い蕾、と数キロの範囲で、二週から一ヶ月の違いがあ
る。
人家が数軒の頃は、群れで見かけた様々の鳥達は数年で目に
しなくなり、毎年必ず姿を見せるのはジョウビタキ、モズ程度
で、ヒヨドリさえも見ない年がある。
三月に入って今年は珍しく、数種が庭に訪れてくれるようにな
った。メジロ、シジュウカラ、エナガ、ヒヨドリ、シロハラ、
ツグミ、ムクドリ、張りのある美声で、ピポピポ、パ〜〜とイ
カル。ここ数年は、昔懐かしいスズメも姿を見かける。
せわしなく動き回るエナガを、今年ヤッとデジカメに収める
ことが出来ました。
（ダムサイトの住民より）

隣の枝に来たヒヨドリを警戒して、逃げ込むメジロ⇒

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

★投稿②★身近に春を感じた二つ

山本廣子

☆その１．春、今、ミツマタ（ジンチョウゲ科）が満開
以前植えたミツマタの木は、私の自宅の庭が気にいったようで
どんどん大きくなりました。
横にも枝を広げて、今黄色くて丸い花を咲かせています。香り
がとてもいいです。ミツマタは枝が和紙の原料になります。英
彦山の参道の階段の両脇で見たミツマタがステキで、自宅にも
苗木を植えました。

☆その２．2/28 のクリーン作戦（和白干潟を守る会の活動）の時に和白干潟沿岸で見つけました。まだ寒い中、ツル
ナの黄色い花が咲いていて、嬉しかったです。
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☆報告☆ 春日公園自然かんさつ会 2015 年２月 15 日（第 45 回）
冬芽編（2）
穏やかな天気の冬の 1 日でした。会員 4 名で、春間近の木々の芽や葉の付いていた痕を探して楽しみました。
報告：田字草 《(ai)とある写真は愛が撮影》
参加者の感想です。
・がんばれ、コナラの芽とつぶやいた。
・カエデの新芽（冬芽）が二つずつが印象的。
・そんな木々の枝先で小さな小さなシャクトリムシが動きだしている。
・カツラの冬芽、芋虫のように見えた。
・ノシランの実の色が鮮やかさを増していた。
・超小さいアセビの芽を見つけた。
・デーモン閣下を思わせるサンゴジュ、今の冬芽が面白い。
・ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラ、それぞれの冬芽、違いが見えてきた。
・冬最中、団栗を拾い集めて遊ぶ子供たち、ほっとする光景。
・冬芽、そうぞう、想像、創造、楽しく面白い。そしてそのすごさから大切さを思う

カツラの冬芽

イチョウの冬芽

サンゴジュの冬芽

どんぐり遊びする子供たち

集められたどんぐり

ハマキガの住まい？(ai)

ヤマザクラの冬芽(ai)

ハラビロカマキリの卵のう(ai)

だれでしょうか

《次頁に続く》
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タブノキ

ゴモジュ

コナラ

アラカシ

ユズリハ

ハクサンボク

イヌビワ

クヌギ

モミジ

←タイワンフウ

オオシマザクラ→

報告、田字草
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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４月１０日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 4 月号の原稿は、2015
年 4／6（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１６６号 １５．０３．０１
イソヒヨドリの話を掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２７年３月号 第５５巻
太宰府市にある九州国立博物館周辺の森での植物観察会の様子を掲載
参加費・寄付金の報告
・春日公園での観察会参加費(2015 年 2/15 分) ８００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/

編集後記 2015年2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。鶴田義明から欠
０
席の連絡有り。美味しい金柑などの差し入れあり。３
月の声を聞くと、この頃、目に飛び込む草や木々、聞
こえる野鳥の声に春を感じつつ散策して
います。身近な観察の様子を投稿して
いただき、嬉しい春です。田字草

←2/15 枯れた葉で活動中
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