
ナイス福岡 会報 2015 年５月 

黄、白、赤、紫と百花繚乱！緑の溢

れる川の土手、名も知らぬ草花も春

を競い、謳歌している… 

小ぶりで控えめながら凛として存在

を主張している… 

 『ニワゼキショウ』 

 平成２７年５月１日 

福岡市西区橋本 

室見川左岸土手 

大塚俊樹 

yumi 
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                   みんなで観察を継続することが大切なんですね。 

                            

  

 
    

  

 

 

 

                    見ようとすれば、何かが目に飛び込んできます。 

                   その時の生きものたちとの出会い、観察する人達との出会い、       

                   そこから、新たな出会いが生まれ、わくわくする気持ちが生まれます。 

                    観察会、自分流でやってみませんか。田字草 
 

 

 

 

 

 

 

★都市公園で自然観察会４８★ 
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 ５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  
２３８ 

季節感 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                    福岡植物友の会 主催 
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６／１４（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）

６／１３（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） 

６／２（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） 

５／２４（日）６／２８（日） 

久末ダム探鳥会（福津市） 

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）

５／１７（日）６／２１（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） 

 

６／７（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）

 

第６期 

「身近な植物ボランティア養成講座」 

 

実施日 ５月３０日 

    ６月２７日 

 

時 間：9：00～12：30 

集 合：高良大社下宮社 

問合せ：hashida@kurumenoshizen.net 

（橋田） 

６／６（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。 

 

「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。

 

５／２４（日） 

濃施山公園（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） 

５／１５（金）～１６(土) 

加江田渓谷(宮崎市) 

参加有料、予約必要 

問合せ：092-575-3131（北野星二）

 

５／２３（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） 

５／２３（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）



◆2015 年度定例総会・自然観察会◆ 

～生きものの観察を楽しもう～ 

 

◇自然観察会 

日時６月２８日（日）１０時～１２時まで     

◇場所 春日公園                                

※集合場所：春日公園の旧公園管理センター 

(自然かんさつ館)前                  

◇定員 自然に興味を持った人 ２０名 

◇主催：福岡県自然観察指導員連絡協議会（ナイス福岡） 

◇連絡先 担当：田村 耕作 

TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕 

※申込みの際には必ず電話をお願いします。 

E メール kurabird-.tamura@nifty.com 

 

◇2015 年度 定例総会 
 今年度の福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会を、下記の日程で開催いたします。会員の皆さん、ご参加を

お願いいたします。 

☆日時  ６月２８日（日）  

１３時３０分 ～ １５時３０分                           

☆場所   春日公園・旧公園管理センター ２階 会議室 

 ※午前中は、春日公園内にて自然かんさつ会を 

予定しています。こちらにも是非ご参加下さい。 

【議題】  ・２０１４年度の活動報告と決算案について 

・２０１５年度の活動計画と予算案について 

・その他 

☆連絡先 担当：田村 耕作  TEL０９２－４００－１７６５〔ＦＡＸ兼用〕 

E メール kurabird-.tamura@nifty.com 

※画像はくすのき原稿から入手しました（事務局）。 

 

 

 

 

 

 

 
生物の多様性をおもいつつ。
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・～・投稿①・～・和白海岸の春のようす   山本 廣子 

★和白海岸の春は植物の花や穂が出て、生命の息吹が感じられます。 

【ハマニンニク】                   【シロバナヤマフジ】 

和白海岸が日本の南限自生地になっています。      和白海岸の樹林帯の海辺にはヤマフジが伸びています。 

アシ原入り口付近やアシ原の中道にもハマニンニク    その中にシロバナヤマフジも今花房を下げています。 

が大きくなり、一斉に穂を付けています。        ハリエンジュも今が花の盛りで良く似ていますが、 

                            花房が長いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

・～・投稿②・～・窓越しの自然観察② 

 冬の間は、竹林と落葉樹林の区別がつく程度、他は薄墨色

一色となる周辺も、山動き、笑う候になるとモザイク模様の

衣を纏い、日々その色合いを変えて行く様を眺めるのが短い

期間ながら楽しみとなります。 

 ヤマモミジの新葉も出そろうと眼に痛い程。この時期の雨

を、緑雨というのも納得の鮮やかさ。 

 今年は花付きも悪かったのに、子供達が一斉に葉をひろげ

足元を埋め尽くしています。びっしりと花をつけた年の種か

らでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小鳥達の姿は消え、今はガビチョウの独り舞台、水浴びに再々 

お出まし、枯葉をかき回し、様々な鳴き声で賑やかなこと！ 

 

 猫の鼻面程の庭は、ノエンドウの密林と化していますが、今年は、

スズメで占められ、カラスは少々。年によって、カラスばかり、カラ

スとカスマが主力の年、と違いがあるのは？？  

 いずれも、ゼロの年はないものかと・・・ 

               （ダムサイトの住人 2015/4/25 記） 
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☆報告☆ 春日公園自然かんさつ会 2015 年４月 19 日（第 47 回） 

  ～春日公園 香り探し～                                   

     

傘が手放せないような天気の中、香り探しを課題に歩きました。 

植物の香り、役目は？ 

初に花を咲かせ始めたヒラドツツジの花、微香。ミモザ（フサアカシア）の花、 盛期から少し時間を経た花で

したが、少し香りあり。くすのきは若葉、枝ともに切り口で強い香り。この日、一番の香りの主。ユズリハ・ホルト

ノキの葉、香りを感じず。 

以外に思った種が、花を咲かせ始めたシロツメクサの花、香りが強い。新発見でした。 

モクレンの花、微香あり。 

今回、手にとって香りを確認できなかった種は、ジンジャー、ヨモギ、クズ、ジンチョウゲ、クチナシなど。 

次回（5/17）は、香りを課題にして、公園内を歩きたいと考えています。（お世話係：田村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・～・投稿③・～・ 

拝啓 皆様お変わりありませんか。お蔭様で私どもも元気です。 

今年も狭庭に咲きました。（本のむし） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5-

立浪草 

大山蓮華

山保呂之

この 花は 園芸種

の 小 さ な 花 で す

が、小鳥のヒナ達

に見えませんか？



     2015年４月の定例発送会は、山本弘子・永松

愛子・鶴田義明・藤川渡・大塚俊樹・田村耕作が参加。美

味しいクロワッサンや月餅などの差し入れあり。先日佐賀

県の馬渡島に鳥を見に出かけました。この島で、私にとっ

ての新発見がありました。ツワブキを栽培している畑を見

かけました。野山に自生しているツワブキと比較すると葉

の大きさで4～5倍はあるでしょうか。茎も太く、食べでが

ありそう。福岡では見たこと 

が無かったので、ツワブキ畑が新鮮でした。 

島の散策、いいですね。わくわくします。 

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／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６月１２日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 6 月号の原稿は、2015

年 6／8（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１６８号 １５．０５．０１ 

  「鳥信で募集する野鳥たち」カッコウの生態と共に掲載 

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.187 2015 年 4 月 1 日 

    地域活動報告を掲載。私たちの活動の参考になりそう。 

 

  参加費・寄付金の報告 

  ・春日公園での観察会参加費(2015 年 4/19 分) ９００円 

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

０


