
ナイス福岡 会報 2015 年７月 

雑節 半夏生は今年は７月２日で

あった。 梅雨の晴れ間、遠くから

ニイニイゼミの声が聞こえてくる

… 半化粧や片白草などの別名を

持ちドクダミ科の、この草は独特

の匂いを持つ… 

第１６９号に続き２回目の登場。 

  『ハンゲショウ』 

平成２７年７月２日 

糸島市高祖神社参道 

大塚俊樹 
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★都市公園で自然観察会５０★ 
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 ７月１９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〕        

※2014 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〕   

 Email kurabird-.tamura@nifty.com 

自自然然感感  
２４０ 

季節感 

◆報告◆天神で生きもの観察会 
生きものと私たちのくらし展（2015 年 5 月 19 日～5 月 25 日）福岡市役所の 1

階ロビーが開かれました。参加団体２２組（下記参照）。 

その中で、週末 23 日のイベントがあり、観察会に協力。 

◆イムズ周辺や市役所西側等での生きもの観察会 

◆生きものと私たちのくらし図書スペースオープン 

◆木のボールプール設置 

今年度出展した団体は２２組。以下の皆さんです。 

・九州大学大学院統合新領域学府 

ユーザー感性学専攻 

・日本鱗翅学会・日本蛾類学会会員 小藤佳紀 

・福岡きのこ友の会・蓮葉井尻の会         ↑ナイス福岡の展示 

・「たのしイネ」プロジェクト(吉原住宅有限会社・福岡教育大学) 

・NPO 法人エコネットふくおか・NPO 法人循環生活研究所・有田動物病院 

・かなたけの里公園・こうのす里山くらぶ・劇団風の子九州 

・スリランカで活動する高田奈央子さんと Udapusallava Amherst Tamil School

の生徒のみなさん 

・福岡市油山自然観察の森・まほろば自然学校・博多昆虫同好会 福田治 

・福岡県自然観察指導員連絡協議会・日本野鳥の会福岡支部 

・福岡県自然環境課・福岡市環境局環境調整課（主催）・福岡市港湾局 

・福岡市植物園・NPO 法人グリーンシティ福岡（敬称略、順不同） 

 

生きもの観察会は、１回目（１１時から）２０名、２回目（１３時 30 分から）

９名の参加あり。案内人（ナイス福岡２名永松・田村）と協力者が３名で、天

神の生きものを楽しみました。（報告・田村／写真提供・グリーンシティ福岡）

 

 

 

 

 

 

観察の前にちょっとお願いを 

みんなでモミジの種を観察。 

←気をつけたチャドクガ 

 

 

 

 

 

 

小さな種（カスマグサ）の観察→ 
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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 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

８／９（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）

８／８（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） 

８／４（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） 

７／２６（日）８／２３（日） 

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）

７／１９（日）８／１６（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） 

 

８／２（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４２１回例会 ７／２０（月） 

キノコの観察会とキノコカレーの会 

集 合：上津小学校運動場入口 

時 間：9：00～14：30  雨天決行 

定 員：20 名 

参加費：200 円 

持ち物：スプーン、皿、カップ、雨具 

     水筒、帽子、筆記用具 

要申込：TEL 0942-51-7064（古賀） 

    FAX  0942-51-7065 

問合せ：hashida@kurumenoshizen.net 

（橋田） 

９／５（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：無料 

 

8 月の観察会はお休みです。 

 

北筑後保健福祉環境事務所との合同観察会

を 10 月 3 日に行う予定です。 

７／１８（土） 

有明海・三池島ベニアジサシ観察会 

時 間：9：00～14:00 

集 合：大川市若津港・花宗渡船場 

参加費：500 円 要申込 6 月末まで 

問合せ：090-7159-3933（松富士） 

７／１９（日） 

山下湖（大分県九重町） 

参加有料、予約必要 

問合せ：092-575-3131（北野星二）

 

７／２５（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） 

７／２５（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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◆報告◆2015 年度 福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会◆ 
                           福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局 

開催日：２０１５年６月２８日（日）  

場 所：福岡県立春日公園と旧公園管理センター〔自然かんさつ館〕 

日 程：その１．公園での観察会 １０時から１２時まで 

案内人福岡植物友の会 

    その２．定例総会（１３時半から１５時半まで） 

於 旧公園管理センター 

【１】議事録 

○議事進行：小野仁 ／ 書記：田村耕作  

１）小野仁事務局長の挨拶の後、参加者全員が自己紹介を行った。 

   その後、春日公園四季おりおりの自然を、小野仁事務局長がスライドで紹介。 

２）配布資料を基に２０１４年（２０１４年６月～２０１５年５月）の活動報告があった。 

＜その他の発言＞ 

  ・「三国丘陵の自然を楽しむ会」では、当初からの方針で様々な視点から自然を見るということで活動している。

（松永）  

  ・「青葉ネイチャークラブ」では、クラブを体験した中学生がお手伝いとして活動に加わっています。（山本弘子） 

  ・「環境フェスティバル」はナイス福岡として、ぜひ協力していきたい。（小野） 

以上の報告を受け、承認された。 

３）配布資料をもとに２０１5 年度の活動計画について確認をした。 

以上の報告を受け、承認された。 

４）２０１４年度会計報告及び２０１５年度予算案について、資料を基に報告があった。（宮原）  

  監査（辛島）・当日都合で欠席のために、事前に資料を見ていただき、了解を得た。 

会計（宮原）・ここ数年来の赤字体質。今のところ、繰越金で賄っている。 

・２０１５年度予算（案）については、通常通り予算立てしています。 

以上の報告を受け、承認された。 

５）事務局体制について  

  ・事務局体制について協議の結果、２０１４年度と同様で対応。 

以上、承認された。 

６）その他 

  福岡県が進める｢ふくおか生きもの見つけ隊 自然観察会｣の説明を担当の自然環境課野生生物係から、説明を受

けた。当会としても 7/19（日）春日公園の観察会の中で、この観察会に協力する。当日配付する資料の配布有り。

（小野）                                              

 

【２】活動報告等詳細(配布資料より)  

 ２ ０ １ ４ 年度（２０１４／６～２０１５／５） 活 動 報 告 

◎２０１４年 

６月１５日  第３７回春日公園自然観察会            ７名参加  

６月２９日   総会前、自然観察会ｉｎ春日公園          ５名参加  

６月２９日  ２０１４年定例総会 於：県立春日公園管理センター １０名参加   

７月２０日  第３８回春日公園自然観察会            ７名参加  

８月１７日  第３９回春日公園自然観察会            ９名参加  

８月２３日  福岡市環境デー事業ｉｎ能古島 自然観察会     ５名協力  

９月２１日  第４０回春日公園自然観察会            ５名参加    2014/11/16 春日公園観察会 

１０月１１日  八女市上陽町キッズ育成事業 自然観察会        ２名協力 

１０月１９日  第４１回春日公園自然観察会             ３名参加 

１０月１８,１９日 環境フェスティバルふくおか 2014 出展（来場計 872 名) 延２９名協力 

１０月２３日  福岡市保育協会の研修会（自然とのふれあい…大濠公園）  ７名協力 

１１月 ２日  八女市上陽町 秋祭り出店                ４名協力 
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１１月１４日  田島公民館地もと学講座                 １名協力 

１１月１６日  第４２回春日公園自然観察会              １６名参加  

１１月２３日  和白干潟まつり（自然観察会）               ２名協力  

１２月 ６日  福岡市環境デー事業ｉｎ室見川 自然観察会          ５名協力 

１２月２１日  第４３回春日公園自然観察会                 ３名参加  

◎２０１５年 

１月１８日  第４４回春日公園自然観察会                 ５名参加  

２月１５日  第４５回春日公園自然観察会                 ４名参加  

２月２７,２８日 2015 年九州環境教育ミーティングｉｎ岡垣           ３名参加 

３月１５日  第４６回春日公園自然観察会                  ８名参加  

３月３１日  博多湾内外の海鳥ツアー                    １名参加 

４月１９日  第４７回春日公園自然観察会                 ４名参加  

５月１７日  第４８回春日公園自然観察会                   ５名参加  

５月２３日  生きものと私たちのくらし展での天神で生きもの観察会   ２回あわせて２９名参加     

◎その他関連 

＊『自然感 くすのき』のシリーズについて、始まり！終り！続いて！います。 

  ★ワンポイントｐｈｏｔｏ 季節感 

  ★春日公園自然観察日記、充実！ ★私のデジカメ日誌より★窓越しの自然観察より 

  ★会員各位の投稿 増加しています！！  

【その他関連】 

 春日公園での探鳥会に協力（日本野鳥の会福岡支部とナイス福岡の共同実施）     

 毎月第１火曜日の１０時から１２時まで。毎回２０名前後の参加者有り。 

  

【各会員の所属する団体の活動】 

◇三国丘陵の自然を楽しむ会 活動報告 

2014 年 7 月 5 日 九歴 駐車場～西の疎林～西の農地 

～津古三沢の森林～弁財天 15 名参加  

2014 年 9 月 6 日 九歴 駐車場～ヨシノボリの溝～ロータリー 

～東の池沿い～北側～西側～駐車場 9 名参加 

2014 年 10 月 4 日 九歴 駐車場～西の散歩道～館北側をまわって駐車場 11 名参加 

2014 年 11 月 1 日 九歴 駐車場～桜のトンネル～弥生の丘～イヌビワ小径～桜のトンネル 9 名参加  

希望者のみで谷あいへ 

2014 年 12 月 6 日 九歴 駐車場～西の散歩道～西の田んぼ  9 名参加 

2015 年 1 月 10 日 九歴 駐車場～ヨシノボリの溝～桜のトンネル～弥生の丘～イヌビワの小径～桜のトンネル 

～駐車場  15 名参加 

2015 年 2 月 7 日 九歴 駐車場～ヨシノボリの溝～西の散歩道～西の田んぼ～駐車場 10 名参加 

2015 年 3 月 7 日 九歴 駐車場～ヨシノボリの溝～桜のトンネル～イヌビワ小径～弥生の丘～駐車場 13 名参加 

2015 年 4 月 4 日 九歴 駐車場～西の疎林～西の農地～西の疎林～駐車場 11 名参加 

2015 年 5 月 2 日 九歴 駐車場～西の疎林～ヨシノボリの溝～館東の池～北側～駐車場 11 名参加 

2015 年 6 月 6 日 九歴 駐車場～ヨシノボリの溝～西の疎林～西の田んぼ 11 名参加 

[福岡県関連] 

①九州歴史資料館敷地内のヨシノボリの溝（うなで）の件 

長い年月を溝環境として落ち着いていたヨシノボリの溝内の貴重な地衣類壁面があった場所に、２０１４年２月に一

部の壁面ごと取り除かれドンと落ち込んだ形で突然湿地が出現しまし た。跡地のトンボ池がなくなるということで、

あわてて福岡県自然環境課が西鉄に依頼、溝内をユンボで堀り、トンボ池の一部の土壌を移設したとのことです。 溝

に生育しているものなどの調査も行われず、業者任せにしたことで結果的に荒っぽいやり方になってしまったことを

県も認めています。 

この場所の整 備について、北筑後保健福祉環境事務所より、２０１４年８月に意見を求められていたので、「人の力

で無理に改変した場所の整備には、その後の維持管理も大 変で無駄になるので、今後は危険軽減措置や草刈のみを行

いそのほかの整備はやめた方が良い」という文章を同事務所・地域環境係に２０１４年 9 月 10 日提出 しました。 

しかしながら、コガマや希少昆虫のために、溝環境の一部にもう１箇所湿地を増設したいとの事務所の意向です。増

設するにしてもほんの少 し掘るだけという話でしたが、企業ＣＳＲの利用など湿地の規模も大きくなってきているよ

うなので、「本当に必要かどうか調査をして見極める必要があるので はないか」と当会の返事をしています。引き続

き関係者と協議をしていくことになっています。 
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②合同観察会の件 

今後２年間で、年３回程度の当会との合同観察会を九歴内で行い、生きもの調べをしていくことになっています。そ

の後啓発資料を作成するそうです。 第１回観察会は、７月４日（土）。事業としては、午後の座学もあるそうですが、

当会は午前中の観察会のみ行います。 

 

◇青葉パークネイチャークラブ平成２６年度活動報告 報告 瓜生顕一郎                     

平成２６年 ５月１１日  青葉公園自然観察会及び環境学習 

平成２６年 ８月 ３日  樫原湿原自然観察会 

平成２６年 ９月 ７日  青葉公園自然観察会及び環境学習 

平成２６年１１月 ９日  青葉公園自然観察会及び環境学習 

平成２６年１１月３０日  立花寺リフレッシュ農園で自然観察 

・クラフトつくり  福岡県環境教育学会例会と合同開催 

平成２６年１２月１４日  青葉公園自然観察会及び環境学習 

平成２７年 ２月 ８日  青葉公園自然観察会及び環境学習 

平成２７年度活動予定                            樫原湿原自然観察会の様子 

青葉ネイチャークラブ   ４月～２月  ６回青葉公園で自然観察会 

                    公園外活動 ８月（北九州市） 

             ９月     リフレッシュ農園で自然観察会とクラフトつくり 

             １月     青葉公民館主催 野鳥観察会支援 

 

３）《 ２０１５年(2015 年 6 月～2016 年 5 月) 活動計画 》                   

＊ 九州歴史資料館周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力。奥山ではなく、すぐ足元にある身近な自

然に目を向けてもらうために、今後とも観察会をやっていきます。 

＊ 青葉パークネイチャークラブの観察会等、青葉公園にて自然観察会他。            

＊ 環境フェスティバルふくおか 2015〔10 月の２日間〕 協力予定            

＊ 福岡県営春日公園での観察会協力予定と自然かんさつ館の活用             

＊ ナイス福岡のホームページ掲示板の活用                        

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････           

『春日公園でのいろいろな観察会』は継続して実施したい。 

  毎月第１火曜日 １０時から１２時まで 定期的な探鳥会        環境フェスティバルふくおか 2014 のお店 

毎月第３日曜日 １４時から１６時まで 定期的な自然観察会 

毎月第４日曜日 ９時から１２時まで 定期的な野あそびの紹介 

◇「この場所で実施したい」という候補地を挙げて、みんなで協力して実施しましょう！ 

 その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、自然保護 

を考えていきたいと思います。 

 毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

４）２０１４年度会計報告、２０１５年度予算 

  会計の宮原俊彦から報告。６ページ参照。 

５）事務局体制について 

《２０１５年度役員 》 

顧問：冷川昌彦                    

代表：田村耕作、事務局長：小野仁 事務局：藤川渡、吉田素子、山本弘子 

 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 監査：堀謙治、辛島真由美 
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☆報告☆ 春日公園自然かんさつ会 2015 年 6 月 28 日（定例総会時） 
日時： 2015 年 06 月 28 日 10 時から 12 時 30 分まで、晴れ 

参加者：山本弘子・永松愛子・小野仁・松本麻理・徳永紀男・田村耕作 

協力者：福岡植物友の会（北野星二・野村郁子・片田忠子・広田草子・上野徹） 

今回の観察会のテーマは、福岡植物友の会流の自然観察を体験することでした。 

・ユズリハの仲間であるが、アオジクユズリハという種を認識した。 

・視点が異なると、観察内容も違った。 

・足元の草花も意識して観察したい。 

・それぞれの会の良さを体験できた。 

・春日公園の広さを体験し、じっくり観察し、おもしろさ実感。 

観察した生きもの 

・ ウラジロチチコグサ・チチコグサモドキ・チチコグサ・ネジバナ・ニワゼキショウ 

・ オオニワゼキショウ・アオギリ・シロツメクサ・ナワシログミ・ミツバアケビ・ホルトノキ・ヒメユズリハ 

・ ヒイラギ・ブタナ・フサアカシア・ヒノキバヤドリギ・サンゴジュ・ヤマモモ・モッコク・アレチギシギシ 

・ アメリカフウ・ノキシノブ・オヘビイチゴ・ウバメガシ・メタセコイア・トキワハゼ・ヒナギキョウ・ユズリハ 

・ アオジクユズリハ・アメリカスズメノヒエ・ヒメヨツバムグラ・クサイ・コブシ・ツノマタケ 

・ シロソウメンタケ・アオサギ・スズメ・コシアキトンボ オオシオカラトンボ・ツマグロヒョイウモン 

報告：田村 耕作  

 

 

 

 

 

 

      観察会風景           観察 開始      シロツメクサの種   ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ 

 

 

 

 

 

                観察のまとめ 
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・～・投稿①・～・窓越しの自然観察 ④ 
六月下旬、一斉に田植えが終わり、この時期ならではの田園風景が広がる

頃から、ダムに至る坂道の両側そこ此処にネムの花が満開になります。 

セメントで固められた斜面に、自然に増えたと思われる高木があちこち。

この辺りの花(雄しべ)は、佐賀七山へ行った折に見たネムと違って、色

合いも地味で短いのですが、朝日を浴びる様は、運転が危うくなる程、

目を奪われます。 

 

地上には、ねじ花がポツポツと満開。写真右のように、群生する年も

あれば、同じ場所で探さなければならない年も。 

空き地は同じようでいて、年々群生する植物も変化をして行きます。

消える、生える、様変わりが激しいと改めて思います。 

（ダムサイトの住人 2015/7/3 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

☆報告☆ 春日公園自然かんさつ会 2015 年 6 月 21 日（第 49 回） 
日時： 2015 年 06 月 21 日 14 時から 16 時 30 分まで、曇り 

参加者：山本弘子・永松愛子・小野仁・谷口義和・徳永紀男・田村耕作 

今回の観察会のテーマは、ネジバナの観察を中心に梅雨時の花々を観察した。 

・ネジバナを公園施設の屋根で発見。 

・ネジバナの花の付き方は、右回り、左回り有り。白い花も見かけた。 

・ニイニイゼミの声を聞いた。 

・キノコの種類が多かった。 

・この時期、白い花が多いことに気付いた。 

・タブノキの実や葉を覚えた。 

・ベニイトトンボ、コシアキトンボ、シオカラトンボ、オオシオカラトンボ、チョ

ウトンボ、ショウジョウトンボを観察した。池の周りはにぎやかでした。 

（報告：田村 耕作）          屋根のネジバナ 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

花が白いネジバナ       ベニイトトンボ 
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・～・投稿②・～・２０１５年０６月私のデジカメ日誌より 

本のむし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月９日 妻が見つけてくれたクロメンガタスズメです。 

初めて観ました。後頭部に猿面があり、触るとギッツと 

鳴きました。 昔、沖縄でも珍しいといわれていたのが、 

ここまで北上してきたのでしょうか。   （本のむし） 

 

 

６月２２日 福岡のど真ん中の春吉にもジャカランダの花が咲いていま 

した。お寺の関係でこの景色は私には見慣れた景色のはずでしたが、 

これは気づきませんでした。日南市の宮崎県亜熱帯作物支場内のジ 

ャカランダの杜が有名で、南米原産。 桐の花に似ていてキリモドキと 

も紫雲木ともいうようです。（本のむし） 
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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、事務局の都合により、平成２７年８月７日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年８

月号の原稿は、2015 年 8／3（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１７０号 １５．０7．０１ 

  「鳥信で募集する野鳥たち」オオヨシキリの生態などを掲載 

・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎo.１１４（2015．6．15） 

     総会講演 ｢防風林と雪虫と｣のお話しを掲載 

  参加費・寄付金の報告 

・春日公園での観察会参加費(2015 年 6/21 分) １，３００円 

・春日公園での定例総会前の観察会参加費(2015 年 6/28 分) １，３００円 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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     2015年6月の定例発送会は、山本弘子・永松

愛子・田村耕作が参加。欠席の連絡が大塚俊樹・藤川渡

から有り。中華マン・クロワッサンなどの差し入れあり。

今、梅雨時で、あちこちの草地でネジバナ（モジズリ）

が花を咲かせています。花の色は見れば見るほど鮮やか

な色ですね。西区の今宿野外活動センターに出かけ、草

の運動広場がほぼネジバナで占められて 

いるのを目撃しました。草地全体が、この 

花の色に染まっていました。ともかく、 

大大群落を楽しみました。田字草 

 

編集後記 


