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自然感
yumi

第 508 回 NACS-J
自然観察指導員講習会・熊本県のお誘い
主催：（公財）日本自然保護協会
・自然観察指導員熊本県連絡会・ネイチャー佐賀
会場：国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市）
開催日：２０１５年 11/14（土）～11/15（日）１泊２日
費用：２４，０００円
申し込み期間：9/28（月）～10/19（月）
問い合わせ先：（公財）日本自然保護協会
電話 03-3553-4105
会員の皆さん、
まわりの方に、講習会への参加をお勧めしてみてください。

季節感

『散れば咲き 散れば咲きして 百日紅』
加賀千代女
炎天燃える夏…
すべてを焼き尽くすかの様な熱暑のなか、
この花は生き生きと精気が溢れている…
『サルスベリ』
平成２７年８月４日
糸島市高祖神社参道金龍寺入口

大塚俊樹

★都市公園で自然観察会５1★
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 ８月１６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〕
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
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日本野鳥の会 福岡支部 主催
８／１６（日）９／２０（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）

９／１２（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

８／２３（日）９／２７（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
時 間：8:00～11:00
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）

９／６（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）

９／１３（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）

９／１（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）

８月の探鳥会はお休みです。

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
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）

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
8 月の観察会はお休みです。
次回の北筑後保健福祉環境事務所との合同
観察会（三沢ビオトーププロジェクト）は
１０月３日です。

参加費：無料

久留米の自然を守る会 主催
第４２２回例会 ９／１８（金）
筑後川観月会
雨天決行
月面観察と周辺の天体と星座を観察し
ます。天体観測と星座の指導は吉田哲
磨先生です。お月さまの昔話が二つあ
ります。
集 合：筑後川防災施設くるめウス

時 間：19：00～21：00
要申込：TEL 0942-51-7064（古賀）
FAX 0942-51-7065
問合せ：hashida@kurumenoshizen.net

（橋田）
和白干潟を守る会 主催
８／２２（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
８／２２（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）
－ ２ －

８／２３（日）
菊池渓谷（熊本県菊池市）
参加有料、予約必要
問合せ：092-575-3131（北野星二）

「夏の自然―和白」
2015.8.1
１．2015.7.12 ネムの花

暑い日に和白干潟の堤防を奈多まで歩いた。
クリークのそばには
ネムの花が咲いていて、涼しげだった。

２．2015.7.21 頑張るウミニナ

引いた和白干潟の沿岸を唐原川河口まで歩いた。
干潟の中にまばらに伸びたアシの茎の上まで
よじ登ったウミニナを発見した。ウミニナは
アシの茎についているケイソウをかじって
食べているようだった。

３．2015.7.29 アブラゼミ

夏の我が家は早朝からセミの大合唱で始まる。
昼間の静かな時にハクモクレンの幹に止まって
休んでいるアブラゼミやクマゼミを発見した。

－ ３ －

山本 廣子

７月２日 手前のカメは大濠公園で観た北米原産のチ

７月１５日 午後 7 時頃、筑紫野市天拝坂で観たレンズ

ズガメの仲間で、奥は要注意外来生物のミシシッピア

雲です。富士山の「吊るし雲」ほどダイナミックではあり

カミミガメです。 このチズガメは私を見て近づいて来ま

ませんが、この日、四国の南海上に大型で非常に強い

したので、しっかり餌付けされているようでした。アカミ

台風 11 号が迫っていました。福岡地方はそんな気配

ミガメと同じ規制が必要なのではないかと感じました。

は殆ど感じませんでしたが、上空にはきっと強い風が

（本のむし）

吹いていたのでしょうね。（本のむし）

７月１０日 筑紫野市天拝坂で今年生まれたハシボソ

７月３１日 ２１：０５

ガラスの幼鳥です。早朝から夜間まで、ガアガアとうる

ムーンです。英語では珍しいことや稀なことを例えて

さいことです。赤い口を開けて親に餌ねだりをしていま

“once in a blue moon”と表すようで、月が青いわけでは

すが、このせいでしょうか、最近モズの声が少なくなり

ないようです。月の満ち欠けは約 29.5 日周期で、１ヶ月

ました。（本のむし）

で 2 度の満月を見られるタイミングはだいたい 3 年に 1

筑紫野市天拝坂で観たブルー

度くらいのようで、今月 7 月は 2 日も満月でした。
次は２０１８年だそうです。（本のむし）

くすのき ２０１５年８月号投稿原稿-本のむし
Nais-fukuoka 福岡県自然観察指導員連絡協議会

－ ４－

☆報告☆
日時：

春日公園自然かんさつ会 2015 年 7 月 19 日（第 50 回）

2015 年 07 月 19 日 14 時から 17 時まで、雨のち曇り

参加者：山本弘子・永松愛子・小野仁・生田哲朗・徳永紀男・松永紀代子・鶴田義明・田村耕作
今回の観察会は、福岡県環境部との共催でした。ナイス福岡の会員が協力し、ふくおか生きも
の見つけ隊の自然観察会を、春日公園で実施した。テーマは、生きものガイド（初級編・身近
な環境、

中級編・里山）に記載されている生きものを中心に観察した。

我々８名と県担当者３名、参加者は、県が予め募集したふくおか生きもの見つけ隊の会員４
４名（16 の家族）です。
雨と雷でしばらく待機し、この時に記録方法の説明有り。環境省のホームページ生きログに、
観察した生きものを掲載します。
雨が小ぶりとなり、雷鳴もしなくなり、３班に別れ観察開始です。はじめ、ドングリの木々、
マテバシイ・ウバメガシ・クヌギ・アラカシ・スダジイを見て歩き、これらの実には、１年も
のと２年ものについて助言。調整池の側溝では、クロメダカやアメリカザリガニ、シオカラト
ンボのヤゴを、網を入れて観察。運よく、近くのケヤキの幹を登るクマゼミの幼虫も観察。カ
ワセミやアオサギにも出会い、ホテイアオイの花も観察。報告・田字草

－ ５ －

◆◆◆◆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 9 月 11 日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 9 月号の原稿は、2015
年 9／7（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１７1 号 １５．０８．０１
「鳥信で募集する野鳥たち」イカルの生態などを掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２７年７月号 第５６巻
第 676 回例会「宮地岳（240m）・在自山（249m）」報告などを掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２７年８月号 第５６巻
第 677 回例会「山下池」報告などを掲載
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.９９ 2015．7．12
島根鳥取自然観察指導員交流会（１泊２日）の報告
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１５６号 2015．07．07
｢荒尾干潟観察会｣報告（泥中の生きものたちと戯れて）・・・報告を掲載
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.188 2015 年 8 月 1 日
動物編『侵略的外来種について学ぶ』という催しを掲載。私たちの活動の参考になりそう。
参加費・寄付金の報告
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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/

編集後記 2015年7月の定例発送会は、山本弘子・永松愛
子・大塚俊樹・藤川渡・鶴田義明・田村耕作が参加。欠席の
連絡無し。暑い暑いと言いつつ、梅雨が明けたらもう８月で
す。今年は梅雨の時期が長かったのかな。クマゼミ・アブラ
ゼミの鳴声に、夏らしさを感じつつ、海岸でアオアシシギ・
キアシシギ・ソリハシシギ・イソシギなどの群れを見かけた。
もう秋の渡りが始まっているんだ。田字草
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