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自然感
yumi

◆お知らせと再度のお願い◆
環境フェスティバルふくおか2015にナイス福岡も参加します
会員の皆様の参加協力をお願いします。
日時 ２０１５年１０月１７（土），１８（日）
１０時～１６時
場所 福岡市中央区の市役所西側ふれあい広場
※ナイス福岡の展示場所は、会場の自然保護ゾーンの＜２０番＞で
す。
今回も｢自然と遊ぼう 自然に学ぼう｣という掛け声と共に、木の実
や草の実などを用いて、自然の中での遊びや楽しさを伝えたいとの
思いで、参加します。会員の皆様、２日間の中で、半日でも１日で
も参加できる方は、事務局田村（090-8220-6160）まで連絡をくださ
い。ほんの少し覗くだけでも構いません。また、当日参加はできな
いが、ドングリやオナモミ、あるいは引っ付き虫と言われる草の実
などを集めて提供していただくことも歓迎します。

季節感

源氏物語を表した女流作家の名を持つ、この
第 508 回 NACS-J 自然観察指導員講習会・熊本県のお誘い
植物は何と言っても独特の艶やかな紫色に
あり、雅な女性たちの姿や恋のあれこれを思 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
わせる…
会場：国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市）
『ムラサキシキブ』
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）
平成２７年 10 月１日
問い合わせ先：（公財）日本自然保護協会 電話 03-3553-4105
福岡市西区飯盛神社
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。

大塚俊樹

★都市公園で自然観察会 ５３★
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 １０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〕
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
※一般参加費：300 円（中学生以下無料）
１０／１８（日）１１／１５（日） １０／２５（日）１１／２２（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：久末ダム多目的広場横
集 合：天拝山歴史自然公園
駐車場 (管理事務所下)
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１１／１４（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）
日本野鳥の会 筑後支部

主催

１１／８（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）

１１／１（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）
１１／３（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）

※一般参加費：100 円（中学生以下無料）

１０／２５（日）
黒崎公園と隈川周辺（大牟田市）
時 間：9:00～12:00
集 合：公園内すいせん橋
090-7446-9047（野田達行）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/

１１／７（第１土曜日）
ブログ
自然観察会（植物･昆虫･野鳥など）
「三国丘陵の自然を楽しむ会」で検索
集 合：九州歴史資料館駐車場
時 間：9:30～12:30
問合せ：092-920-3072（松永紀代子） 観察会や様々な生きもの情報を載せています
参加費：200 円（大人のみ）

久留米の自然を守る会 主催
第４２３回例会 １０／１８（日）
ネイチャーゲームと自然観察会
雨天中止
集 合：高良内幼稚園駐車場
時 間：10：00～14：30
参加費：無料 定員 30 名
持ち物：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

（橋田沙弓）
共 催：くるめネイチャーゲームの会

和白干潟を守る会 主催
１０／２４（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）

福岡植物友の会 主催
１０／２４（土）
１０／１８（日）
クリーン作戦 と自然観察会
高良山（久留米市）
時 間：15：00～17：00
参加有料、予約必要
集 合：海の広場 駐車場なし
問合せ：092-575-3131（北野星二）
長靴・軍手があると便利
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）
－２－

窓越しの自然観察 ⑥
稲穂が頭を垂れ、色付き始めると、恰も見守るかのように稲田を囲んで満開となる曼珠沙華が彩りを添え、身辺の草花の色も一層深みを
増して来て、ツクツクホーシの淋しげな声とともに「もう、秋」を実感させられます。
この頃、艶やかな美しい「紫」と「白」をみせてくれるムラサキシキブとシロシキブ（いずれも、園芸種コムラサキとシロミノコムラサキらしいの
ですが）に鮮やかな「赤」のウメモドキ。冬鳥の到来を待っています。

足元の草むら、茎裏に 1 ㍉にも満たない赤い袋の列。長い間、眠り草だと思ってきたのですが Wikipedia には、全く違った眠り草（オ
ジギソウ）が多く載せられていて眠るスピードもまるで違います。写真のこれらも、同じ仲間だと思い、植物図鑑を終日ひっくり返して見まし
たが、判らぬまゝ投稿しましたところ、田村氏よりトウダイグサ科コミカンソウとのご指摘があり、改めて図鑑をみた次第。朱色のボールは果
実の様ですね。

★

（ダムサイト住人 2015/9/25 記）

9 月号に掲載させてもらった｢春日市在住ねこ｣さんの記事に登場したツマアカスズメバチ、
２０１５・９・１２（朝日）によると、北九州市で巣が見つかったようですよ。

－3－

ナイス福岡の顧問で、前の代表である冷川昌彦さん（７５歳）が 9/23 に亡くなられました。冥福をお祈りします。
ナイス福岡の活動や自然観察会での活動、自然観察指導員の講習会、福岡県の自然環境の案内と保全の冊子作り等々、
多方面にわたって活躍されました。
会員の皆さん、冷川昌彦さんとの思い出、印象に残っていることなどを、投稿していただけませんか。
あるいは、活動中の写真に一言添えて、送ってください。
生前の冷川昌彦さんの活動を思い、皆様とともに偲びたいと思います。

冷川先生の想い出…

大塚 俊樹

冷川先生と初めてお会いしたのは何時なのか定かには記憶していないが、大人（たいじん）の風格だが優しい言葉
使いが印象的であったのを憶えている…
2002 年 6 月の定例総会で事務局長に推挙されて就任しており、会を盛り上げる為、なんとか自分なりに色々と考え、
その一つに、鎮守の森の観察会を提案して実行していた。
第 2 回目の観察会を 2003 年 11 月２３日に筑紫野市御笠地区で行ない、この時のご案内人が代表の冷川先生であった。
西鉄二日市駅まえに集合し、抜ける様な青空の下、御笠地区に向かう 。
私の車に同乗された先生は道みち、地区のことや宝満山の事など親しみを込めて話しをされた。宝満山の東南に
位置するこの地区は集落ごとに鎮守様が祀られており、そこには鎮守の森がある。大石高木神社、本道寺大山祗神社、
柚須原大山祗神社とご案内いただき、神社の由来や境内から裏山にかけての大きな樹木などの解説にただ聞き入る…
近くの民家のケンポナシの味も懐かしい味で、これも先生が普段から地元の方々と深く交流されておられたからだろ
うと推察されました。お昼は桔梗ケ原と言う美しく優雅な名前のクヌギ林に案内してもらい草の上の昼食となリ、
素晴らしい天気と眺望に包まれ身も心も解き放された１日になりました…
この頃から、今まで以上に先生の優しい語り口とお人柄を感じる様になりました。
合掌

－4－

私にとっての冷川先生
冷川先生には、随分前からお世話になっていました。以前勤めていた福岡市油山自然観察の森の開設当時からです。
開設が１９８８年でしたので、もう２７年も前のことです。施設の性格上、当初から自然系の専門家の方々に協力や
助言をいただいていましたが、冷川先生には、特に自然案内人の育成プログラムの運営について指導をしていただき
ました。まったく手探り状態だった頃に、いろんな基本的な事を教えていただいたように思います。
また、それと並行して、福岡県が「自然観察シリーズ」という小冊子を作るということで、冷川先生を中心に、植物や
哺乳類、昆虫、野鳥、その他など、それぞれの専門家の先生方に混ざって、私はイラストを担当させていただいたのです
が、この冊子の制作作業の時、冷川先生は、いつもニコニコしながら、うま～く作業が進むように調整してくださってい
たような気がします。その後も、毎年のようにテーマを変えて冊子を作っていて、その度に、声をかけていただき、お陰
様で私は、自然に関わるいろんなことを勉強させていただきました。今思い返せば、冷川先生は丸～いニコニコ顔と
笑い声が絶えない方、そして根っからの先生（教え育てる人）だなあと思います。
冷川先生、様々な事ご指導いただき、本当にありがとうございました。なんだかアッという間に逝ってしまわれ、
寂しい限りです。 謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。
永松愛子

☆報告☆

春日公園自然かんさつ会 2015 年 9 月 20 日（第 52 回）

秋の始まりの観察会、参加した会員３名と９歳の地元小学生、途中で飛び入りの親子３名でした。一人で参加した小学生、参加費を握り
締めていた。良い風景でしたよ。今回もいろいろな発見がありました。
開始してすぐに、セスジスズメの大きな幼虫を見ている親子に出会い、いっしょに観察し、あぶないことがないことを伝えた。
参加者の声を紹介します。
・ マテバシイの実がおちはじめていた。
・ セミの声はつくつくぼうしのみが聞こえた。
・ モクレンの花の蕾が出来ていた。
・ シマヘビ・アメリカザリガニを見かけた。
・ ヒメギキョウの花が咲いていた。花の時期が長いですね。
・ 落ちているドングリ（クヌギ）、当たり外れ有り。しかも実が小さい。
・ どんぐりが落ち始めて 秋を知る・・・・・
・ モッコク（木斛）木肌の色は・・・
伸びた草地の中に、1 本の道、見ているだけでわくわくする様な風景が出現していました。しばらくあるといいのですが。観察の終わり頃、
1 個の種を見かけました。親の木を探しましたが、見つかりませんでした。宿題として、後の楽しみにしました。 報告 田字草

宿題となった種

落ちていた木の実

－ 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１1 月１３日（金）午後６時より事務局で行います。2015 年 11 月号の原稿は、2015
年 11／9（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
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１７３号 １５．１０．０１
「鳥信で募集する野鳥たち」コムクドリの生態などを掲載
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.100 2015．9．27
自然観察指導員が選ぶ 島根県自然観察フィールド１００選

紹介記事

・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎo.１１５（2015．9．15）
11/7 創立３０周年記念公開シンポジウム｢自然を観る、伝える｣の案内を掲載

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.190 2015 年 10 月 1 日
研修会案内 虫たちの越冬戦略を学ぶ

参加費・寄付金の報告 9/20 の参加費 600 円
7／19（日）福岡県の生きもの見っけ観察会に、ナイス福岡として協力、その謝金と交通費（8,100 円）を寄付。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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9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。欠席の連絡無し。
片江展望台から、宝満山が一望でき、山頂の祠もレンズを通
してみることができます。熊洞居人独言（クマのつぶやき）
が２００６年４月から２０１４年１月まで９３回継続され
ました。このクマさんは、宝満山の森、歴史などをこよなく
愛された。つぶやきを読み返すとそのことが
よくわかります。特に、２０１３年頃には
宝満山の話ばかりとなっています。
クマさん、宝満山にいだかれてゆっくりと
お休みください。
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