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自然感
yumi

◆お知らせ◆
九州自然協議会は、2016 年２月１３日（土）～１４日（日）に確定。
会場は熊本県美里町やすらぎ交流体験施設「元気の森かじか」です。
2/１３（土）１３時集合、周辺の散策、情報交換
2/14（日）近隣の棚田・石橋 などの周辺で自然観察 １２時頃解散
熊本の自然観察指導員・田畑清霧 さんからの情報です。
他県の指導員との交流も刺激になりますよ。

季節感
師走に入り、やっと冬らしい気候になって来た…
別名トキワサンザシ と呼ばれるこの木の実が赤み
を増し 明るく目だって来た。

『ピラカンサ』
平成２７年 12 月 3 日

福岡市早良区室見駅近く

大塚俊樹

★都市公園で自然観察会 ５５★
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 １２月２０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）
１２／２７（日）１／２４（日）
１２／２０（日）１／１７（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）
１／９（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

１／１０（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）

１／３（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）
１／５（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）

１２／２７（日）
膿施山公園（みやま市）
時 間：9:00～12:00
集 合：公園内すいせん橋
0944-58-1672（野田達行）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

１／９（第２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（松永紀代子）
参加費：200 円（大人のみ）
ブログ
「三国丘陵の自然を楽しむ会」で検索
観察会や様々な生きもの情報を載せています

和白干潟を守る会 主催
１２／１９（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）
１２／１９（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）

久留米の自然を守る会主催
第１８期

１２／２０（日）

１２／１９（土）

和白干潟の自然観察ガイド講習会

身近な植物ボランティア養成講座

時 間：13：00～16：00
（受付は 12：30～）
集 合：和白干潟を守る会事務（和

時 間：9：30～12：00
集 合：元御井町公民館駐車場
問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）

白 1-14-37、海のきりえ館１階）

hashida@kurumenoshizen.net

持ち物：筆記具、ルーペ、飲み物
（あれば）双眼鏡
服 装：長袖、長ズボン、帽子
長靴
参加費：2000 円
講 師：田村耕作
申し込： 090-8412-2663 山之内
－２－

福岡植物友の会 主催
１２月の観察会は終了しました。
来年の観察会はお問い合わせくだ
さい。
問合せ：092-575-3131（北野星二）

窓越しの自然観察 ⑧
十一月に入っても、十月上旬の気温が続き、今年のヤマモミジの紅葉は、＜サッパさふらふ＞
でした。上旬には、大方が一気に枯葉になって散り急ぎ、月末の急な寒さで
ヤッと、残った葉がまともな変化を見せています。 珍しく美しかったのは、
むしろ、柿畑の紅葉。そこ此処の斜面を鮮やかに彩り、温暖化の為に、葉を
落としてくれないと言う、柿農家の嘆きは、聞こえないようです。
決して綺麗とは云えない溜め池にも。鴨の姿がチラホラ、冬景色の準備中
です。
鳥達の置き土産マユミ(にしきぎ科 にしきぎ属)が、いつの間にか成長して、
また何処かへ運んでくれるのを、待っているのでしょう。
（ダムサイト住人 2015/11/30 記）

☆報告☆ 春日公園自然かんさつ会 2015 年 11 月 15 日１４：００～１６：００

晴れ（第

54 回）

この日は、散策するには良い天気でした。この時季ならではの課題として、木の実、特にドングリの仲間を中心に秋を楽しみま
した。葉を落としたソメイヨシノの林の後ろには、フウの仲間（モミジバフウやタイワンフウなど、マンサク科）の紅葉が目に
入り、濃い赤から赤混じりの黄色、緑色に近い黄色と色の変化を楽しませてくれた。他に、イチョウ、スズカケ、カエデも色の
変化に加わっていた。

課題の木の実、いろいろ見かけました。アキニレ・モミシバフウ・マテバシイ・ウバメガシ・クヌギ・コナラ・アラカシ
・スダジイ・クスノキ・クロガネモチ・ムクノキ・エノキ・イチョウ・スズカケなど。
目だっていたのは、ユズリハ・センダンでした。

ウバメガシの実
銀杏
センダンの実とハシボソガラス
参加者の感想
・ ２本並んで居るメタセコイヤ（別称アケボノスギ／スギ科）、そばにありながら、葉の色の違いがあり、木の個性が見えて、
楽しいです。
・ 秋の紅葉、いろんな色があって、きれい。
・ 見れば見るほど、葉の色に変化があって、見ていて飽きない。
・ フウがとてもきれい。１本の木でも葉の色に変化がある。
・ 今、木々の葉がきれいです。
・ 香りのいい落ち葉であるカツラは、ほとんど葉を落としていた。
残念。今後は要注意なり。
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冷川昌彦さんとの思い出

筑紫野市 山本勝

９月２５日のご葬儀のとき、お嬢さんから冷川さんは蘭がお好きだったと伺い、お棺の
オンシジゥムを献じました。
２００６年当時、私は「ナイス福岡会報 自然感くすのき」の編集をさせていただいていま

片隅に
した。

４月から、冷川さんの連載コラムが始まり、見出し部をデザインしました。描かれた氏の似顔絵に色を付け、
タイトルの「熊洞居人独言・クマのつぶやき」のロゴを決めた日を懐かしく思い出します。このコラムは２０１４年
１月の「くすのき＃９３」まで連載されましたが、体調を崩された為休載のまま終わりとなりました。
これを読みますと、氏がお住まいの宝満山をこよなく愛されていたのが良く解ります。
心より哀悼の意を表します。
これを読みますと、氏が宝満山をこよなく愛されていたことが良く解ります。
心より追悼の意を表します。

041120 黒木四季菜館・ NACSJ 九州協議会

060625 英彦山・ナイスフクオカ総会

061103 NACSJ 講習会-夜須高原での地元講師

撮影： 山本勝

－4－

９月２１日 佐賀の三瀬村にあるりんご園で観ました。
食べかけのリンゴで食事中のオオスズメバチです。園
内はリンゴ狩りでまだたくさん果肉の残ったリンゴが
あちこちの草むらに転がっていて、観ただけでも１０
匹以上は居たようです。（本のむし）

９月２９日 九州道の基山サービスエリアの園地で見かけ
た、外来種のヒロハフウリンホオズキのようです。五角形
の花と五百円玉ほどのほおずきが沢山生っていました。畠
では雑草のようですが、図鑑には食用・薬用になるとあり
ました。 （本のむし）

くすのき ２０１５年１２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

○ぶつぶつぶやき○
秋になると、どうしても赤系の色が気になります。紅葉のメカニズムはさて
おき、とにかくいろんな色が出てくるのが不思議。特に，柿の葉の色は面白
いですね。1 枚 1 枚模様も色も違う。その上、色によって乾燥の仕方が違う
みたいで、よく見ると色ごとに厚さが違ってきている。そして柿の葉は肉厚
で、まるで革細工の様。見れば見るほど、きれいだなあ・・・不思議だなあ・・・
と思うのでした。＜さんじゃく＞

ねこ
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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２８年１月８日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 1 月号の原稿は、2016 年
1／4（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１７５号 １５．１２．０１
「鳥信で募集する野鳥たち」でミヤマホオジロの生態などを掲載
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１５７号 2015．11．10
｢宇城市三角西港でスナメリ観察会｣報告（2015 年 7/12）を掲載

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.191 2015 年 12 月 1 日
研修会いろいろ 古地図で城下を散策、セアカコケグモ情報、樹木を見る、などを学ぶ

参加費・寄付金の報告 11/15 の参加費 1000 円

秋色の落葉・そめいよしの
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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11月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊
樹・藤川渡・永松愛子・鶴田義明・田村耕作が参加。欠席の
連絡無し。この秋、秋色の木や草は、皆さんの目にはどう映
りましたか。11/27の能古島、モミジの色は、みどり色一色
の木、ほんの少し色づいた葉の木、すっかり紅葉した木と
いろいろでした。でも、住まいの近くの街路樹モミジバフウ
や山麓のはぜの木は、ほぼいつもの秋色を楽しませてくれま
した。秋から冬に移る気温変動、地形の違いなどで、年によ
り、秋色の鮮やかさ、異なるのでしょうね。
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