
ナイス福岡 会報 2016 年 2 月 

小さく愛らしい黄色な玉がたわわに実り、良く

目立つ時期になって来た柑橘類。 

微かな甘味と油分の皮、まろやかな酸味の実は子

供の頃を呼びおこす… 
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               皆さん、毎日の行動圏で樹洞を見かけますか。 

              都市の街路樹、あるいは公園ではあまりというか 

              ほとんどみることがなくなりました。樹洞のできる 

              ような大木がないようです。下記の写真は、大きな 

              イチョウの幹にできた樹洞に出入りしていたヤマガ 

              ラです。1/9 に舞鶴公園で目撃。このような樹洞は、 

いろいろな生きものたちにとって、どんな存在なの 

でしょうか。田字草 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

★都市公園で自然観察会 ５７★ 
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 ２月２１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 

自自然然感感  
２４７ 

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  http://grosbeak.blog.fc2.com/                                     

                          

 

 

 

 

                      

 

 

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催   http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/   

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                   

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催        久留米の自然を守る会主催 

  

                         

                                                              

 

 

 

 

                                                    

福岡植物友の会 主催 

 

 

 

 

 

                        －２－ 

３／１３（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）

３／１２（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） 

３／１（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） 

２／２８（日）３／２７（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）

２／２１（日）３／２０（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（重松尚紀） 

 

３／６（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）

 

「身近な植物」ボランティア養成講座 

２／２７、３／２６、４／３０ 

５／２１ 

場 所：山川町王子宮駐車場 

    3 月のみ山本町柳坂バス停 

時 間：9：30～12：00 

問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓） 

３／５（第１土曜日） 

自然観察会（植物･昆虫･野鳥など） 

北筑後保健福祉環境事務所との合同観察

会になります。会員以外の方は上事務所地

域環境係 0942-30-1052 に申込を。 

集 合：九州歴史資料館 2階研修室 

時 間：9:15～12:30   

問合せ：092-920-3072（松永紀代子） 

参加費：無料   

 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 

第１日曜 花立山（偶数月）  

甘木公園（奇数月）10 時～12 時 

第２日曜 高良山 9 時～12 時 

第３日曜 企画探鳥会 

第４日曜 濃施山公園等 9 時～12 時 

問合せ：  上記ブログへ   

一般参加費：100 円（中学生以下無料） 

 

観察会はお問い合わせください。 

問合せ：092-575-3131（北野星二） 

 

２／２７（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） 

２／２７（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） 

 

２／７（日）第 425 回例会 

総会と環境講演会と新年会 

時 間：13：30 総会 

14：30 講演会   

「久留米の未来、そして世界の未来」

講 師：福岡生物産業開発研究所 

田中研実氏 

場 所：筑後川防災施設くるめウス 

参加費：無料 定員 50 名 要申込 

持ち物：筆記用具 

講演会終了後新年会 会場未定 

問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）
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２０１６年の元日は、旧暦の１１月２２日でし

た。旧暦の元日は２月８日。今回は２月７日ま

でのデジカメ日誌です。 

１月７日（旧暦１１月２８日）   筑紫野市 

トモエガモの♂。国、県とも絶滅危惧Ⅱ類指定である。

現在５０万羽まで増えたようだが、日本への飛来数は変わ

らないらしい。春には北極圏まで行くらしい。 
http://www.wbsj.org/activity/press-releases/press-2012-

09-07/ 

1 月４日 （旧暦１１月２５日） 筑紫野市武蔵 

天拝山歴史自然公園と私たちがホオジロ谷と呼んでいた

旧棚田の園地の景色である。筑紫野市はここに駐車場を

造るという。ここは大宰府県立自然公園の指定地でもあ

る。にもかかわらず、なぜこうも簡単に景観を崩そうとする

のか、私には理解できない。 
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dazaifu.html     

くすのき ２０１６年２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

１月５日（旧暦１１月２６日）  春日市・県営春日公園 

ジョウビタキの♀。クスの実だろうか。一度呑み込んだも

のを吐き出して、このあと又呑んだ。食べすぎか？ 

← ２月３日（旧暦１２月２５日） 福岡市西区瑞梅寺干潟 

干潟の表面にカモの足跡がくっきり。干潟を薄いバイオフ

ィルムが覆っているのが解る。鳥たちの大切な食べ物だ。

１月２４日（旧暦１２月１５日）  筑紫野市 

前日から降り続いた大雪に庭の金柑も綿帽子をかぶっ

た。この日奇しくも赤穂浪士の討ち入りの朝である。 



 

窓越しの自然観察 ⑩ 
 

 19 日の積雪がまだ残るのに、年明けの暖かさを埋め合わせて＜数十年ぶり＞という寒波到来。 

気象観測の対象とされないこの地域は、状況が報じられることもない為、平野部からの人達や、時として同じ町内でも南斜面の住人を 

瞠目させるに充分な景色へと変貌、放置竹林までがこれに雅趣を添えます（と、めでてばかりいられないのですが）。 

 この地に住むようになって幾度も雪に埋もれる冬を経験しましたが、今年の雪は上質で、量 

も多く、ヤマモミジの細い小枝にも、しっか 

りと積み上げて見事。 

 

 

 

 

 

 

 庭周辺を餌場にしている 

ジョウビタキ(今年の隣鳥は♀) が、辛うじてナンテンや凍ったサネカズラの実をついばみ 

足跡とともに何やらの種を土産に置いていきます。 

 数十羽のツグミが、クスノキで大騒動。何を争っているのでしょうか ? たっぷり積もった雪を吹き飛ばしてしまう強風にも、大揺れに 

揺れながらも耐えて、しっかりと枝先にしがみついています。水場がないと、雪を食べるのですね。ガツガツと！ 冷たさは感じないの 

かと驚きました。           

                                                       （ダムサイト住人 2016/1/25 記） 

                                                        

   ・ネイチャーガイド・オオムタ「自然案内人」 会報第１２号 ２０１６年１月の概要 

 会員の松永 公幸さんが日頃の活動の場であるネイチャーガイド・オオムタの会報を送ってくれました。その内容の一部を 

紹介します。ナイス事務局 

 

 ・ある感動（会長 柿川 和機） 

  ぼくの大せんぱい、かき川先生  玉川小 ５年 大空 勇翔 

大空君の作文の中に、｢いつも何げなく通っていて、気がつかない玉川校区の自然について、かき川先生といっしよに、学ぶことができ 

ました。｣とあり、こういう感想を持ってもらえる自然観察会を続けている「自然案内人」に乾杯です。 

 ・堂面川の源流を訪ねてウオーキング（平成２７年 6 月 2１日）  松永 公幸 

・ムササビ観察会（平成２７年８月１６日） 

・「ワクワク展」工作教室コーナー雑感 

（平成２７年８月 21日～25 日）甲斐 隆康 

・ウグイスの囀りについて  佐藤 政明 

・新称 バージニアツユクサ 中島 健晴 

・天草日帰り研修会（白嶽森林公園内 白嶽湿地） 

（平成２７年９月２７日） 江浦 俊彦     

  ・姫島（大分県）のアサギマダラ（平成２７年５月２6日） 

  横山 喜代子（５ページ参照） 

 ・春の野草を食べよう（平成２７年 4月 1２日） 小原 
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春日公園 自然観察会 

２０１６年１月１７日(日) １４：００～１６：００ 雨 参加者２人 

冬の雨の中、この時季の樹木の芽を観察しました。早春の穏やかな日和を迎えるための 

大雨かも。春のきざしを探して、散策しましたよ。 

 水滴の滴り落ちるアメリカフウの芽、何枚もの皮で包まれ、硬そうで、芽吹く春まで 

まだまだのようです。サンゴジュの芽は来るべき春に向けて、万歳の姿を見せていた。 

タブの芽は、晩秋に比べ膨らみを増していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葉は落ちて丸裸、しかし、花芽、葉芽が膨らみ始めている中、１輪鮮やかな黄色の花 

を見かけた。レンギョウである。この時季、冬芽の姿や表情は面白いですね。 

 途中、スズカケの幹に大きな穴、樹洞を見かけた。こういう樹洞、いろいろな生きも 

のが活用しているらしい。どんな生きものが用いているのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬はやっぱり冬芽・葉痕でしょう。とＯ氏が言っていたことを思い出す。 

                            ＜報告：でんじそう＞ 
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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、平成２８年３月１1 日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 3 月号の原稿は、2016

年３／７（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 

      

    ・ネイチャーガイド・オオムタ「自然案内人」 会報第１２号 ２０１６年１月 

4～5 ページ参照 

・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１７６号 １６．０2．０１ 

「鳥信で募集する野鳥たち」で シメの生態などを掲載 

・福岡植物友の会 会報 平成２８年２月号 第５７巻 

第 683 回例会「総会・研究発表会・特別講演」報告などを掲載 

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.192 2016 年 2 月 1日 

 研修会｢冬でも昆虫が見たい!! （虫たちの越冬戦略を学ぶ）｣ 

 

    参加費・寄付金の報告 1/17 の参加費 400 円 

 

 

 

 

 

 

                                                     見かけました（別名：もうすぐ春です） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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      2016年1月の定例発送会は、山本弘子・大塚俊

樹・藤川渡・永松愛子・田村耕作が参加。欠席の連絡・鶴田

義明。HYから差し入れ有り。暖かい冬ですね。と言っていた

のに、1/24、1/25と白い世界になりました。出かける予定を

取りやめ、家の窓越しに雪景色と庭にやってくるメジロ・ウ

グイス・シロハラ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・シジュウカラ

たちが入れ替わりで次々にやってきました。生きものたち、

たいへんそうでした。後日、青々としていた葉っぱ、寒さで

一機に枯れていたのにもびっくり。 

 

編集後記


