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自然感
yumi

定例総会を 6/26（日）に予定しています。詳細を 5 ページに掲載。
視点を変えてみたら、との思いで、生きものとのお付き合いの参考にどうぞ。
○ぶつぶつぶやき○ ⑤
芽吹きの季節。コナラやリョウブなど落葉樹の芽吹きは、微妙に色味が違う淡い黄緑色が素敵です。一方、ユズリハや
写真のアラカシなど常緑樹も、ちゃんと芽吹きが始まっています。やや地味めですが、それぞれ個性的な姿をしていま
す。そういえば、クスノキが芽吹きするときは、同時に古い葉を落とす時でもあります。今、クスノキの木の下はいい
香りの落ち葉でいっぱいです。そんな木々の芽吹きは，日々刻々と変化していき、あっという間に一人前の葉っぱに
成長してしまいます。まってーーー。＜さんじゃく＞

昨年の様子

国際生物多様性の日「生きものと私たちのくらし展」にナイス福岡も参加します。
(1) 内容：自然や生きものの保全に取り組む団体の活動の様子や生きものの写真展

(2) 日時：5 月 19 日～24 日 10 時 00 分～17 時 00 分
(3) 場所：福岡市役所１階ロビー

★都市公園で自然観察会 ６０★
春日公園で、新緑の色を、ゆっくりと観察します。
☆日時

５月１５日

（日）

集合１４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
- 1 -

解散１６時

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）
５／１５（日）６／１９（日）
５／２２（日）６／２６（日）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
久末ダム探鳥会（福間町）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：天拝山歴史自然公園
集 合：久末ダム多目的広場横
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀）
駐車場 (管理事務所下)
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
６／１２（日）
６／１１（土）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
大濠公園探鳥会（福岡市中央区）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：JR 和白駅前の公園
集 合：ボート乗り場前
問合せ：092-606-0012（山本廣子）
092-573-1827（森健児）

日本野鳥の会 筑後支部

主催

５／２２（日）
濃施山公園（みやま市）
時 間：9：00～
集 合：公園内すいせん橋
問合せ：0944-58-1672（野田達行）
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/

６／４（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：9:15～12:30
問合せ：092-920-3072
（松永紀代子）
参加費：200 円
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

５／２８（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）

久留米の自然を守る会 主催
「身近な植物」ボランティア養成講座
５／２１
場 所：山川町王子宮駐車場
時 間：9：30～12：00
問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）

５／２８（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）

福岡植物友の会 主催
５／１５（日）平尾台
（北九州市）

要予約、有料
問合せ：092-662-2983（佃昇）
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６／５（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）
６／７（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）

今回は４月１日（旧暦２月２４日）～５月１日（旧暦
３月２５日）までのデジカメ日誌です。

４月１８日（旧暦３月１２日） 筑紫野市西小田宝満川
川の中に一本足でじっと佇んでいるダイサギ。
目先に婚姻色のコバルトブルーが出ている。細い飾り羽
が美しい。春らしい装い。

４月５日（旧暦２月２８日） 太宰府市大宰府政庁跡
これが、都府楼跡の入口にあっけらかんと咲いていた。
ミツガシワなら福岡県では絶滅種となっているのだ
が・・・。誰かが植えたのでしょうか？

５月１日（旧暦３月２５日） 筑紫野市塔原南
団地の北西側法面にギンリョウソウが咲いていた。銀龍
草と書くようだが、水晶蘭、幽霊茸という呼び方も。
これは、少し汚れ始めているので幽霊茸のほうか？
４月５日（旧暦２月２８日） 太宰府市大宰府政庁跡
ナラガシワの古木の下に、沢山咲いていた。奈良時代に
も咲いていたんだろうか？ 万葉集にはスミレはあるけど
このフデリンドウやハルリンドウは無いようです。

５月１日（旧暦３月２５日） 筑紫野市塔原地蔵川上流
私のフィールドの大切な仲間です。ニホンなのかアサヒナ
なのかよく解らないけど、カワトンボです。
くすのき ２０１６年５月号投稿原稿-本のむし
４月８日 （旧暦３月２日） 筑紫野市天拝坂
自宅の庭にウグイスがやってきた。地鳴きも囀りもなく、忙し
く下草を揺らして採餌していた。

Nais-fukuoka 福岡県自然観察指導員連絡協議会
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都市公園で自然観察会 59 回 参加者８名

H２８年 4 月１７日（日）

テーマ 身近な生きものと遊ぶ
２時間はあっという間に終わった。若い親子に身近な生きものの楽しみが伝わったことに感謝します。

参加した人達の感想
・スイバとギシギシ、味を確かめて、１０円玉を磨いて、参加した子ども達がえらく気に入ったようです。
・ヒメコバンソウをじっくり観察し、ドライフラワーに最適とお勧め。
・イロハモミジの種を見つけ、くるくるとまわりながら、飛んでいく様子を実験。
・池でカモのヒナ２羽を観察。子ども達、かわいいとの声を連発。
・新緑の葉っぱの香り、そしてテントウムシ・ヤモリ発見。
・マテバシイの新しいドングリ、観察。
・この公園では、今まで遊具で遊ぶだけだったけど、いろんな生きものが観察できて楽しいとの感想を、
若い親子から聞いた。田村

観察の後、みんなで振り返り

観察の後、みんなで振り返り

帰化植物の多さが目立ちませんか
5/7、福岡市城南区田島の界隈を散策してみました。目だった花を掲げます。セイヨウタンポポ、ツボミオオバコ、
ヒルザキツキミソウ、ユウゲショウ、オオキンケイギク、ノジシャ、アレチハナガサ、ヤナギハナガサ、ツタバウンラン、
ヒメツルソバ、オッタチカタバミ、ブタクサなどを、樋井川、路地の脇、道路に沿う側溝で、見かけました。
在来のタンポポは、田島でも限られた場所のみで見かけます。目立つ花の中には、在来種をあまり見かけませんでした。
在来種は、どこかでがんばっているのでしょうか。昆虫達と帰化植物の付き合いは、如何なのでしょうか。
会員の皆さんの周りでは、どんな様子ですか。 田字草

ヒルザキツキミソウ

オオキンケイギク

―４―

ノジシャ

身近な四季 ～エゴノキの花の香り～
数日前、自宅から出て階段を下り終わると、甘い香りに鼻をくすぐられ、
ふと上を見上げてみました。香りの出所は、敷地内の一角に植えられている
1 本のエゴノキの花からでした。白い星形の花が幾つも釣り下がっています。
よく見ると、足元にも咲き終わった花弁が落ちていました。
秋になると、きっと、この木にも花の数だけ実がなるのでしょう。
いつか見た、エゴノキの実を両足に挟んで器用につつくヤマガラの姿が自然と
思い浮かびます。
何処に出掛けたという訳ではありませんが、1 本のエゴノキのおかげで、一瞬
にして山の中を散策した気持ちになりました。
エゴノキの花との小さな出逢いですが、季節を感じられると嬉しいですね。
春日市在住 ねこ

◆2016 年度 定例総会
今年度の福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会を、下記の日程で開催いたします。
会員の皆さん、ご参加をお願いいたします。
◇日時 ６月２６日（日）
１３時３０分 ～ １５時３０分
※午前中（１０時から１２時まで）は、春日公園内にて自然かんさつ会を予定しています。
こちらにも是非ご参加下さい。
◇場所 春日公園・旧公園管理センター ２階 会議室
【春日市原町 3・JR 九州鹿児島線 春日駅から徒歩 15 分】
【議題】 ・２０１５年度の活動報告と決算案について
・２０１６年度の活動計画と予算案について
・その他
◇連絡先
担当：田村 耕作
TEL：０９２－４００－１７６５
〔ＦＡＸ兼用〕
Email：kurabird-.tamura@nifty.com
昨年の総会前の観察会の振り返りの様子

―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、事務局の都合により平成２８年６月３日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年６月
号の原稿は、2016 年 5／30（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１８０号 １６．０５．０１
「鳥信で募集する野鳥たち」で ホトトギスの生態などを掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２８年４月号・５月号 第５７巻
第 685 回「孔大寺山山麓」報告などを掲載

参加費・寄付金の報告 4/17 の参加費 1500 円
観察会風景（春日公園）
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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 2016年4月の定例発送会は、山本弘子・田村耕作
が参加。HYから差し入れ有り。
仕事場の近く、油山（596ｍ）中腹の標高210ｍに片江展望
台があります。今、オオルリ、キビタキ、ウグイス、ホトト
ギスなどの囀りが聞こえます。ホオノキの花の香、黄色の鮮
やかなジャケツイバラの花が楽しめる自然があります。
その上空をたくさんのハチクマが渡っています。
地球規模の自然の営みを体験できます。
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