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 ○ぶつぶつぶやき○ ⑥ 

 あるビオトープで羽化したばかりのトンボ(クロスジギンヤンマ♀らしい)。まだもう少し羽根が伸びきっていない、 

その時。この透明感！クリアさ！ 下手に触られたりしたら飛べなくなってしまうかもしれない、そんな危うい時間。 

こんな瞬間を目にすると、自然界の生きものが生きているって、ホント奇跡としか思えなくなる。 

 無神経にそんな時を破壊してしまわないように願うばかりだけど、同時に、自然界の仕組みの巧妙さは、私などの 

想像をはるかに超えているわけで・・・。すごいよね。＜さんじゃく＞ 

 

 

定例総会を 6/26（日）に予定しています。 
 

 ◆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 

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〕                         

 

観察会の振り返りの様子 

 

 

 

 

 

★都市公園で自然観察会 ６1★ 
春日公園で、多分梅雨時に中を、ゆっくりと観察します。      

☆ 日 時  ６ 月 １ ９ 日  （ 日 ）  集 合 １ ４ 時  ～  解 散 １ ６ 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  
２５１ 
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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                                                   

                          

 

 

 

 

                      

 

 

 

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－  

７／１０（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）

７／９（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） 

７／５（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） 

６／２６（日）７／２４（日） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：8:00～11:00（夏時間） 

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）

６／１９（日）７／１７（日） 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

時 間：8:00～11:00（夏時間） 

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：090-7165-5026（重松尚紀） 

 

７／３（日） 

今津探鳥会（福岡市西区） 

時 間：8:00～11:00（夏時間） 

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 

６／２５ 

場 所：高良内幼稚園駐車場     

時 間：9：30～12：00 

問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓） 

７／２（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 

６／１２（日） 

高良山（久留米市） 

時 間：9：00～お昼頃 

集 合：高良社下宮 

問合せ：090-4357-3043（溝田泰博） 

一般参加費：100 円 

（中学生以下無料） 

６／１９（日）長谷ダム 

（北九州市） 

要予約、有料 

問合せ：092-575-3131（北野星二） 

 

６／２５（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） 

６／２５（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）
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今回は５月２日（旧暦３月２６日）～５月２８日（旧暦４月

２２日）までのデジカメ日誌です。 

５月１２日（旧暦４月６日）  北九州市響灘微ビオトープ 

ベッコウトンボ♂です。絶滅危惧ⅠＡ類の希少種。昨年

も出会いたくてこの場所を訪れたが、時期遅く出会えな

かった。今年も時期が遅かったが、やっと２頭だけ観る

ことが出来た。来年は４月に訪れたいと思った。 

５月１５日 （旧暦４月９日） 筑紫野市武蔵天拝公園 

直径５ｃｍほどのキノコの仲間。太鼓のような形で触ると弾力

がある。あとで図鑑を見たら オオゴムタケのようだ。      

くすのき ２０１６年６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 

５月５日（旧暦３月２９日）  田川郡香春町香春岳一之岳 

石灰岩で出来た山で、昭和 10 年頃から採掘が始まり、当

初 492ｍあった山は、現在は 250ｍ程になったらしい。

現在はセメントではなく製紙原料となる寒水石だけ採って

いるという。以前見たときはもっと高かったなあ。 

５月２８日（旧暦４月２２日） 小郡市津古九州歴史資料館 

職員の話では、九歴の中庭に営巣したセキレイの巣。中

には小さな卵が 6 個ほど在ったらしいのだが、一晩の内に

全てが消えたらしい。犯人としてヘビ説、カラス説が飛び

交っていた。巣は深さや緻密さから、セグロセキレイのよ

うです。 

５月２日（旧暦３月２６日）～  筑紫野市天拝坂 

今年も庭のオオヤマレンゲが花開いてくれました。清楚で

香りもよく好きな花ですが、一日花で翌日には茶色に枯

れたようになります。生きている時間を大切に思う花で

す。およそひと月間、毎日の楽しみです。 

５月２７日（旧暦４月２１日） 八女市星野村池の山麻生池 

オグラコウホネ。絶滅危惧ⅠＢ類の希少種です。この池は

火口湖なのか断層なのかよく解らないらしい。コウホネは

2002 年に久山町山田で見て以来かな。 



窓越しの自然観察 ⑬ 〜庭の薬草〜 

  今年は、ドクダミの開花が早い、と気象予報官の言葉です。そう云えば、例年ドクダミの＜白＞とウツボグサの 

＜青紫＞が入れ混じって地面を覆い尽くすのですが、今年はもうドクダミの＜白＞ばかりが早くから目立ち始め、 

ウツボグサの開花は、1,2 株程度。 

 
 ドクダミ（十薬：ドクダミ科）は，開花期の全草を薬用として使いますが、“根のうす赤い部分を油炒めにすると、ちょっと 

イケマス”とある薬草専門家の言葉。 

 ウツボグサ（夏枯草：シソ科）は、花穂が枯れ変色し始めた頃の花穂のみを乾燥して薬用としますが、今のところ、茶色に 

なってちょっと汚いまゝグランドカバーとして放置しています。（ダムサイト住人 2016/5/30 記） 

 

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。 

 

(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 

ナイス福岡では、くすのき４月号・５月号（カラー版）と財団法人日本自然保護協会の案内冊子 

展示しました。 

 

 5/22（日）、天神中央公園とアクロス山で、小さな自然観察会を実施。１０数名 

で、大きなクロガネモチに棲んでいるキセルガイの仲間、桑の実、ザイフリボクの 

実、くちなしの新しい葉を食べて生育中のオオスカシバ幼虫、カクレミノの葉っぱ 

いろいろな形など色々な生きものを紹介。 

上空をツバメ 2 羽が飛び回っていました。 

また、アクロス山の木々の中、外の気温との違いも肌で感じてもらい、緑の良さ 

に気付いてもらいました。 

 まとめ、都市の真ん中でも、生きもののつながりが観察できることを伝えました。 

 担当：田村 耕作 
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都市公園で自然観察会 60 回 参加者 6 名（途中参加３名）     

H２８年５月１5日（日） 

テーマ 初夏の身近な生きものの様子   

今回も２時間はあっという間に終わった。自然の不思議を発見したことに感謝。田村 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイカズラの花              ヤマザクラの実        美しい色の花（センダンの花） 

 

参加した人達の感想 

今日の印象 

・ 赤松の松ぼっくり 

・ センダンの花（すてきな色） 

・ この時季、ホルトノキの葉、紅葉が目立ちました。 

・ ヤマザクラのサクランボ 少し渋さがありました。 

                                 ヤマモモの実、赤く熟れ始めている 

・ スイカズラの花の甘い蜜 この甘さ、子ども達に伝えたいですね。 

・ タブノキの新緑、若葉で草笛 

・ マメヅタの胞子、拡大してみると形が興味深い 

・ シジュウカラの巣立ち雛に、であった 

 

 

 

 

 

 

 

 

花飛ばしの遊び、遊んだことありますか。 

 

 

帰化植物の紹介 

 博多湾に浮ぶ能古島の海岸で見かけました。ナデシコの仲間です。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ホザキマンテマ                         マンテマ 
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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、事務局の都合により平成２８年 7 月８日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 7 月

号の原稿は、2016 年 7／4（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１８1号 １６．０６．０１ 

「鳥信で募集する野鳥たち」で ブッポウソウの生態などを掲載 

 

   ・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１２７号 ２０１６年５月１日 

     「鳥信で募集する野鳥たち」で 仏法僧の生態などを掲載 

 

 
 

 

    参加費・寄付金の報告 5/15 の参加費 600 円                  

 

 

 

                                                 

 

                                                  観察風景（小さな池でクロスジギンヤンマ）       
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      2016年5月の定例発送会は、山本弘子・藤川

渡・鶴田義明・永松愛子・田村耕作が参加。HYから差し

入れ有り。 

この時期、そろそろホタルの光が楽しめる夜ですね。風

がなく、蒸し暑い夜が、ホタル鑑賞の好条件とか。 

ホタルの光は、柔らかな色で、見ていて飽きず見ている

人の気持ちを和ませてくれますね。ゲンジボタル、ヘイ

ケボタル、そしてヒメボタル、それぞれの自然環境で。 

大切にしたいですね。  

編集後記 


