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自然感
yumi

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○ ⑧
観察会が終わって帽子を脱いだら、「コレ」がくっついていた。一瞬ゴミかと思った。えっ！ なんじゃ？ おっと、
毛むくじゃらの蛾。どかそうとしても動かない。お昼寝中かな。無理やり近くの木の葉に移したとき、一瞬形が崩れ
て蛾らしい形になった。やれやれ、擬態に絶大なる自信があるのか、頑固者である。鳥の糞に見えると言えば見える
ような。調べてみるとモンクロシャチホコらしい。図鑑に出ている標本は翅を広げられているから、普段の姿を想像
しにくいなあ、などと思いながら、それにしても、擬態という選択をしている昆虫の色や形は、おもしろいですねえ。
＜さんじゃく＞

★都市公園で自然観察会 ６３★
お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会

春日公園で、新緑の色を、ゆっくりと観察します。

（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/

絶滅危惧種かも知れないなあ？
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☆日時

８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

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）
８／２１（日）９／１８（日）
８／２８（日）９／２５（日）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
久末ダム探鳥会（福間町）
時 間：8:00～11:00（夏時間）
時 間：8:00～11:00（夏時間）
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）
９／１１（日）
０／１０（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

９／４（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）
９／６（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：090-8220-6160（田村耕作）

主催

8 月はお休みです。再開は 9 月。

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

９／３（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

和白干潟を守る会

主催

８／２７（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）

久留米の自然を守る会 主催
第 429 回例会 ９／９（日）
月面観察と周辺の天体、星座の観察を
します。指導は吉田哲麿先生です。
雨天中止
集 合：筑後川防災施設くるめウス
時 間：19：00～21：00

８／２７（土）
クリーン作戦 と自然観察会
問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）
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－

福岡植物友の会
８／２１（日）花乱の滝（早良区）

要予約、有料
問合せ：092-662-2983（佃 昇）

今回は６月１９日（旧暦５月１５日）～７月３０日（旧暦６
月２７日）までのデジカメ日誌です。

７月１３日（旧暦６月１０日） 太宰府市観世音寺岩屋城址
梅雨の雲が低く垂れ込めた中に、四王寺山中腹の岩屋城
址がシルエットを覗かせた。今から 430 年前の戦国末期、
7/27 高橋紹運以下７６３名がここで玉砕したという。旧歴
の７月２７日は西暦でいうと９月１０日にあたる。

６月１９日（旧暦５月１５日） 春日市県立春日公園
ランの仲間、ネジバナの白色。通常ピンクの可憐な印象
だが、白だと大人びて見える気がする。

６月２６日（旧暦５月２２日） 小郡市三沢九州歴史資料館
縄文時代の篭に入ったドングリである。水に浸かった状態
で土中にあったので、3000 年ほど経った現在、良好な状
態で残ったようです。篭はカズラの蔓の “網代編み”や
“モジリ編み”だそうだ。どんぐりはイチイガシ。

７月２８日（旧暦６月２５日） 大分県玖珠郡九重町田野
長者原から雨ヶ池を越えて坊ガツルへ向かう間、ギーと
ジーの間くらいの単調な声がずーっとまとわりついてい
た。キュウシュウエゾゼミのようです。筌の口温泉でミンミ
ンゼミを聞いたときは何かほっとした。

７月３０日（旧暦６月２７日） 熊本県阿蘇市ミルクロード
R339 沿いの草原にカワラナデシコが咲き乱れていた。
もちろんピンクが殆どだが、白が妙にまぶしかった。
７月１８日（旧暦６月１５日） 小郡市三沢九州歴史資料館
九歴の中庭で、ホオジロが繁殖をした。早く飛べるように
祈るばかり。ここは空以外は密室だから。

くすのき ２０１６年８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

－3－

会員 渋田和美さんからの投稿
クサギの花の季節となりました。あちこち花盛りです。
今年も豊作の予感。秋になったらクサギの実で染めるのです。

都市公園で自然観察会 62 回 参加者 4 名
H２８年 7 月１7 日（日）
テーマ 小さな生きものの様子
暑かったが、２時間はあっという間に終わった。田村

ベニイトトンボの繁殖行動
チョウトンボの止まり姿
鮮やかなベニナギナタタケ
この他、オオシオカラトンボ、シオヤアブ、アメリカスズメノヒエの花、ヒナギキョウの花、ニセショウロを楽しみました。
参加した人達の感想
・ 暑かったけど、のんびりとした時間に感謝。
・ 夏の花百日紅、セミの抜け殻がたくさん有り、セミの旅立ちに役立っていそう。
・ この公園で一番大きいくすのきの下、涼しさを実感。
・ 先月じっくり観察したネジバナの花、今回は粉のような種を観察。
スギゴケの模様が美しい ⇒

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１８２号 １６．０７．０１
矢部村日向神のブッポウソウの保護などを掲載
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１８２号 １６．０８．０１
矢部村日向神のブッポウソウの保護、地元の協力を得て少しづつ前進・・・を掲載
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第 160 号 2016.06.20
｢熊本地震 －報告とお礼と御願い｣を掲載。

・福岡植物友の会 会報 平成２８年８月号 第５７巻
第 689 回「楯の松原」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.195 2016 年 8 月 1 日
地域活動の報告 ７件を掲載

参加費・寄付金の報告 7/17 の参加費 800 円

7/19 福岡市西区にて クズの花を見かけた。秋の気配が・・・

－4－

普通に出会える生きものが、当たり前に生息している自然環境を大切にしたい。
福岡市西区金武にある農業公園で、猛暑の中、涼しさを探しつつ散策した。
木陰のある用水路では、ハグロトンボを観察、田畑の畦などの草地では、ツマグロヒョウモン、アカタテハ、キリギリス、
トノサマバッタ、コバネイナゴ、ショウリョウバッタなどを観察。水のある湿地では、ヌマガエル、シオカラトンボ、ナメクジ、
林内では、クマゼミ、アブラゼミ、ツクツクホウシなどの鳴声を聞いた。
草地ではハクセキレイの小さな群れが、池では、アオサギやダイサギ、若いツバメは電線で群れていた。
カラスザンショウにはたくさんの実が、ホオノキには目立つ実が、湿地にはセリの花、ウシタキソウの花も咲き始めていた。

報告 田村耕作
◆◆◆◆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最初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
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。皆さんのお越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 9 月 9 日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 9 月
号の原稿は、2016 年 9／5（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。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
編集後記 2016 年 7 月の定例発送会は、永松愛子、山本弘子
・田村耕作が参加。このところ、猛暑、猛暑、猛暑が続いています。
熱中症対策がテレビやラジオ、新聞から流れてきます。日陰と風、
そして水で対応、もう一つ、体をそーとしつつ、高温の昼間を
やり過ごすようにしています。雷雨の一雨が待ち遠しい。
８月の初め、ヒグラシの声に涼しい秋を思いました。
会員の皆さん、もう少し辛抱の夏ですね。
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