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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○ ⑨
この写真、ちょっと分かりにくいとは思いますが、ある生きものがここで、何かをした痕跡です。大袈裟かな。
つまりスズメが砂浴びをしたり歩き回ったりした跡です。左下の少し窪んだ所が砂浴びをしたところで、
その他のツーチョン、ツーチョン模様が足跡です。ここでスズメたちが、チュンチュン言いながら、
ひとしきり砂浴びをしていたんだなあと思うと楽しくなります。足跡は、それなりの条件が揃わないと
見られないので、見つけたときはラッキー！
いったい何の足跡なのか、色々想像するのです。
鳥の足跡もあれば、哺乳類のものに出会うこともあります。
その生きものがいなくても、その気配を感じるだけでも
ワクワクですよ。＜さんじゃく＞

協力のお願い
福岡県自然観察指導員連絡協議会（ナイス福岡）事務局
毎年実施されている福岡市を中心にした環境フェスティバルに、今年（10/22（土）・10/23（日））も参加予定です。開催場所は、
福岡市役所の西側広場です。
テーマは、昨年に引き続き、自然と遊ぼう
自然に学ぼう です。
ナイス福岡の展示場に、野遊びのための材料を集めたいと思っています。
ドングリ系 クヌギ・マテバシイ・スダジイ・アラカシ・ウバメガシなど
草の実
カラスウリ・キカラスウリ・スズメウリ・ジュズダマなど
ヤナギタデ・サクラタデなど
木の実
アケビ・ムベ・ノグルミ・マツカサ・ムクロジ・トウカエデ・クスノキなど
ひっつき虫系 センダングサ・ヌスビトハギ・オナモミなど
その他
ウラジロ・クズのツルと葉・メダケなど、野遊びの材料になりそうなものならなんでも構いません。
これらの材料で、野遊びの紹介をしたいと計画中です。このような材料の内、ひとつでもふたつでも、集めて提供できる会員
さんは、事務局田村（090-8220-6160）まで、連絡をください。当日会場に持参していただくこともありがたいです。

お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会

★都市公園で自然観察会 ６４★

（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

春日公園で、秋の始まりを、ゆっくりと観察します。
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☆ 日時 9 月１8 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）
９／１８（日）１０／１６（日）
９／２５（日）１０／２３（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（９月夏時間） 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）
１０／９（日）
１０／８（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

１０／２（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00（9 月夏時間）
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
１０／４（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

９／１９（月）
秋の有明海・大授榒（だいじゅがらみ）
探鳥会（東与賀干拓）
時 間：9:30～11:00
集 合：干潟展望台
090-4516-1123（江口浩喜）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

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

１０／１（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

久留米の自然を守る会 主催

９／２４（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）

第 429 回例会 ９／９（金）
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

９／２４（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）

問合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）
９／２４（土）
身近な植物ボランティア養成講座

集 合：高良内幼稚園駐車場
時 間：9：30～12：00
－２－

福岡植物友の会
９／１８（日）樫原湿原
（佐賀県唐津市七山）

要予約、有料
問合せ：092-662-2983（佃 昇）

今回は７月３１日（旧暦６月２８日）～９月３日（旧暦８月
３日）までのデジカメ日誌です。

８月１５日（旧暦７月１３日） 筑紫野市天拝坂
「この旅、果もない旅のつくつくぼうし」山頭火の句である。
母の初盆も、もう終り。

８月２日（旧暦６月３０日） 春日市県立春日公園
ホテイアオイの花とアオサギ。成鳥に比べかなり白っぽい
ので、昨年生れの若だろうか？

８月２３日（旧暦７月２１日） 小郡市三沢九州歴史資料館
九歴の中庭で栽培されている古代米に花が咲いていた。
弥生時代の遺物にある「石庖丁」は、稲の穂先だけを摘み
取る道具であったらしい。当時は稲の実る時期にバラつき
が多く、今のように一斉に稲刈り等できなかったようだ。

８月８日（旧暦７月６日） 筑紫野市塔原地蔵川
葉っぱの向こうに止まっているのは、イシガケチョウ。

９月３日（旧暦８月３日） 筑紫野市天拝坂
庭のムベに、今年もまたアケビコノハの幼虫が居た。向か
いの公園ではモズが高鳴きしている。
９月３日（旧暦８月３日） 小郡市三沢九州歴史資料館裏
九歴の裏にある田んぼで、シオカラトンボの採餌を観た。
食べられているのは、ウスバキトンボだろうか。

くすのき ２０１６年９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
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イベント名：私たちのちいさな友達みぃつけた

山田の森で秋の虫と友達になろう

今年も山田緑地で秋の虫たちと触れあうイベントを開催します。
通常、山田緑地では昆虫採集は禁止されていますが、イベント
時には特別に許可を頂き、子ども達と一緒に採集・観察を楽し
んでいます。採集した昆虫は、山田緑地の森の家にて間近で
観察しながら、図鑑などを使って調べます。調査シートを作成
した後は、皆で捕まえた虫を逃がしに行きます。昆虫という小
さな生き物を通して、自然の大切さを考えるキッカケの場にし
たいと考えています。
問い合わせ・申込み：西藤携帯（０９０－６１３３－６４９９）

「朝焼けと虹」
9 月のある明け方、飼い猫に起こされベランダに出てみると、朝焼けの空に半円の見事な虹がかかっているのを見つけて驚きま
した。うっすらと赤い空の中に光る虹があまりにも綺麗で、眠っていた主人に「凄い綺麗な虹！」っと声をかけて起こしました。
虹を確認した主人は「綺麗だね～」と言った後、再び眠りについたのですが、再度、私の驚いた声に起こされることに(笑)。「虹
が二重に出てるよ！」っと慌てて呼び戻しました。そうなんです、よく見るとその虹は、二重の半円を描いていたんです。再び
ベランダに出てきた主人も「本当だね珍しい」と言って、少しの間二人で眺めていました。
気持ちが少し落ち着き、そうだ写真を撮ろうと思い立った私は、とりあえず手元にあったスマートフォンで撮影していました。
すると、興奮気味の声と共にシャッター音が耳に入って来ました。「やばいやばい、マジきれい、えっ、ちょっと二重になって
る！やばいってやばいってぇ」っと、何とも慌ただしい様子です。どうも、自宅前の路上で女の子が二人、虹に気が付いて同じ
ように撮影している様子。私は、聞こえてきた今どきの喋り口調と静まった朝焼けの空の光景にギャップを感じて可笑しくなり
ながらも、この綺麗な虹を偶然に居合わせた女の子と共有していることに、ほのぼのした気持ちを感じました。
その後、スマートフォンでは虹の一部しか撮影できなかったので、きちんと全景を撮りたくて慌てて室内に入りデジタル
カメラを手に再びベランダに戻ると、太陽が昇るのと同時に朝焼けも虹も霞んでしまっていました。くうぅぅっ、残念です。
それでも、この束の間の自然の光景に遭遇することができ、何とも得した気分になりました。今までに見た虹の中で、最高に
感動した虹だったと思っています。
春日市在住 ねこ

－4－

都市公園で自然観察会 63 回 参加者 4 名
H２８年 8 月 2１日（日）
テーマ 猛暑の夏から秋の気配は・・・
暑かったが、雲のお陰でほんの少し暑さを凌ぎつつ散策した。田村

アオギリの実

イヌマキの実

マテバシイの実

参加した人達の感想
・ しばらく雨がなく、公園は乾燥しきっていた。
・ 暑い、暑い。
・ 秋の気配は感じられた。ツクツクホウシの声に。
・ アオギリにたくさんの実、よーく観察すると変わった実の付き方していた。
実のついている舟の形をしたもの、なんて呼ぶのかな
・カツラの木、葉が黄色くなり、落葉し始めていた。落ち葉からは微かに甘いキャラメルの香りがした。この木の葉はなぜこんな
香りを発するのでしょうか？

調べてみました。
・ アオギリの実は、枝先から５つに分かれて鞘のようなものが付き、それぞれが縦に割れ、舟のような形（心皮と呼ばれる）
の側の左右に２個ずつ実が付くようです。
・ カツラの葉は、落葉して茶褐色になるとキャラメルの匂い（マルトールという成分）がしますが、緑色や黄色の落ち葉は、
香らないようです。今回もそうでした。しかし、なんのために香るのでしょうか？
カツラはカツラ科カツラ属の雌雄異株です。この公園のカツラは、未だに種を見ていないので、雄木のようです。
黄葉し始めたカツラの葉と⇒
甘い香りの落葉

会員 渋田和美さんからの投稿
今日の探鳥会（8/28）にて、見つけたクズ。
白花もあるのですね。
初めて見ました。（福津市内にて）
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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１８4 号 １６．０９．０１
「鳥信で募集する野鳥たち」カワセミの生態などを掲載
・福岡県青少年アンビシャス運動推進室 アンビシャス通信 vol.72 2016 Summer
赤とんぼ村（糸島市二丈）自然体験スクールの紹介を掲載

九州自然協議会

開催のお知らせ

２０１６年１０月２９日から３０日にかけて、大分県にて集まりましょう。場所・内容はこれから検討。
参加費は５０００円程度です。会員の方ならだれでも参加歓迎です。参加希望者は、事務局までお知らせください。
「テーマ」と「うめえもん」を用意いたします。 みなさま 日程を調整して ぜひお越しください。
大分県自然観察連絡協議会事務局 鬼塚

参加費・寄付金の報告 8/21 の参加費 800 円

9/4 福岡市城南区にて 。秋の気配が・・
色づいた銀杏

実を付けたアカメガシワの実

赤いトンボ

リスアカネ

◆◆◆◆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、平成２８年 10 月 14 日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 10 月号の原稿は、2016
年 10／10（月・祭）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 8 月の定例発送会は、永松愛子、山本弘子、鶴田義明、
田村耕作が参加。このところ、猛暑が終わりかけたら台風の影響が続いています。
台風１２号がまともに北部九州にやって来るとの予報。東北の被害を思えば、
久々に緊張した 9/4 の夜を向かえ、雨戸の点検、家の周りで飛ばされそうな
物は無いか、避難用袋は、といつになく、備えました。
9/5 の朝、台風情報を聞いて、やれやれ。平穏無事。でも、南の海上には、
台風の兆しがあるらしい。穏やかな９月で有って欲しいですね。
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