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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○ ⑩ 
華奢で毛並みは綺麗。若い感じがします。野生のタヌキです。いかんせん、彼？の目の前にあるのはドッグフード。 

このドッグフードを食べる前には食パンをけっこうたくさん食べました。ある人間が、とても熱心に彼にエサを与えて 

いました。名前も付けて呼んでいました。タヌキは人に近づくことは 

多いようですが、あまりに人に依存し過ぎてしまうと心配になります。 

人は気まぐれだし、彼の本来の生き方を尊重せずに、“ああ勘違い” 

の愛情を注ぐきらいがある。願わくは、彼が本来の生き方もしっ 

かり持ちつつ、『ちょっと人間に付き合ってやっているんだよ。』 

くらいでいてくれたらよいのですが。 近見かけた、人に近づき 

過ぎたかもしれない油山のタヌキでした。＜さんじゃく＞ 

 

 

再度 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  
（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/ 
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★都市公園で自然観察会 ６５★ 
春日公園で、秋の始まりを、ゆっくりと観察します。  

☆日時 10 月１6 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  
２５５ 



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 
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１１／１３（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）

１１／１２（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） 

１１／１（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：090-8220-6160（田村耕作）

１０／２３（日）１１／２７（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）

１０／１６（日）１１／２０（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） 

 

１１／６（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）

第 429 回例会 １０／１６（日） 

ネイチャーゲームと自然観察会 

全国いっせいのネイチャーゲームと

昆虫と植物の自然観察会です。 

 

集 合：高良内幼稚園駐車場    

時 間：10：00～14：30 

参加費：無料 

定員 30 名 要申込 

共 催：四季の森 

ふれあい教室開催委員会 

問合せ：FAX 0942-51-7964(古賀) 

１１／５（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） 

集 合：九州歴史資料館 2階会議室 

時 間：9:15（受付）～12:30   

問合せ：092-920-3072 

（松永紀代子） 

参加費：無料 

会員以外は、上事務所に要申込 

電話：０９４２－３０－１０５２ 

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 

１０／２３（日）  

黒崎公園（みやま市） 

時 間：9:00～ 

集 合：黒崎公園第一公園グランド 

090-7446-9047（野田） 

 

１０／１６（日）大島（宗像市） 

要予約、有料 

問合せ：092-662-2983（佃 昇） 

 

１０／２２（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） 

１０／２２（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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－ 

 

今回は、９月４日（旧暦８月４日）～９月３０日（旧暦８月

３０日）までのデジカメ日誌です。 

くすのき ２０１６年１０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 

９月１０日（旧暦８月１０日）  小郡市津古（九歴裏） 

キツネノマゴで吸蜜する南方系のタテハモドキ。小郡市の

三国丘陵辺りでは確実に定着しているのだろう。 

９月１２日（旧暦８月１２日） 鹿児島県霧島市「道の駅霧島」

「道の駅霧島」展望台の広大な風景の中に突然巨大な黒

い塊が不定形の生きもののように現れた。水族館で見た

鰯の巨大な塊と同じだ。コムクドリの渡りであった。 

９月６日（旧暦８月６日） 春日市県立春日公園 

ジョロウグモがセミを捕食していた。オスが交尾の隙を狙

っている様子。今が命がけの繁殖期です。 

９月２５日（旧暦８月２５日） 福岡市城南区片江展望台 

西を目指すハチクマ。雨の多い今年の渡りは、さぞ難儀な

ことであろう。喉が膨らんでいるので何か食べたらしい。 

９月２６日（旧暦８月２６日） 筑紫野市天拝坂 

庭の鉢カバーをふと覗くと、尻尾の青いニホントカゲが二

匹いた。まさか此処で繁殖したのか？ 

９月１７日（旧暦８月１７日） 宗像市宗像大社 

宗像大社で見かけたカシワのドングリ。今、神宝館で大国

宝展が始まった。世界遺産登録目指しての開催。 



◎ 都市公園で自然観察会 64 回 H２８年 9月１8日（日）は、豪雨のために、中止しました。 

 

会員 渋田和美さんからの投稿 

筑豊野鳥の会バスツアーで、都城にサシバの渡りを見に行きました。過去 高の記録だったようで、なんと iPad で写真が 

撮れました。10/10 の 11:30 時点で 4000 羽越えてました！ 

編集部による追伸；日本野鳥の会宮崎県支部有志のＨＰ金御岳サシバ 

の渡り情報によると、この日６時から１６時まで、合計７，５４４羽を 

数えたとのことです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

山田の森で秋の虫と友達になろう（活動報告）  

【日時】平成２８年９月１９日（月・祝）１０時００分～１２時００分【場所】山田緑地（小倉北区山田町）  

敬老の日の祝日、九州に台風が近づいている雨模様の中、山田緑地の森の家にある大会議室にてイベントを行いました。 

季節は秋ということで「鳴く虫」をメインに講義を行った後、用意した生体を観察しながら図鑑を使って調べました。 

虫の声を皆で聞いて、その声を文字で表現してみたり、波形で確認するなど、虫の声について一歩踏み入って学びまし 

た。また「なぜ鳴くのか？」「どうやって鳴くのか？」「その声をどうやって聞くのか？」など、鳴く虫の不思議につい 

てもご紹介しました。野外で採集はできませんでしたが、子ども達は生きた虫を間近でじっくり観察するなど、目を輝か 

せながら楽しい時間を過ごしているようでした。（報告 西藤誉志也） 
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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１８５号 １６．1０．０１ 

「鳥信で募集する野鳥たち」ハイイロチュウヒの生態などを掲載 

・久留米の自然を守る会 久留米の自然 第１２８号 ２０１６年９月１日 

        ラミーカミキリの話、郷土の樹木・ヤナギの話などを掲載 

・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第 161 号 2016.09.26 

        ｢天草 磯の自然観察 ハクセンシオマネキを観察しよう 報告｣などを掲載。 

・福岡植物友の会 会報 平成２８年９月号及び１０月号 第５７巻 

       第 690 回「石釜の里」報告、 第 691 回「樫原湿原」報告などを掲載 

・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎo.１１９（2016.９.15） 

         連載「豊平川の野生サケ サケ調査で今までに分かったこと、これから取組みたいこと｣を掲載 

・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ Vol.104 2016．09．11 

      「第５１４回自然観察指導員講習会・島根 フォトアルバム」の報告を掲載 

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 No.１９６ 2016 年 10 月 1 日 

『子ども向け観察会の一手法』という報告を掲載。ダンゴムシと迷路の体験話。 

   九州自然協議会  開催のお知らせ 

   この協議会は、九州に在住する自然観察指導員たちのつながりの場、情報交換の場です。どなたでも参加できます。 

   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。場所は豊後大野市のあかい屋根の郷です。 

参加費は４０００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、鬼塚までお知らせください。 

 「テーマは 地球」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。 

  10/29 １２時３０分受付、その後、ジオサイトツアー、交流会と続き、翌10/30は、化石掘り（ジュラ紀の地層） 

終わりは10/30の正午頃です。 

 

大分県自然観察連絡協議会事務局  鬼塚（０９０－３７３４－９８２１） 

 
 

    参加費・寄付金の報告 なし 
                 

◆◆◆◆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 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 11 月 11 日（金）午後６時より事務局で行います。2016 年 11 月号の原稿は、2016

年 11／7（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。  

                                                     

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

編集後記 2016 年 9 月の定例発送会は、永松愛子、山本弘子、鶴田義明、 

藤川渡、田村耕作が参加。９月半ばから 10/10 まで、タカの渡りを標高 210ｍの 

展望台で楽しんでいました。初めは日陰が快適だったのですが、１０/8（土）の 

大雨を境に、冷たい風を感じるようになりました。これで一機に秋らしさが増す 

のでしょうか。小さな虫カネタタキも見かけましたよ。 
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