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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○ ㉑
ブルーや紫の実の色が綺麗で好きなので、どんどん伸びているのを見守っていると、まさに
『恐るべし！ノブドウ』ということになります。つまり、ノブドウの巻きひげの強さにはビックリさせられるの
です。暑～い夏の日差しのもと、ノブドウの蔓はぐんぐん伸びます。窓辺に見えてきたのですが、形が好きなので
そのまま様子を楽しんでいたのです。ある日、網戸を開けようとしたら動きません。なんと、ノブドウの蔓の巻き
ひげが網に巻き込んでいて、容易にはずれないのです。無理に開けようとすると、網戸の方が負けて穴が開きそう。
強い！と思いました。
ツタやエビヅルなどつる性の植物の形は、なぜか好きなのですが、その絡まるための機能はさすがですね。
ノブドウの巻きひげもすごいけど、ツタの吸盤なんて、もっとすごい。アマガエルの指先の吸盤みたいで、
植物とは思えないくらいです。そのすごさは、ツタを壁から剥がしたときに分かりますよ。
そんな訳で、蔓はすごいという独り言でした。＜さんじゃく＞

★都市公園で自然観察会 ７６★

お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会

春日公園で、始まった秋を、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／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/

☆日時 ９月１７日 （日）
☆場所 春日公園・旧売店

集合１４時 ～ 解散１６時

前

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）
９／１７（日）１０／１５（日）
９／２４（日）１０／２２（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）
１０／１４（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
問合せ：092-573-1827（森健児）

１０／８（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）

日本野鳥の会 筑後支部

福岡植物友の会 主催

９／２４（日）
膿施山公園（みやま市）
時 間：9:00～12:00
集 合：公園内すいせん橋
問合せ：野田達行 090-7446-9047

９／１７（日）
篠栗九大の森（篠栗町）
参加は有料 要予約
問合せ：092-662-2983（佃 昇）

集合時間、ご注意ください。

１０／１（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）
１０／３（火）
県営春日公園（春日市）
時 間：10:00～12:00
集 合：音楽堂ステージ側
問合せ：092-592-3423（小野仁）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
１０／７（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（大人のみ）
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

久留米の自然を守る会

和白干潟を守る会

９／３０（土）筑後川観月会
第４３６回例会
月面観察と周辺の天体と星座の観察
をします。指導は古田哲磨先生です。

主催

９／２３（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）

９／２３（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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要事前申込
時 間：１9：00～21：00
集 合：筑後川防災施設くるめウス問
合せ：090-1346-0460（橋田沙弓）
hashida＠kurumenoshizen.net

今回は、８月１日（旧暦６月１０日）～８月３１日（旧暦
７月１０日）までのデジカメ日誌です。

８月９日（旧暦６月１８日） 福岡市東区志賀島
竜宮瀬を車で通過中に見つけた。岩礁にあるミサゴの巨
大な巣である。１羽がカラスを追って行き、残った１羽はこ
のあと、翼を広げてヒナを庇っているようであった。

８月１日（旧暦６月１０日） 篠栗町九大の森（水辺の森）
ラクウショウの膝根（しっこん）である。ヌマスギとも呼ばれ
るように、水辺の過湿土壌に根があり、呼吸のため空中に
突き出している。中はコルク質のようだ。

８月２０日（旧暦６月２９日） 北九州市若松区有毛
岩屋・遠見ガ鼻の天然記念物-芦屋層群で観た二枚貝キ
ッシュウタマキガイの化石。北朝鮮の吉州に由来した名の
ようだ。最近は北朝鮮の核実験基地で有名になったとこ
ろ。この地層は、三千万年前の嵐の海の化石だそうです。
８月２０日（旧暦６月２９日） 宗像市上八（こうじょう）
戦国時代末期、宗像氏貞（宗像氏最後の大宮司）のお墓
木といわれる百日紅（サルスベリ）の巨木。氏貞が没した
年に四王寺山岩屋城が玉砕している。４３１年前のお話。

８月２７日（旧暦７月６日） 鳥栖市河内町
久しぶりに観た。昆虫病原糸状菌（ボーベリア菌）にやら
れたカミキリだろうか、甲虫の仲間である。最近は松くい
虫対策で「生物農薬」として使われるらしい。
くすのき ２０１７年９月号投稿原稿-本のむし
８月２０日（旧暦６月２９日） 福津市宮地濱
夕日が沈む頃、まだ海水浴客でにぎわっている砂浜を千鳥の
群が、右往左往している。「淡海の海夕波千鳥汝が鳴けばこ

ころもしのに古思ほゆ」を想う。写真はシロチドリ。

Nais-fukuoka 福岡県自然観察指導員連絡協議会
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お知らせ〔環境フェスティバルふくおか 2017〕参加します。
日程：10/21（土）10/22（日）の 2 日間 １０時から１６時まで
テーマ：自然と 遊ぼう 自然に学ぼう
自然の中にある 木の実、種、葉っぱ、 茎など を用いた遊びの 紹介
協 力の お願 い ：木 の実や 草の 種を 遊びに 活用し ます 。集 めて、

環境フェスティバルふくおか 2016 の様子

当 日会 場に 持参し てくだ さい 。当 日会場 での遊 びの 紹介 をして いただ くと あり がたい 。
問い合わせ連絡 先
電話番号
E-mail

福岡県自然観察 指導員連絡協議会

092-400-1765

ＦＡＸ

担当

田村耕作

092-400-1765

kurabird-.tamura@nifty.com

（当日連絡先） 氏名

田村耕作

電話番号

090-8220-6160

会員からの便り
★

こうゆうの、みると秋が来た！と感じます。
8/27 午後、津屋崎にて。トウネン 12 羽。
渋田 和美
多くの人たちに感じてほしいですね。編集部

★
会報くすのき 8 月号ありがとうございました。
無精者の私が庭の落葉を集めていましたらムラサキシジミがいました。
孵化したてのちょうで翅が完成したところでした。
こんなところでも生きて行こうとしているのだな、いい日でした。

福岡植物友の会

佃 昇

撮影:田字草／西油山に

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１９６号 １７．９．１
「鳥信で募集する野鳥たち」カラフトアオアシシギの生態、三池島報告などを掲載
・福岡植物友の会 会報 平成２９年９月号 第５８巻
九重連山近くのタデ原湿原での観察会報告、などを掲載
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都市公園で自然観察会 75 回 参加者 2 名
テーマ：春日公園の湿地環境で生きもの探し（その 3）
2017 年 8 月 20 日（日）14 時から 16 時まで

主催 福岡県自然観察指導員連絡協議会

報告 田村耕作

晴れ、猛暑なり。参加者 2 名で、トンボの仲間を中心に、池とその近くで観察しました。
観察したトンボの仲間・ウスバキトンボ（ショウリョウトンボ）、オオシオカラトンボ、オナガサナエ♀、
ギンヤンマ♀、シオカラトンボ♂、チョウトンボ♀、ハグロトンボ♀、ベニイトトンボ♂、
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自然しらべ 2017

うなぎ目線で川・海しらべ！

ウナギが戻れる環境を残したい。そんな気持ちで、川と干潟をしらべてみよう。
公益財団法人日本自然保護協会 主催 の 呼びかけに、近くの室見川河口堰とその下流の干潟を 9/6 の午後に歩きました。
以前、河口干潟に転石を積み上げたウナギ塚なるものが、数ケ所ありましたが、今回はみかけませんでした。
遡上する生きものにとって、河口堰は、大変のようです。魚道はあるのですが、この日は水量が多かったのか、流れが速く感じられた。
魚が利用しやすい魚道の上流側にはサギ類が集まり、そうでない場合は、魚道の下流側で見かけると聞いたことがあります。
この日は、下流側で、アオサギ、ダイサギ、ウミネコなどを見かけました。

室見川河口の堰

河口干潟のアオサギ

河口の護岸で見かけた カクベンケイガ二

他団体の活動紹介
ふくおか環境連絡交流会（主催：福岡市環境局保健環境研究所）が 9/4 の午後
まもるーむにて開催。壱岐南小のビオトープ見学と子どもがいる場の
安全管理のお話しでした。ビオトープは校舎の中庭全体に広がっていました。
池にはアオモンイトトンボやベニイトトンボが生息する環境でした。できて１５年。
よく活用されているようです。
無理と無知から事故はおこる。「まさか！」子どもは予想もしない行動をとる。
安全な活動にどう結びつけるか、下見の重要性を実感しました。田字草

参加費・寄付金の報告 2017 年 8/20 の参加費 4００円
◆◆◆◆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２９年 10 月 13 日（金）午後６時より事務局で行います。2017 年 10 月号の原稿は、2017
年 10／9（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 2017 年 8 月の定例発送会は、山本弘子、藤川渡、永松愛子、田村耕作が参加しました。
暦の上では、ようやく夏から秋となり、秋を感じる生きものの姿もあちこちで
見かけるようになりました。8 月下旬に歩いた能古島で、キイロスズメバチが活発に
活動中の巣を散策路の近くで 2 ケ所見かけました。9/5 に歩いた春日公園でも
クヌギの幹で活動中のオオスズメバチを 2 ケ所で観察しました。
今、危険な生きものが話題になることがありますが、相手をよく知り、
生きもののつながりの視点も考慮して、対応したいものです。
田字草

- ６ -

クヌギを盛んにかじるオオスズメバチ

