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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○㉚
タンポポと思えばセイヨウタンポポ。ノゲシと思えばオニノゲシ。カタバミと思えばオッタチカタバミ。
ミコシグサ（ゲンノショウコ）と思えばアメリカフウロ。チチコグサと思えばチチコグサモドキ。オオバコと
思えばセイヨウオオバコ。ああ～。きりがない。気がつけば、あれもこれも帰化植物。身近に目に付く草花の
ほとんどが帰化植物か？と思ったら少々悲しくなった。恐らくほぼ人間の営みによって運ばれてきてしまった
であろう植物自身に罪はないとは思うが、在来の草花の方が好ましく感じられるのは、私のひいき目かもしれ
ません。
ただし、いつの時代に帰化したかというのは難しい問題のようで、在来だと思っていても、はるか昔に入って
きていたりするようで、私などがとやかく言えるものではないのです。でも、あまりにこの頃、いわゆる帰化植物
と言われている草花が目に付くので、つい愚痴が出てしまいました。＜さんじゃく＞

ヒメジョオン

アメリカフウロ

セイヨウタンポポ

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 ８５★

（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

春日公園で、初夏を、ゆっくりと観察します。
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☆日時 ６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）
６／１７（日）７／１５日（日）
６／２４（日）７／２２（日）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
久末ダム探鳥会（福津市）
時 間：8:00～11:00
時 間：8:00～11:00
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）
７／８（日）
７／１４（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）
問合せ：092-573-1827（森健児）

７／１（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
７／３（火）
県営春日公園（春日市）
時 間：10:00～12:00
集 合：旧売店前
問合せ：092-592-3423（小野仁）

日本野鳥の会 筑後支部
６／２４（日）
延命公園（大牟田市）
時 間：9:00～
集 合：体育館西側広場
問合せ：永江和彦 080-2793-0553

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/

７／７（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

参加費：大人 200 円
参加された方には新しい「自然観察マッ
プ」も差し上げます。
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

６／２３（土）
守る会定例会議
時 間：10:30～
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
６／２３（土）
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00～
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－

主催

７／８（日）
キノコ観察会
時 間：9：30～
集 合：浦山公園駐車場
問合せ：http://kurumenoshizen.net/

今回は、５月１日（旧暦３月１６日）～５月３１日（旧暦
４月１７日）までのデジカメ日誌です。

５月１０日（旧暦３月２５日） 筑紫野市塔原地蔵川
アカメガシワの星状毛を観ていたら、葉柄基部の蜜腺
にアリが群がっていた。シリアゲアリの仲間のようだ。

５月１日（旧暦３月１６日） 筑紫野市天拝坂
体長１ｃｍ程のハムシドロバチの仲間がフジヅルの小さな
穴に出入りしていた。図鑑によるとこの穴はキクイムシな
どが開けたものを利用するらしい。

５月１２日（旧暦３月２７日） 筑紫野市天拝坂
玄関のコナラの枝打ちをしている時に、地上３ｍほどの
樹幹に約１ｃｍの平たい虫がいた。指を近づけると横い
ざりに隠れようとする。セミやヨコバイの仲間と見当を付
け調べたら、カメムシ目ミミズク科ミミズクの幼虫のよう
である。成虫に会いたいものだ。
５月１１日（旧暦３月２６日） 筑紫野市天拝坂中央公園
サクラの樹洞から、コゲラが顔を出した。驚いたことに、こ
の穴は地上から８０ｃｍ、公園歩道のすぐ横である。カラス
や蛇対策に人を利用しているのか？

５月２０日（旧暦４月６日） 筑紫野市天拝公園池、上池
夜店で売っていたミドリガメである。ここで繁殖しているミ
シシッピアカミミガメの幼体。今年１月現在、環境省は緊
急対策外来種に位置づけられ、早晩、特定外来生物に指
定されると思う。

５月３１日（旧暦４月１７日） 大分県九重町長者原
この時期には九州では珍しい猛禽の仲間ノスリである。
タデ原や付近の草原を縄張りにしているようだ。以前、
星生山で夏場に見かけたことがあったが、久住でしっか
り繁殖している可能性大である。
くすのき ２０１８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
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春日公園の自然観察会
5/20 時（日）晴れ、１４時から１６時まで、参加者は 3 名で自然風庭園を中心に、観察を楽しんだ。
高さ約３ｍ、ネジキの花が満開だった。真っ白て、小さな釣り鐘状の花が松林の中で咲いていた。いつも散策している場所なのに、
こんなに存在感があるネジキに初めて気が付いた。

自然風庭園の一角のシャリンバイの植え込みに、ツルウメモドキ、サルトリイバラ、カニクサ、オカトラノオ、イヌビワなどが生育中
だった。なぜ、こんなところに生育しているのか？しばらく時間をおいて観察したいと思いました。
その他、見かけた生きもので、松の芽ばえが印象に残りました。

アメリカフウロの実

オオスズメバチ

オヘビイチゴの花

ヒメモンシデムシ

松の芽ばえ

ヒメジャノメ

６月に入り、春日公園のそばで、アオバズクやササゴイを見かけました。
今年も南から春日にやって来てくれました。田字草
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福岡県自然観察指導員連絡協議会(NAIS Fukuoka) さま
出展の御礼と成果（速報）

生きものと私たちのくらし展事務局

この度は「生きものと私たちのくらし展」にご出展ありがとうございました。
昨年度までと比べて開催日数は短かったですが、1 日あたりのご来場者数は昨年度よりも多かったです。週末よりも
平日昼間の方の来庁者があるためかもしれません。
今回の展示概要と成果（来場者数など）をまとめましたのでご報告いたします。
名 称：生きものと私たちのくらし展 会 場：福岡市役所１階多目的スペース
期 間：平成３０年５月２１日（月）〜２４日（木）
出展団体数：２０団体
日本野鳥の会福岡支部，まほろば自然学校，福岡県自然観察指導員連絡協議会(NAIS Fukuoka)，福岡県環境部自然環境課，
福岡市動植物園，福岡市保健環境研究所・まもるーむ福岡，かなたけの里公園，日本鱗翅学会・日本蛾類学会会員・小藤佳紀，
福岡きのこ友の会，地行浜いきものプロジェクト（福岡市環境局保健環境研究所・(一社)ふくおか FUN）
，勝瀬志保，
博多昆虫同好会・伊東竜平，一般財団法人九電みらい財団，博多湾生きものネットワーク，こうのす里山くらぶ，
九州自然歩道フォーラム，NPO 法人グリーンシティ福岡，福岡市環境局環境監理部環境調整課

来場者数：およそ 2,100 人
ご協力ありがとうございました。今後とも身近な自然や生物多様性の普及・
保全の取り組みでご一緒できれば幸いです。よろしくお願いいたします。
展示をみた人の感想より
○活動の様子がよくわかり、特にパネルを見る人の滞在時間が
長かったように思います。じっくりパネルを見た後に
資料を手に取って帰られる姿も見られました。
○チラシが貼ってあることで手に取らずともわかるのがよかった。
手に取りたい人はとっていた。
◇会報を A3 など大きく印刷したらより見やすくなったかも。

ホタルの鑑賞いかがですか
梅雨が始まりました。ホタルを楽しむ時期でもあります。皆さんのお住まい近くに、ホタルを鑑賞できる場所、
ホタルが生息している環境はありますか。私は、西区金武にあるかなたけの里公園で、6/7（木）の夜８時頃、
楽しみました。この日、午後の天気は晴れ、夕焼けが美しかった。気温は 22～23℃で風もほとんどなし。
公園の中を流れる川があり、その川が樹木で覆われていて、樹木のトンネル状になっているあたりで、たくさんの
ゲンジボタルを鑑賞しました。私の他は、合わせて５家族位が楽しんでおられました。
少し離れた山麓から、ゴロスケホー、ゴロスケホーとフクロウの鳴き声も聞くことができました。田字草
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お知らせ 自然観察指導員の講習会
2018 年 12 月 1 日（土）から 2 日（日）に、国立夜須高原青少年自然の家で開催予定
ネイチャー佐賀、熊本県自然観察指導員連絡会、ナイス福岡の３団体で進めています。

皆さん、多くの参加者を紹介してください。
また、講習会の準備、夜須高原での実施には、会員の皆様の協力が必要です。
協力できそうな会員さんは、連絡をいただけませんか。
現在、2 名の会員から、連絡がありました。もう 2 名、連絡が欲しいですね。
連絡先：090-8220-6160（携帯）、メールアドレス：kurabird-.tamura@nifty.com
ナイス福岡 事務局田村

ナイス福岡 定例総会の案内
場所：まもるーむ福岡 福岡市中央区地行浜２丁目 1-34（福岡市保健環境研究所１階）下記の地図参照
地下鉄唐人町駅から徒歩１４分、西鉄バス「ヤフオクドーム前」バス停から徒歩４分
駐車場：乗用車９～１４台
期日：２０１８年６月 30 日（土）１０時３０分から１５時まで
内容 １０時３０分～１２時
地行浜で自然観察会（テーマ 人工海浜に進出している植物たち）
案内人 福岡植物友の会 北野星二
１２時～１３時
お昼
１３時～１３時３０分
まもるーむで 講師のお話と質疑応答
１３時 30 分から１５時
定例総会

画 木村陽子
連絡先：ナイス福岡事務局 田村（090-8220-6160）

◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
会費振込について
会計年度は 6 月から翌年 5 月末までです。会員の皆様、２０１８年度会費が未納の方、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。
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？
次回の定例会は、平成３０年７月１３日（金）午後６時より事務局で行います。2018 年７月号の原稿は、2018
年７／９（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 2018 年 5 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。
自宅近くの池で久し振りにバンを見かけた。樋井川では、鳴きかわすコチドリ 2 羽に、
水面上を飛翔するササゴイを観察できた。この時に近所の庭先でホタルブクロの花が咲いて
いるのに気づき、ホタルが飛ぶ時期になったことを意識した。そして 6/5 の夜、小雨の降る
中、福岡市西区でホタルの光を楽しめた。
ともかく、野外を歩くと沢山の生きものに出会えて楽しいですね。本格的な梅雨の時期です
が散歩のお薦めです。

樋井川で見かけたコチドリ
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