ナイス福岡 会報

2018 年７月
第
２７６
号

自然感
yumi

この度の豪雨により罹災された会員の皆様に対して、謹んで
お見舞い申し上げます。
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○㉛
あるお宅の庭木の萩は、毎年冬には根元で切られています。にもかかわらずと言うか、だからなのかもしれません
が、春にはどんどん多数の枝が伸び、秋には前年より大きな木になって、沢山の花を咲かせています。近所の
アカメガシワも、切られても切られても、復活します。写真（左）のアキニレは、根元は１０センチ以上の太
さなのに、背の高さは５０センチないくらいで、漫画みたいなカワイイ姿です。おそらく、根元から１０センチ
くらいのところで、すっぱり切られたのだと思われます。写真（右）は、昔里山として、人が利用していた林の
中で、萌芽しそのまま成長した姿です。
植物、特に樹木は、種類にもよるとは思いますが、切られても切られても復活していく。ただただ、単純に
木ってすごいなあと思うのでした。＜さんじゃく＞

★都市公園で自然観察会 ８６★

お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会

春日公園で、夏を、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 ７月１５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）
７／１５日（日）８／１９（日）
７／２２（日）８／２６（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
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）
８／１２（日）
８／１１（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）
日本野鳥の会 筑後支部
7 月、8 月はお休みです。

８／５（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）
８／７（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）

福岡植物友の会
７／１５（日）
篠栗九大の森（粕屋郡篠栗町）
問合せ：佃 昇（092-662-2983）
参加は有料 詳細はお問合せ下さい

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

９／１（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

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

７／２８（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
７／２８（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

１０／１４（日）
ネイチャーゲームと自然観察会
時 間：10：00～
集 合：森林つつじ公園
問合せ：http://kurumenoshizen.net/

今回は、６月１日（旧暦４月１８日）～６月３０日（旧暦
５月１７日）までのデジカメ日誌です。

６月２日（旧暦４月１９日） 福岡市中央区春吉雷橋
今年も咲いたジャカランダの花。直前まで今年はダメか
もと思わせて、時期になるとちゃんと咲いている。

６月１日（旧暦４月１８日） 大分県久住町瀬の本登山口
久住のハルリンドウ。やまなみハイウェイの傍で、群生し
ていた。いつもは天拝山のフデリンドウを楽しんでいる
が、少し大きなこの花もなかなか可憐である。

６月１３日（旧暦４月３０日） 長崎県南島原市
この度「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一
つとして世界遺産指定が決まった「原城跡」で、囀っていた
セッカである。ひたすらヒッヒッヒッヒッ・・を繰り返す。よく
聞くのは、上昇しながらこのヒッヒッヒ・・・と鳴いて、下降時
にチャッチャッチャッ・・・というパターンですね。

６月９日（旧暦４月２６日） 太宰府天満宮菖蒲池
見ごろの花菖蒲。パンフレットには約５５種三万本となって
いる。写真のように落ちた花殻を丁寧に取り除いて、池の
景色を守っている人がいた。お疲れ様です。

６月２８日（旧暦５月１５日） 筑紫野市天拝坂
歩道に広がる赤い実。街路樹として植えられたヤマモ
モの実である。誰も拾わないのでこのまま朽ちていくだ
け。毎年勿体ないと思いながら、今年もこの時期をやり
過ごしてしまった。
６月１４日（旧暦５月１日） 熊本県本渡市
初めオナガアゲハ？と思ったが、良く観ると胴体に赤みが
あるのでジャコウアゲハであった。

くすのき ２０１８年７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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◆2018 年度 福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会 報告◆
福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局
◆定例総会（6/30（土）
）の報告
13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
出席者 堀謙治・辛島真由美・宮原俊彦・山本弘子・末弘裕一・鶴田義明・田村耕作
1）挨拶 2018 年度３県で講習会計画中です。皆さんの協力をお願いしたい。
2）2017 年(2017 年 6 月～2018 年 5 月) 活動報告 以下の通り
3）2018 年度活動計画 以下の通り
4）決算と予算について 以下の通り
5）事務局体制
以下の通り
この内容が承認されました。
2018・4／15 春日公園（コケの観察）
議題内容
２） ２ ０ １ ７ 年度（２０１7／６～２０１8／５） 活 動 報 告
２０１７年６月１８日第７３回春日公園自然観察会から２０１８年５月２０日まで１１回実施
６月２５日 総会前、自然観察会ｉｎ春日公園
３名参加
６月２５日
２０１７年定例総会 於：県立春日公園管理センター
９名参加
10 月 21/22 日 環境フェスティバルふくおか 2017 に出展（来場計 317 名)
延１1 名協力
2 日目、台風 21 号の影響で、14 時で終了
10 月 19 日
福岡市保育協会の研修会（自然とのふれあい…大濠公園）
８名協力
2018 年５月２１日〰２４日
福岡市役所１階の生きものと私たちのくらし展
参加
その他関連 ＊『自然感 くすのき』のシリーズについて、続いています。
★ぶつぶつぶやき 第２４５号から始まりました。投稿者さんじゃくさん、よろしく。
★春日公園自然観察日記、★私のデジカメ日誌より★窓越しの自然観察より（12 回）
★会員各位の投稿（合わせて２９回） 増加しています！！
【その他関連】
春日公園での探鳥会に協力（日本野鳥の会福岡支部とナイス福岡の共同実施）
毎月第１火曜日の１０時から１２時まで。毎回２０名前後の参加者有り。
【各会員の所属する団体の活動例】
◇三国丘陵の自然を楽しむ会 松永紀代子会員活動報告
・観察会 ２０１７年６月３日から１１回と３月３日（福岡県、小郡市との合同観察会）
、
・三沢遺跡 九州歴史資料館周辺自然観察マップ 作成は、北筑後地域環境協議会 三沢ビオトーププロジェクト
の構成団体の一つで、上記のマップを作成することになった。
そのため、下記の編集会議を当会（参加者１６名、他写真協力２名）で行った。
２０１７年２月１０日から、 計１９回
自然観察マップの入手は、九州歴史資料館、小郡市関連施設、当会の観察会で（数には限りあり）
。 また、小郡市
小学校全生徒と、筑紫野市近隣小学校の一部の生徒にも配布されるとのこと。
◇和白干潟を守る会 ナイス福岡（山本廣子会員）の主な活動報告
・２０１７年６月１９日（月）和白小学校４年生１２４名と先生４名の和白干潟観察会、
和白干潟を守る会の自然観察ガイドは８名
・２０１７年９月１９日（火）筑陽学園中学校３年生６４名と先生５名の郊外理科学習、和白干潟観察会と生物調査、
和白干潟を守る会の自然観察ガイドは５名
・２０１７年１１月２５日（土）和白干潟のクリーン作戦と自然観察、２９名参加、
和白干潟を守る会会員は１５名（毎月第４土曜日午後３時から開催しています。
）
◇青葉パークネイチャークラブ平成２9 年度活動有り 瓜生顕一郎
◇北九州市での西藤 誉志也会員の平成２8 年度活動報告
・2017/04/16（日）
春の山田の森フェスタ 昆虫ブース出展 山田緑地
・2017/07/23（日）
昆虫づくしの１日 IN 山田緑地（日中）約５０名
・2017/08/11（金）
昆虫づくしの１日 IN 山田緑地（午後～夜）約５０名
・2017/10/01（日）
Play Forest 2017（九州電力） 昆虫ブース出展 山田緑地
・2017/11/03（日）
秋の山田の森フェスタ 昆虫ブース出展 山田緑地
・2017/12/02（土）
九州・沖縄昆虫研究会＆日本鱗翅学会九州支部合同大会ポスター発表 大分大学
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◇つるた自然塾（鶴田義明会員） 主な活動（２０１７年度）
・4/8
「水源の森・春の植物観察会」
（曲淵ダム）
42 名
・4/21
朝日カルチャー講座（井原山山麓）
27 名
・5/20～21 スズラン鑑賞（南阿蘇）
8名
・5/27～29 花の百名山を歩こう！道後山(広島)
10 名
・6/7～8
筑紫小「ネイチャーゲーム」(小３)
176 名
・9/6
原西小「ネイチャーゲーム」(小１)
125 名
・10/5
原北小「種のふしぎ」(小 3)
108 名
・10/19
春吉小「ネイチャーゲーム」(小 5)
30 名
・10/31
老司小「ネイチャーゲーム」(小 3)
90 名
・11/11
「水源の森・秋の植物観察会」(曲淵ダム)
52 名
・11/15~16 筑紫小「種のふしぎ」(小３)
176 名
・11/21
西陵小「樹木調べと樹名板作り」(小３)
36 名
・11/30
城浜小「ネイチャーゲーム」
（小４・５）
33 名
・12/8
下山門小「種のふしぎ」
（小 4）
101 名

ほか多数。

３）
《 2018 年(2018 年 6 月～20１9 年 5 月) 活動計画 》
＊ 九州歴史資料館周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力。奥山ではなく、
すぐ足元にある身近な自然に目を向けてもらうために、今後とも観察会を継続。
＊ 青葉パークネイチャークラブの観察会等、青葉公園にて自然観察会他。
＊ 環境フェスティバルふくおか 2018〔10 月 20（土）21（日）の２日間〕 協力予定
＊ ２０１８年度「私たちの未来環境プロジェクト」１２件の予定あり（西藤 誉志也会員）
＊ 福岡県営春日公園での観察会協力予定と自然あそび館の活用
＊ ナイス福岡のホームページ掲示板の活用
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
『春日公園でのいろいろな観察会』は継続して実施したい。
毎月第１火曜日 １０時から１２時まで 定期的な探鳥会
毎月第３日曜日 １４時から１６時まで 定期的な自然観察会
毎月第４日曜日 ９時から１２時まで 定期的な野あそびの紹介
◇「この場所で実施したい」という候補地を挙げて、みんなで協力して実施しましょう！
その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、
自然保護 を考えていきたいと思います。
毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
４）２０１7 年度会計報告、２０１8 年度予算
会計の宮原俊彦から報告。
別紙 参照。
５）事務局体制 案 について
《２０１8 年度役員 案 》新しい会員の参加を希望
代表：田村耕作、事務局長：小野仁
事務局：藤川渡、山本弘子
環境フェスティバルふくおか 2017
編集：田村耕作、山本勝、松永紀代子、永松愛子
会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、辛島真由美

2018・4／15」 春日公園でコケの観察会
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2017年決算報告（2017年6月1日から2018年5月末）
（収入）
項目
繰越金
会費
その他
合計

（単位:円）
予算
(a)
87,550
70,000
10,450
168,000

決算
(b)
87,550
116,000
16,200
219,750

差
（ｂ-a）

予算
(a)
2,000
90,000

決算
(b)
790
59,596

差
備考
（a-b）
790 監査資料送付、コピー代等
30,404 送料29,356円 コピー代30,240円
事務局定額経費12ヶ月＊5千円
0 ホームページ作製管理1万円
6,000
37,614 支出計/会員数≒2,210円/人

備考

0
46,000 会員数59名（総会時等20千円、郵便振替96千円）
5,750 観察会参加費15,700円、カンパ500円
51,750 (収入計－繰越金)/会員数≒2,241円/人

（支出）
項目
総会運営
会報発送

（単位:円）

事務局費
70,000
70,000
予備費
6,000
0
合計
168,000
130,386
収入額-支出額＝次年度繰越金
219,750
130,386
89,364 円は次年度繰越金

＝

89,364

会計監査報告
会計報告をいたします。支払い伝票はよく整理され、支出項目も適正に処理されていました。
金額の不備もありませんでした。謹んで報告いたします。
2018年6月30日
堀 謙治
辛島 真由美

2018年予算（2018年6月1日から2019年5月末）
（収入）

（単位:円）
本年予算
(a)
89,364
100,000
10,636
200,000

昨年
（ｂ）
87,550
70,000
10,450
168,000

差
(a-b)
1,814
30,000
186 観察会収入等
32,000

昨年
（ｂ）
2,000
90,000

差
(a-b)

総会運営
会報発送

本年予算
(a)
2,000
70,000

事務局費
予備費
合計

70,000
58,000
200,000

70,000
6,000
168,000

項目
繰越金
会費
その他
合計

備考

（支出）
項目

備考

0
-20,000
事務局定額経費12ヶ月＊5千円
0 ホームページ作製管理等
52,000
32,000

福岡市まもるーむでの総会の様子

― 6 －

2018 定例総会時の地行浜自然観察会
場所：福岡市中央区地行浜 2018 年 06 月 30 日（土）10 時 30 分から 12 時まで。
案内人 北野星二（福岡植物友の会）
参加者：鶴田義明、末広裕一、田村耕作
1989 年アジア太平洋博覧会が開催され、その後、作られた人工の砂浜で、管理者により
砂浜として管理維持されてきた場所である。そういう中で砂浜にいろいろな植物が進出してきている。そんな環境の砂浜に、
どんな植物が生息しているか、という視点で北野氏に案内していただいた。
集合地のまもるーむ福岡（福岡市保健環境学習室：福岡市中央区地行浜、）から出て、菰川沿いの緑地で、ネジバナを発見。
地行浜に入って、ハマヒルガオの小さな群落、ハマゴウ一株、
ギョウギシバ（バミューダグラス）、コウボウシバ、メリケンムグラ、ネズミムギ、コマツヨイグサ、ヨモギなどが比較的広く
生えていた。
その他見かけた種は、セイヨウタンポポ、ナンキンハゼの芽ばえ、アメリカイヌホオズキ、メヒシバ、エノコログサ、
マメグンバイナズナ，イヌムギ、ノボロギク、エノコログサ、ヒメヒオウギズイセン、コスズメガヤ、アメリカセンダングサ、
カワラケツメイ、アレチギシギシ、ギシギシ、ハイニシキソウ、ヒメムカシヨモギ、アメリカスズメノヒエ、シマスズメノヒエ、
ガガイモ（４株）。
こんな場所にガガイモが生えていることに、驚かれていた北野さんが印象に残りました。

観察風景
ハマヒルガオ
地行浜
ガガイモ
午後の３０分間、外来生物、特に植物を中心に、その定義、考え方、その影響などについて、お話いただいた。
興味深いお話、ありがとうございました。
ナイス福岡 田村耕作

窓越しの自然観察 25 〜 梅雨の頃 〜
六月も半ばを過ぎる頃、ネムの花が開き始めました。
側溝のコンクリートの隙間に辛うじて生き延びていた
のを移植して、約 14,5 年。育つとは見えなかった幼木
が、ここ数年で急成長して昨年 1〜2 枝に花をつけまし
たが、今年は一週間かけて下枝から樹上まで淡いピンク
で縁取られた扇子で覆い尽くしました。
足元には、オカトラノオ、ネジバナなどが目を楽しま
せてくれ、早朝からの小鳥のさえずりも繁くなる中珍しく
コゲラが身近に姿をみせ、整枝したヒガンザクラの切口を
盛んにつついています。
周辺道路は、災害関連と小石川ダム関係の大型トラックの往来が激しく、ダムサイトへ近づくのは
これからも引き続き数年間は避けたいと思っています。
（ダムサイト住人 2018/6/30 記）
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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。チラシによる広報も
いいのですが、会員の皆様の推薦による募集が最も効果的のようです。
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、3 名の会員から、連絡がありました。
もう 1 名、連絡が欲しいですね。
スズメとソウシチョウ（今津）
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
西油山林道散策 20180702
梅雨時、曇り空の中、城南区の片江展望台から西油山林道（早良区）を歩きながら、生きものの撮影をした。
気に入ったことの一つ目、オカトラノオの花を観察しつつ、この花にいた小さなガ（キンバネチビトリバ）を見かけた。
二つ目は、林道の法面の水抜きの穴を出入りする二ホンミツバチの群れ、三つ目は小さな水たまりで産卵していたオオシ
オカラトンボ、それに未熟なサルナシの実がたくさん落ちていたのを見かけた。報告、田村耕作

◆◆◆◆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８月１0 日（金）午後６時より事務局で行います。2018 年８月号の原稿は、2018
年８／６（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 6 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。
台風の影響も油断出来ないですが、60 数年生きてきて、この頃の雨の降り方とその量、
異常としか表現出来ません。いろいろなメデアからの情報による危険から回避行動に
つなげることも大事です。でも、大人自身が五感をフル活動させて、危険からの回避を判断し、
行動につなげる訓練があまりできていないのではないか、とあるラジオ番組の投稿にありました。
室見川の水位が土手を超えそうな状況の中、土手を歩く人たち、一体何を思っている？

- ８
-

挿し絵 4 点は、木村陽子さん提供

