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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○
山の景色をなにげに眺めていて、そういえば山の緑の色が夏の濃い緑色から少しくすんだ感じになってきたなあと
思った。それに、所々黄土色っぽくなっている木もあるなあと。秋に近づいていますよと、教えてくれている。
大きなケヤキの葉が日ごとに茶色味を増し、あんなに茂っていたのに、いつの間にか空が透けて見える。あちらこちら
の草むらから、虫の音が聞こえてくるし、公園の木の上の方からは、アオマツムシの“リンリンリンリン”が降ってくる。
モズの高鳴きが聞こえた。アキノノゲシやイヌタデなどの草花が咲いていて、道端ウォッチングが楽しくなる。アジサイ
の花がドライフラワーになりつつある。ジョロウグモの巣が目に付き始めたけど、巣は小さく、主はまだまだ未熟だ。
オンブバッタは元気なく佇んでいる。
カレンダーの日付けを追わなくても、生きものたちが、季節が進んでいることを教えてくれる。ただしそれは、どう
やら受け取る側の心持ちしだいではあるようだが。＜さんじゃく＞
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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 101★

（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

春日公園で、生きものを昆虫、樹木や野草を
ゆっくりと観察します。

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 福岡市城南区田島 3 丁目 7 番 14 号
田村の自宅内 TEL ：092-844 ｰ 4381
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/

☆日時 １０月１9 日 （土）
集合１0 時 ～ 解散１2 時半頃
☆場所 春日公園・ 旧売店 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 090－8220－6160〔田村の携帯〕
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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）
１０／２０（日）１１／１７日（日） １０／２７（日）１１／２４（日） １１／３（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
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（夏時間）
時 間：9:00～12:00（夏時間）
時 間：9:00～12:00
集 合：玄洋高校西側道路
（１０月からは 9:00～12:00）
集 合：久末ダム多目的広場横
問合せ：092-891-9005（神園道男）
集 合：天拝山歴史自然公園
駐車場 (管理事務所下)
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀） 問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１１／５（火）
１１／１０（日）
１１／９（土）
県営春日公園（春日市）
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：10:00～12:00
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：音楽堂ステージ側（第５Ｐ）
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：092-592-3423（小野仁）
問合せ：092-573-1827（森健児）
日本野鳥の会 筑後支部

福岡植物友の会

１０／２７（日）
濃施山公園（大牟田市）
時 間：9：00～12：00
集 合：公園内すいせん橋
問合せ：0944-58-1672（野田達行）

１０／２０（日）
皿倉山（北九州市）
問合せ：佃 昇（092-662-2983）
要予約
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/

１１／２（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

１０／２６（土）
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）
－２－

１０／２６（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）

今回は、９月１日（旧暦８月３日）～９月３０日（旧暦
９月２日）までのデジカメ日誌です。

９月９日（旧暦８月１１日） 筑紫野市天拝坂
重陽の節句のこの日、二日市地狭帯に雲海が出来か
かった、が市街地を霧が覆う前に消えていった。

９月６日（旧暦８月８日） 筑紫野市天拝坂
庭のミツバアケビに突然のようにアケビコノハの幼虫が
群がった。見た目と違って、肌触りはシルク、味は濃い
大豆のようだそうだ。3 日後には全く見えなくなった。家
のスズメの幼鳥たちのご馳走になったかも・・・

９月１６日（旧暦８月１８日） 筑紫野市阿志岐
自然観察の W 氏よりこの付近の宝満川でセイタカシギ
を観たとご連絡が有った。コメの花が咲き、彼岸花が咲
くこの時期、シギチも二日市地狭帯を通過していく。

９月１３日（旧暦８月１５日） 筑紫野市天拝坂
ここのところモズが良くぐぜっている。ぐぜりは「口舌り」
と書くようだが、ヒバリやヨシキリの雰囲気が多い。はっ
きり大きくではなく、グチョグチョピーピーといった感じで
ある。隣家の軒先でぐぜっていたこともあり、その時は
スズメの巣立ち雛を明らかに狙っていたように思う。

９月２６日（旧暦８月２８日） 福岡市中央区天神
今年の秋の彼岸は専ら天神でハチクマ観察であった。
お寺のお仕事の合間に、ビルの谷間の空を見上げてい
た。9/24～9/30 で３１４羽+のハチクマ渡りを観察でき
た。特に春吉のお寺から見上げた５０羽以上の鷹柱が
何本も見られたのはまさに至福の時であった。
くすのき ２０１９年１０月号投稿原稿-本のむし

９月２２日（旧暦８月２４日） 筑紫野市天拝坂
大型の台風が近づいて、雨が降っている中、庭のムク
ゲの花にホウジャクが蜜を吸いに現れた。

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「自然観察会」報告

２０１９年９月２１日(土) １０：００～１２：３０

天気
曇り
参加者数 ３名
担当者 田村耕作 と 荒牧源実 （ナイス福岡）
観察コース：自然あそび館～カスケード～日本風庭園～自然あそび館周辺
観察内容
① 幼木とその親の木探し
クスノキ、エノキ、ムクノキ、アラカシ、アキ二レ、コナラ、クロガネモチ、イヌビワ、カツラ、トウカエデ、
② カラムㇱの雄花と雌花の観察
③ カツラの落ち葉の香り体感
④ 野鳥
ハシボソガラス、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラ、キジバト、ハクセキレイ
感想
・ヤマモモの樹皮にある裂けた樹皮は、どうしてできたかを知りたい。
・カツラの落ち葉が香ることの意味が知りたい。

・幼木の葉と成長した木の葉、形が異なっていて面白い。
観察の様子

芽生えたカツラ

紅葉の始まったニシキギ

幼木の葉（左から２枚クヌギ・コナラ）

会員からの投稿
● 倒木の恐れのある樹木について
福岡市中央区の旧高等裁判所跡地の緑地にある樹木に関しての出来事です。
どう思いますか（９月号に掲載）、その後の説明を 10/8（水）の夜、市役所で、担当者の説明を聞きました。
その結果、倒木の恐れがあるとされていた樹種は、老木で空洞が発生しており、利用者が危険にさらされるとの理由
から 47 本の伐採が妥当とのことでした。何か、別の方法で伐採しないことを検討してほしいとの意見に、譲れないとの
説明のみでした。伐採時期は、全体の工期の関係で、9 月の予定が、11 月になりそうとのことでした。
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● 第 31 回和白干潟まつり
ラムサール条約登録をめざして！
11/24（日）11時から15時、和白干潟・海の広場で開催。
参加無料、小雨決行、
干潟で遊びませんか。
問合せ＊今村・090－3413－6443

●「カササギ幼鳥と飼い猫」
とある初夏の朝、自宅の窓辺付近で、やたらとカササギの騒がしい声が聞こえてきました。きっと、窓の真上にある
電線にカササギが止まっているのだろうと思い、窓に目を向けて、びっくり。自宅の猫が、伸び上がって網戸に張り
ついていました。猫が網戸を突き破ってしまっては困るので、脅かさないようにそっと近づくと、思った通り、猫の
目線の先にはカササギの姿が。それも 2 羽が、体を電線から乗り出すようにして頸をのばし、窓にいる猫をしげしげと
見下ろしていました。よく見ると、頭部の羽はまばらで生えそろっておらず、2 羽共に巣立って間もない幼鳥のようで
した。どうやら、ご近所で巣立ったカササギが、窓辺にいる猫を見つけ、興味津々で近寄って来たようです。まだまだ、
警戒心が薄く、好奇心の方が強いよう。もしくは、網戸越しで安全なのが分かっているのか？はたまた、飼い猫である、
自宅の老猫に殺気が無かったのか？？
その後、カササギたちは、猫の後ろに立った私に気づいたようで、飛び去ってしまいました。人に対する恐怖心は持っ
ている模様。
代わるがわる頭を突き出しては、猫を少しでも近くで見ようとする好奇心いっぱいの、可愛らしい姿を、もっと見て
いたかったのですが、残念。
これから様々な経験を積んで、たくましく生き抜いて欲しいなと思いつつ、飛び去る姿を見送りました。

カササギ幼鳥の姿は撮れなかったので、窓辺の自宅猫

糸島在住 ねこ

● 久しぶりの大きな虹
標高210ｍ、福岡市城南区の片江展望台は、市内が一望できる
場所です。
そこで、渡り鳥の観察中、天気は、曇ったり晴れたり、時には
小雨模様でした。そんな中、日の光が西側からあたる午後４時頃、美しい虹を
眺めることが出来ました。しかも２重に現れました。
大変美しい風景でした。でも数分で消えました。
撮影（10/2の１６時ころ）と報告、田村耕作
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● どうする？サステナブルな洗濯
海岸を散策していて、漂着物が気になる性格なのですが、この頃は、その中でもプラスチック製のものが目につきます。
購読している「地球のこども」2019 年 9,10 月号に特集として、この表題が付いていました。その中身は、毎日の洗濯が、
マイクロプラスチックを発生させているとの視点での記事でした。今までの自分にはなかった視点なので、驚きました。
そこで、どうしたら、毎日の洗濯でマイクロプラスチックを発生させないためにどうするかを提案された内容でした。
・快適な洗濯をずっと続けていくために・井上紀子（未来洗浄研究会）
洗濯の価値と環境への影響、皆さんが家庭でできることの効果、毎日の取り組みが世界にもつながるということが
記載されています。
・オーガニックコットンブランド「プリスティン」の考える持続可能なお洗濯・奥村秀子（㈱アバンティ）
海洋汚染と衣類、汚れのないきれいな地球を未来の子供に残したい、100％天然成分の洗剤を開発ということが記載され
ています
・洗剤を売らない努力をする洗剤屋「がんこ本舗」の取り組み 海を守るすすぎ０の洗濯用洗剤・木村正宏（がんこ本舗）
「エコよりも二コッ」海を守る会者、持続可能な洗剤の条件とは、生きることは、暮らすことということが記載されてい
ます。
人間の生活が、地球環境に大きな影響を及ぼす時代です。人間が便利に暮らすことと地球環境への影響というバランスの
中で、どう折り合いを付けながら暮らしていくか、そういうことが、今、問われている時のような気がします。
※「地球のこども」は、公益財団法人日本環境教育フォーラムの機関紙で、毎月発行されています。

地行浜での観察会（6/30 の定例総会時）見かけたプラスチックゴミの一部
撮影と報告 田村耕作

◆ お詫びと訂正です。
・くすのき２０１９年９月号の号数を間違えていました。１ページ表題の最上段の右側、×第 291 号⇒〇第 290 号
・くすのき２０１９年９月号５ページの上から６行目、×ショウジョウトンボ⇒〇ネキトンボ

◆◆◆◆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、２０１９年度会費が、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 01760-9-1578
定例会に参加してみませんか？
次回の定例会は、令和元年１１月 8 日（金）午後６時より事務局で行います。令和元年 11 月号の原稿は、
11／5（火）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 2019 年 09 月の定例発送会は、皆さんの都合で田村耕作のみでした。
赤色が目立った曼殊沙華の花がおわり、今、ヨメナ、ヌマダイコン、ツクシハギ
等の花が楽しめます。そんな中、オケラを見かけました。あまり目立たない花
ですが、名前の面白さに惹かれて、ついこの季節になると探してしまう目を持って
います。また、週末は台風がやってきそうです。雨、風に要注意ですね。田字草

油山にて(10/7)オケラ
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