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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。

会員からの投稿
３月２７日，調査で福岡市内の樹林地を歩いていたらフデリンドウが咲いていました。よく見るとその周りには
ツボミがあちらこちらに。フデリンドウについては，保全しようと思って周辺のメダケを伐採したところ，
かえって数を減らしてしまった思い出があります。ちょっと薄暗いところの方が好みなのかな？
報告と撮影：志賀壮史

3/30 能古島思索の森で見かけたものは、まだ蕾ばかり

☞

でした。
（撮影：田村耕作）

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★

（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

春日公園での自然観察会（107 回）は
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☆日時 ４月 18 日（土）はコロナウイルスの拡散
防止のために、中止します。
念のために、公園のあそび館にて１０時には
対応できるようにします。
【連絡先】 担当：田村 耕作
TEL 090－8220－6160〔田村の携帯〕
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注意 各団体とも、新型コロナウイルス感染拡大状況により、下記の予定も変更になることがあります。
詳しくは各団体にお問い合わせください。

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）
５／３（日）中止 決定
５／５（火）中止 決定
今津探鳥会（福岡市西区）
県営春日公園（春日市）
時 間：9:00～12：00（夏時間）
時 間：10:00～12:00
集 合：玄洋高校西側道路
集 合：音楽堂ステージ側（第５Ｐ）
問合せ：092-811-5178（箱田衣子） 問合せ：092-592-3423（小野仁）
５／１７日（日）
５／１０（日）中止
決定
天拝山探鳥会（筑紫野市）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00～12:00
間：9:00～12:00
時
集 合：JR
合：天拝山歴史自然公園
集
和白駅前の公園
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀）
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

５／９（土）中止 決定
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）

５／２４（日）中止 決定
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
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）

５／２４（日） 中止 決定
５／１７日（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：9:00～12:00（夏時間）
間：9:00～12:00
合：久末ダム多目的広場横
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）

日本野鳥の会 筑後支部

福岡植物友の会
４／１９（日） 中止 決定
筑前大島（宗像市）
問合せ：佃 昇（092-662-2983）
要予約 参加は有料

問合せ：090-7159-3933（松富士）
詳しくは HP を御覧ください。

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
観察会予定日は、 「状況により判断します。
詳しくはブログで」

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
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

４／２５（土）
定例会議
未定
時 間：12：00～
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

４／２５（土）
クリーン作戦 と自然観察会 未定
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－
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今回は、３月１日（旧暦２月７日）～３月３１日（旧暦３月８日）まで
のデジカメ日誌です。

３月６日（旧暦２月１２日） 筑紫野市武蔵紫籐の滝
声もなく目の前の小枝に鳥が来た。亜種リュウキュウサ
ンショウクイだ。もうこの辺りでは、留鳥としてしっかり定
着している。近畿から関東へ生息域が広がっているよう
だ。夏鳥のサンショウクイとの交雑も在り得るらしい。

３月２日（旧暦２月８日） 筑紫野市塔原南武蔵台団地
ナギのような葉に、薄黄色の球状の花が沢山咲いてい
る。メラノキシロンアカシア。オーストラリア原産で、学
名通り「黒い木―ブラックウッド」というようだ。

３月１１日（旧暦２月１７日） 筑紫野市天拝坂
庭のツワブキの種の上で、待ち伏せをしているワカバグ
モがいた。今年は啓蟄（3/5）を過ぎても小虫の出が悪
いように感じたが、ちゃんと食えてるかい？

３月１１日（旧暦２月１７日） 鳥栖市河内
もう咲いている頃だと思い、アマナを見に行った。陽当
りのよい畑の畔に、株はたくさんあり蕾も多かったが、
咲いているのはなかった。結構、気難しい花のようだ。

３月２５日（旧暦３月２日） 佐賀県神埼市金立山
木漏れ日の射す登山道で、地面すれすれを舐めるよう
に飛ぶビロウドツリアブを観た。目の間が離れているの
で♀だ。この辺に花はないので何をしているのだろう。

３月１８日（旧暦２月２４日） 筑紫野市杉塚
ケレケレケレという声に、車を止めて麦畑を見渡すと、
渡り途中のケリが１羽。整地された畑で時折土の中に
嘴を差込み何か食べている様子。この後、２４日もこの
辺りで見かけたので、しばらく滞在しているのか。

くすのき ２０２０年４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「自然観察会」報告 令和２年（2020）3 月２１日（土）
観察会は、新型コロナウイルス拡散防止のために、中止しました。自然環境の様子を記録しました
観察コース
自然あそび館～菖蒲池～カスケード～噴水広場～展示広場～自然風庭園～社池～牛頸川～自然あそび館
晴れて少し暑い位の天気の中、記録のための散策となりました。
観察内容
① 花 ソメイヨシノ（蕾・花）、ヤマザクラ、レンギョウ、コブシ、ボケ、サンシュユ、イロハカエデ（新芽・花）、カラスノエンドウ、
カスマグサ、スズメノエンドウ、ムラサキサギゴケ、
② 野鳥
カイツブリ、マガモ、オカヨシガモ、オシドリ、ヨシガモ、バン、カワセミ、
ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ツグミ（ハチジョウツグミを含む）、シロハラ、キジバト、ムクドリ、スズメ、アオジ、ジョウビタキ、
モズ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、メジロ、ハクセキレイ、コサギ、ダイサギ、アオサギ、ウグイス、カワラヒワ、
ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、アヒル、カワラバト
③ その他の生きもの
テントウムシ、ベニシジミ、ヒメアカタテハ
感想
・ソメイヨシノの花、まだまだ蕾が堅そう。1～2 輪花を付けた木もありました。
・いつもより利用者が多かった。

◆◆◆◆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、２０２０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 01760-9-15783
定例会に参加してみませんか？
次回の定例会は、令和２年５月８日（金）午後２時より事務局で行います。令和 2 年５月号の原稿は、
5/5（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。

定例総会について
例年６月末に実施している定例総会ですが、新型コロナウイルス拡散防止のために、現時点で、いつ頃開催
してよいか判断、思案中です。室内ではなく野外で実施出来るといいかなとも思っています。
しばらく、様子を見たいと思います。事務局 田村

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
編集後記 2020 年３月の定例発送会は、藤川渡・田村耕作でした。
４月の行事、いろいろと中止が続いている。どういう状況で
開催できるのでしょうか。
でも、ソメイヨシノの花は、満開の時期で、見ていると気持ちよく
なりますね。南からやってきたツバメも、巣作りを始めています。
シャガが咲き、スミレの仲間が咲き、キランソウもたくさん見かけます。
確実に、春となり、生きものも命をつないでいます。
今は、辛抱の時期ですね。 田字草

撮影：4/2 田村耕作
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