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自自然然感感  
３１1 

★都市公園で自然観察会★ 

春日公園での自然観察会（120 回）      

（日時６月 19 日（土）10 時から 12 時の予定）は 

コロナウイルスの拡散防止のため、公園が利用で

きるようになるまで、延期します。 

 

【連絡先】 担当：田村 耕作 

   TEL 090－8220－6160〔田村の携帯〕   

 

 

 

  

 

http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/


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）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後支部                         福岡植物友の会 

 

 

 

 

 

  

           三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/   

久留米の自然を守る会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会  主催 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                             

                                       

 

－ ２ － 

６月から８月まで休止 

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） 

 

 

 

 

７月１０日（土）８月１４日（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：092-834-8644（持永俊行） 

 

７月６日（火）８月３日（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（第５Ｐ）

問合せ：092-592-3423（小野仁） 

 

６月２７日（日）７月２５日（日） 

久末ダム探鳥会（福津市） 

時 間：8:00～11:00（夏時間） 

集 合：久末ダム多目的広場横 

駐車場 (管理事務所下) 

問合せ：0940-33-7846（高原和幸） 

 

６月から８月まで休止 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：090-7165-5026（重松尚紀） 

 

７月４日（日）８月１日（日） 

今津探鳥会（福岡市西区） 

時 間：8:00～11：00（夏時間） 

集 合：玄洋高校西側道路 

問合せ：090-8220-6160（田村耕作） 

 

７月３日（土） 

集 合：九州歴史資料館駐車場 

時 間：9:30～12:00（早めに終わるか

もしれません）   

問合せ：092-920-3072 

参加費：大人 200 円  

コロナ対策：ブログにて確認 
 

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 

６月２７日（日）休止 

集 合：延命公園（大牟田市） 

時 間：9：00～12：00 

問合せ： 090-4480-9104（中嶋） 

 

６月２６（土） 

定例会議 
時 間：12：30～ 

集 合：和白干潟を守る会事務所 

問合せ：092-606-0012（山本廣子） 

６月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） 

 

８月まで休止 

問合せ：佃 昇（092-662-2983） 

要予約 参加は有料  

 

７月１１日（日） 

キノコの観察会 

集 合：浦山公園駐車場（円形広場） 

時 間：9：30～ 

    小雨決行 

問合せ：0942-43-7959（河内） 
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－ ３ － 

今回は、５月１日（旧暦３月２０日）～５月３１日（旧暦４月２０日）までの 

デジカメ日誌です。 

くすのき ２０２１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 

５月１７日（旧暦４月６日） 筑紫野市天拝坂 

ゴーヤの花と膨らみかけた実。夏の日陰づくりに昨年から植え

ている。花の付け根に早くもゴーヤの形。夏が近づいている。 

この日、ホトトギスの声を初認した。 

 

５月１４日（旧暦４月３日） 筑紫野市天拝坂 

ムクドリが電柱の上で、虫を咥えてきょろきょろ。近所で繁殖し

ている様子。この日、自宅付近を、ハチクマが渡っていった。翌

日には梅雨入り宣言。平年より２旬、昨年より４旬早いという。 

 

５月４日（旧暦３月２３日） 筑紫野市天拝坂 

玄関先のヤマボウシの花が、風に揺れて、まるでチョウの様に

舞って見えた。和名では山法師で、比叡山延暦寺の僧兵の白

い頭巾をイメージしているという。学名の kousa は、箱根地方

の方言で「クサ」と呼ばれていたからとか。 

４月２７日（旧暦４月１６日） 筑紫野市天拝坂 

からたちの葉をせっせと食べていた。アゲハチョウの終齢

幼虫。足の白紋がくっきり。鳥から丸見えの場所なので、

心配していたら、翌日は見つからなかった。・・・・ 

５月９日（旧暦４月３日） 福岡市中央区天神  

天神の岩田屋前の街路樹として、ベニバナトチノキがあるとは

知らなかった。セイヨウとアメリカの交雑種だそうだ。パリのイメ

ージからすると、もっと白っぽいマロニエが、合うようにも思うの

だが・・・ 

５月２２日（旧暦４月１１日） 筑紫野市天拝坂 

公園のクマノミズキに花が咲いた。ヤマボウシと同じミズキ科ミ

ズキ属で、花弁は 4 枚である。蜜を食べているのはフタイロカミ

キリモドキだろうか。緑色の光沢と後腿節が橙黄色が目立つ 

 

 



春日公園自然観察会 報告 

令和3年５月15日（土）【担 当 者】田村耕作 

 コロナウイルスの拡散防止対策のために、自然観察会を中止しました。 

 

◆◆◆◆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、２０２１年度会費を、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３年７月９日（金）午後２時より事務局で行います。令和 3 年 7 月号の原稿は、 

７／６（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。 

 

今年の定例総会は、集まることをやめ、会報で内容を提示し、意見を伺ったり、情報交換することにします。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

編集後記 2021 年 5 月の定例発送会は、藤川渡と田村耕作が、それぞれの自宅で作業した。 

  

５月に発せられた緊急事態宣言、6 月までも延長され、春日公園の自然観察会、公園の閉鎖で中止を決めた。 

そんな中でも散策で初夏らしいアオバズクやササゴイの姿、セッカやヒバリ、ホオジロの囀り、 

そして白さが目立つハンゲショウやホタルブクロ、夜、ゲンジボタルの光にも出会った。 

この季節、季節の風景を構成する生きものたち、こういう風景に私も含め多くの人たちは 

深く深く恩恵を受けていると思う。こういう時だからこそ、このことをもっと意識し、 

その環境を大切にすべきと思いました。田字草 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：2021 05/31東区海の中道にて 田村耕作 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年度定例総会について 

 

緊急事態宣言下の福岡県、昨年開催した春日公園は、現在閉鎖中です。従って、ナイス福岡の２０２１年度定例総会を誌上で

行うこととし、議案を 4ージにまとめました。 

感想や疑問点など何かありましたら、連絡をお願いします。 

 

 

 - ４ - 



◆ 2 0 2 1 年 度      福 岡 県 自 然 観 察 指 導 員 連 絡 協 議 会 ・ 定 例 総 会   案   ◆ 

                      福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局 

◆定例総会の議題（会報にて）                      

 1）2020 年(2020 年 6 月～2021 年 5 月) 活動報告  

 2）2021 年度活動計画 

 3）決算と予算について 

 4）事務局体制                        2020・12／19 春日公園 にて 

議題内容                              

1） ２0２０ 年度（２０20／６～２０21／５） 活 動 報 告 

・２０２０年６月２０日第１０９回春日公園自然観察会から２０２１年４月１７日まで１１回実施  

 ２０２１年５月１５日は、コロナ禍の拡散防止のために中止した。 

・６月２７日 総会前、春日公園にて自然観察会（春日市）           ３名参加  

・６月２７日  ２０２０年定例総会 於：春日市春日公園            ７名参加 

・10 月の 環境フェスティバルふくおか 2020 は、コロナ禍で中止協力 

・2021 年３月２０日〰２５日  福岡市役所１階の生きものと私たちのくらし展  参加     

 3 月 21 日は「国際森林デ－」です。この日に対応した催しものの展示 

・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。 

★会報の１ぺ－ジ（第 303～310 号）継続中。投稿者「さんじゃく」。  

★春日公園自然観察会報告、★私のデジカメ日誌より（12 回）★窓越しの自然観察より（6 回） 

  ★会員各位の投稿（合わせて３４回）  

【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 

● 会報・付録１５６号～１６６号まで発行 （会報は主に観察会の感想。他それぞれの会員が伝えたいことなど。 付録は

会員諸氏のフィールドの目撃記録など）  

● 観察会 ６月６日 ７月４日 ８月１日 ９月５日 １０月３日 １１月７日 １２月５日 １月は大雪で中止  

２月６日 ３月６日 ４月３日 ５月１日  

 コロナウイルス感染防止の取り組みをしながら、九歴が休館以外は観察会を行ってきました。感染のことを考えると、フ

ァーブルやスコープを使えないのが残念です。  

 

◇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 

和白干潟の自然の大切さを伝える活動や自然を守る活動に取り組んで３２年になります。２０２０年度は新型コロナウイルス感染防止

のために和白干潟の自然観察会の多くが中止になりました。秋にはコロナ感染症が収まってきましたので、和白干潟の観察会を４回開

催できました。クリーン作戦については３月～５月に一般に呼びかけをしないで、和白干潟を守る会有志で行いました。鳥類調査につ

いて、５月以降、調査員は集合せずに各調査ポイントに分かれて調査をし、記録と写真を送ってもらい集計しました。 

・２０２０年１０月２７日（火）和白小学校５年生１０６名と先生３名の和白干潟自然観察会、和白干潟を守る会の自然観察ガイドは

６名 

・２０２０年１１月２８日（土）和白干潟のクリーン作戦と自然観察、５４名参加、 

和白干潟を守る会会員は１５名参加（毎月第４土曜日午後３時から開催しています。） 

・２０２０年１２月１５日（火）モニタリングサイト 

１０００、冬期シギ・チドリ調査を博多湾東部で 

行いました。和白干潟を守る会の調査員は６名 

和白干潟を守る会会員は１５名参加（毎月 

第４土曜日午後３時から開催しています。） 

 

 

                          小学生の観察会に協力 



◇ つるた自然塾（鶴田義明会員） 主な活動（２０２０年度）   

コロナ禍により春から夏までは中止や延期の状態が続いていました。しかし、少し落ち着いてきた秋になると「環境わくわく出前

授業」などの依頼も多くあり、環境局と調整の上約１ヶ月の間に小学校２校と保育園３園の出前授業（３１３名）を実施。 また、

前回に引き続き福岡教育大学にて小学校教員志望の学生（２１名）対象に、集中講義「体験活動の指導法」でネイチャーゲームを体

験していただきました。感染予防対策としては、検温、手指消毒、マスク、用具類は毎回除菌ティッシュで拭くなど万全の対応を心

がけています。子どもたちの感動や喜びは勿論、こんな時こそ自然とのふれあいをなんとか体験させてあげたいという学校や先生方

の気持ちが伝わってきます。 
10.29  「環境わくわく出前授業」「樹木ウォッチング」 （校庭、1～4 年７0 名）：福岡市環境局、花畑小学校 

11.4・5 「環境わくわく出前授業」「樹木ウォッチング」（雁ノ巣レクセンター、小学 5 年 134名）：福岡市環境局・三苫小学校 

11.13  「環境わくわく出前授業」「自然となかよくなろう！」（西南の杜、年長年中 38 名）：福岡市環境局・あさひ保育園 

11.17  「環境わくわく出前授業」「自然となかよくなろう！」（園庭、年長年中 50 名）：福岡市環境局・きりん保育園 

11.20  「環境わくわく出前授業」「自然となかよくなろう！」（公園、年長年中 21 名）：福岡市環境局・さいとみんなの家 

11.21  四季折々のﾈｲﾁｬｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ㉞ 「佐賀市内の巨木と歴史探訪」 （佐賀大キャンパス、大人６名）：つるた自然塾 

12.6   集中講義「体験活動の指導法」「ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ」 

 （大学キャンパス及び教室、学生 21名）：福岡教育大学 

 

 

 

 

 

◇ 山本勝 会員活動報告  

●２０２０年１月以降、ほとんどの自然観察会、探鳥会、など停止しました。ひたすら個人 

または家内と二人での、散歩などで、他の人との接触を避けた観察活動のみ。 

その結果は、毎月の「くすのき」に「私のデジカメ日誌より」を投稿しました。  

●２０２０年７月号に、右の「コロナ心得」を掲載してもらいましたが、一年経った今でも、 

その内容は、活きています。これから、ワクチン接種が進めば、状況はかなり良くなると期待しておりま

す。 

 コロナ禍が、終息したら、皆様とまたお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

 

◇ NPO 法人グリーンシティ福岡 志賀壮史 最近の活動報告 

 オンラインによる自然観察会をいろんなパターンでやって 

きました。写真は（一社）ふくおか FUN の方と一緒に行った 

地行浜での観察会。打ち上げられた海藻についたヨコエビを 

おしゃべりしながら撮影・配信しています。 

 オンラインでは映像と音だけしか伝えられず、手触りも 

空気感も、においも共有することはできません。けれど、 

同じものを見ながら一緒に生きものを探したり、感想を言い 

合ったりするのは、また別の種類の楽しみ方で面白いです。 

 オンライン観察会のノウハウをまとめて PDF で配布して     （写真はふくおか FUN の大江さん撮影） 

います。ご興味にある方は下記 URL からお申し込みください。 

http://www.greencity-f.org/article/16275571.html 

                                                                               

2）《 2021 年(2021 年 6 月～2022 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。              

＊ 環境フェスティバルふくおか 2021 は、10/30～10/31 

＊ 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 

http://www.greencity-f.org/article/16275571.html


 毎月第３土曜日 １0 時から１2 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』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。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

3）２０２０年度会計報告、２０２1 年度予算 

  会計の宮原俊彦から報告。  別紙 参照。                   

4）事務局体制 案 について                       

《２０２1 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             

 編集：田村耕作、山本勝、松永紀代子、 

    渋田和美、宮野和子  

 会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、小湊正憲 

 

 

 

                              福岡市役所１階で、活動を紹介する 

 

2020年決算報告（2020年 6月 1日から 2021年 5月末） 
（収入）    （単位:円） 

 項目 
予算 

(a) 

決算 

(b) 

差 

（ｂ-a） 
備考 

繰越金 89,690 89,690 0   

会費 100,000 114,000 14,000 会員数 44名（総会時 16千円、郵便振替 98 千円） 

その他 5,310 18,500 13,190 

観察会参加費 11,500円、荒牧源実氏寄付 7,000円、別途切

手 6,132円相当の寄付 

合計 195,000 222,190 27,190 (収入計－繰越金)/会員数≒3,011円/人 
     

（支出）    （単位:円） 

 項目 
予算 

(a) 

決算 

(b) 

差 

（a-b） 
備考 

総会運

営 2,000 500 790 監査資料送付、コピー代等 

会報発

送 50,000 39,972 10,028 送料 16,788 円 印刷代 23,184 円 

事務局

費 70,000 70,000 0 

事務局定額経費 12 ヶ月＊5千円 

ホームページ作製管理 1 万円 

予備費 73,000 0 73,000   

合計 195,000 110,472 84,528 支出計/会員数≒2,128 円/人 

収入額-支出額＝次年度繰越金  
222,190 - 110,472 ＝ 111,718 

111,718 円は次年度繰越金             

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。 
     

    2021年 6月 8日 

                 堀 謙治 

                 小湊 正憲 
     



     

2021年予算（2021年 6月 1日から 2022年 5月末） 

（収入）    （単位:円） 

項目 
本年予算 

(a) 

昨年 

（ｂ） 

差 

(a-b) 
備考 

繰越金 111,718 89,690 22,028   

会費 100,000 100,000 0   

その他 5,282 5,310 -28 観察会収入等 

合計 217,000 195,000 22,000   

     

（支出）     

項目 
本年予算 

(a) 

昨年 

（ｂ） 

差 

(a-b) 
備考 

総会運

営 2,000 2,000 0   

会報発

送 50,000 50,000 0   

事務局

費 70,000 70,000 0 

事務局定額経費 12 ヶ月＊5千円 

ホームページ作製管理等 

予備費 95,000 73,000 22,000   

合計 217,000 195,000 22,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


