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“ １０月と言うと「ツワブキの花」と個人的には思ってしまいます。それにしても、キク科の草花の多いこと。 

それぞれの違いと共通点を見るのも、面白いですね。“ aiko 

  

 

お問合せ：  福岡県自然観察指導員連絡協議会  

（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 

〒814-0113 福岡市城南区田島 3 丁目 7 番 14 号 

田村の自宅内 TEL ：090-8220 ｰ 6160 

URL：http://www.kurabird.com/    

 

掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/ 
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自自然然感感  
３１５ 

★都市公園で自然観察会★ 

春日公園での自然観察会（121 回）      

日時：10 月１6 日（土）10 時から 12 時 

の予定です。公園の利用が 10/１から可能になりま

した。 

【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、新型コロナウィ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 
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１１月１４日（日） 

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） 

 

 

 

 

１１月１３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） 

 

１１月２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） 

 

１０月２４日（日）１１月２８日（日） 

久末ダム探鳥会（福津市） 

時 間：9:00～12:00 

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） 

 

１０月１７（日） １１月２１日（日） 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

時 間：9:00～12:00  

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：090-7165-5026（重松尚紀） 

 

１１月７日（日） 

今津探鳥会（福岡市西区） 

時 間：9:00～12：00 

集 合：玄洋高校西側道路 

問合せ：090-8220-6160（田村耕作） 

 

 

１１月６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 

１０月２４日（日） 

濃施山公園等  

時 間：9：00～12：00 

集 合：公園内すいせん橋 

参加費：会員 100 円 一般 200 円 

問合せ：090-7159-3933（松富士） 

１０月２３日（土） 

定例会議 
時 間：12：30～14：00 

集 合：和白干潟を守る会事務所 

問合せ：092-606-0012（山本廣子） 

１０月２３（土） 

クリーン作戦 と自然観察会 

時 間：15：00～17：00 

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） 

 

１０月の観察会は中止です。 

問合せ：佃 昇（092-662-2983） 

要予約 参加は有料  

 

１０月１７日（日） 

ネイチャーゲームの会との合同 

時 間：9：30～ 

集 合：森林公園駐車場 

持ち物：飲み物など 

問合せ：0942-43-7959（河内） 



                                 今回は、９月１日（旧暦７月２５日）～９月３０日（旧暦８月２４日）までの 

デジカメ日誌です。 
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くすのき ２０２１年１０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 

９月１１日（旧暦８月５日） 筑紫野市天拝坂 

今年生まれのモズの幼鳥。幼羽から第１回冬羽に換羽

中。下奥に母親が見守っている。この子は男の子だね。 

 

９月７日（旧暦８月１日）  大野城市大佐野   

キマダラカメムシがサクラの樹液を吸っている。うちの庭

木にもこの幼虫を結構見かける。針のような口器は、下唇

が樋状に変形したもので、中に２本の針があるらしい。唾

液を送り込んで樹液を吸いやすくしているのだろう。 

９月３日（旧暦７月２７日） 筑紫野市天拝坂 

門扉の前に、クマゼミが転がっていた。この時期、役割を

終えたセミがよく転がっている。ただ、触ろうとすると、いき

なり鳴いたり飛び立つことがあり、それを「セミ爆弾」とい

う。   このセミは、命を全うして静かだった。 

 

９月２２日（旧暦８月１６日） 筑紫野市天拝坂 

昨晩の中秋の名月は雲に遮られ、見られなかった。今年は、十

六夜を愛でました。月の下の星は木星と４つのガリレオ衛星。 

８億 Km先の星・・・と考えると、とても不思議な気がする。  

９月２４日（旧暦８月１８日） 筑紫野市天拝坂 

今年の秋は 9/23-24で３羽のハチクマが自宅上空を西行

した。筑紫野は福岡に海風がよほど強くないと来てくれな

い。写真の個体、♂かと思ったが、♀若の様にも見える。 

下は、声からコムシクイの可能性がある。「ビッ」「ヴィッ」と

いう感じの地鳴きを続けていた。この２種、東南アジアの

どこかで、又すれ違うかも・・ 

９月２５日（旧暦８月１９日） 太宰府市連歌屋 

四王寺林道のすぐ傍に、ぱっくり熟したミツバアケビの実。 

東北で頂いたアケビの皮は、絶品だったなあ。 



                                                                                                 

会員からの投稿（1）   宮原俊彦 

冷川昌彦先生を偲ぶ 

 

 父の四十九日の法要を終えて、自宅に戻ったら、冷川先生が亡くなったとの電話をいただきました。今年は、冷川先生の七

回忌の年になりますね。 

 植物のことはもちろん、それ以外のことも本当に何でも詳しく、色々なことをご相談させていただきました。 

待ち合わせの時間には、遅れて来られることも多く、「渋滞がひどくて、遅くなってしまったよ」等、毎回違う理由にも、

明るいキャラクターのため、憎めませんでしたね。 

 私の父も認知症でしたが、あんなに色んなことに興味を持たれていた先生が、認知症だったとは本当に信じられません。 

 田村さんから、何時までも待つから、冷川先生の記事を書いてよと頼まれていましたが、やっと役目が果たせました。 

 秋の夜長、私の父と共に冷川先生を偲びます。 

 

編集部から：福岡県自然観察指導員連絡協議会の活動はしばらく休止していたが、冷川昌彦氏を中心にして活動を再開し、

会報１号（１９９５年８月）から会報２２７号（２０１４年６月）まで、代表をしていただいた。その後、しばらく顧問を務

めていただいた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ２００４年8/10 夜須高原少年自然の家にて  前列の左から４人目冷川昌彦氏 

     投稿者もいますよ 

                                                                          

            ２００５年1/6観察指導員の 

冷川昌彦氏 活動中の横顔です 
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会員からの投稿（2）  

窓越しの自然観察 44   〜 一期一会 ⑱ 〜    

 

 十月に入っても、 

日中は 30度をこす 

異常気温が続く日  々

です。 

八月に開花したオ 

ミナエシはそのま  ゝ

この暑さに耐えて咲き続け、秋の七草の一員だとケンメイ 

に主張しています。人家が少なかった頃は 10 cm を越す 

大型から 1〜2 cm のオンブバッタまで身辺で当たり前の 

ように見かけていたバッタ達、うるさい程だった虫の音は 

少なくなりキリギリスの声さえ滅多に聞けなくなった昨今、珍しくバッタ登場。ツチイナゴは唯一冬越しを 

するバッタだそうで目の下に涙のように模様があるのが特徴とあり、拡大してみました。私は初めての 

出会いでした。 （ダムサイト住人 2021/10/5記） 

 
 

会員からの投稿（3）  渋田 和美 

今私の周りで流行っている面白ネタを一つ    【 鳥占い 】 

自然大好きなみなさんはこれをやって、周りの人にもやって貰えば、話題が盛り上がること間違いなしです 

京都野鳥の会が作成した鳥占いはこちら      http://kyotoyachou.hobby-web.net/fotune/ 

 

編集部：２度試しました。２度とも、「ライチョウ」と出て、この鳥の性格のような占い結果が表示されまし

た。なんとなく、なるほどと思いつつ・・・・ 
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http://kyotoyachou.hobby-web.net/fotune/


会員からの投稿（４）  田村耕作 

続きです。スズメ、モズ、カワラヒワ、アオバズク、ハシブトガラス、ミソサザイ、エゾビタキ、キジバト 

の正面から見た顔です。すべて福岡市近郊で撮影しました。鳥たちに観察されているんですね。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日公園自然観察会 報告 

9月の春日公園は、延長された緊急事態宣言下にあり、コロナウィルスの拡散防止対策のために、公園は閉鎖中。そのために、 

自然観察会は、宣言が解除されるまで、延期していました。１０月１日には解除されました。 

従って、10/16予定の春日公園自然観察会を実施します。 【担 当 者】、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、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 11 月 12 日（金）午後２時より事務局で行います。令和 3 年１1 月号の原稿は、 

11／9（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 2021 年 9 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。 

 

 まだ、残暑といってもおかしくない 10 月の気温ですが、周りの風景の中、投稿して

いただいた記事の中も秋色が見えています。 

味覚の秋、小さな栗４個を山で拾いました。たくさんのサルナシ（今年は豊作？）は数

回夕食後にいただきました。協力者もあり、ムカゴもたくさん手に入り、零余子飯とな

りました。 

 コロナ禍の緊急事態宣言、解除されましたが、すぐに以前の日常とは、いきません。

用心、用心です。 

コロナの感染、静かに、そーっと終わって欲しい。 

顔と顔、目と目で、情報交換したいものです。田字草 

撮影：2018/９/11油山にてサルナシとオニグルミ    
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