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様々な実りがありますね。イヌと散歩すると、植物のタネを運ばせる戦略が実感できます。 aiko

★都市公園で自然観察会★
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)

春日公園での自然観察会（122 回）
日時：１１月２０日（土）10 時から 12 時

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/

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〕

掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/
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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）
１１月２１日（日）１２月１９（日）

１１月２８日（日）１２月２６日（日）

久末ダム探鳥会（福津市）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 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）
１２月１１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）

１２月１２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）

日本野鳥の会 筑後支部

１２月５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）
１２月７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）
福岡植物友の会

１１月２８日（日）

１１月２１日（日）
高良山
問合せ：佃 昇（092-662-2983）
要予約 参加は有料

高良山
時 間：9：00～12：00
集 合：高良下宮社
参加費：会員 100 円 一般 200 円
問合せ：090-4357-3043（溝田康博）

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

１２月４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

活動内容に興味をお持ちの方は下
記にお尋ねください。

もしれません）

問合せ：0942-43-7959（河内）

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

和白干潟を守る会

主催

１１月２７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）

１１月２７（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）
－２－

今回は、１０月１日（旧暦８月２５日）～１０月３１日（旧暦９月２６日）までの
デジカメ日誌です。

１０月５日（旧暦８月２９日） 唐津市屋形石七ツ釜
呼子港から七ツ釜海食洞群の土器崎にかけて、玄武岩の
柱状節理が縦横無尽に海へ流れ込んでいる。２～３万年
前の溶岩流によって、台地状の小さな岬がいくつも形成さ
れているようだ。壮大な景観にただただ圧倒される。

１０月８日（旧暦９月３日） 筑紫野市天拝坂
車内に１５㎜程の緑色の美しい虫がいた。クサカゲロウの
ようだ。卵は優曇華の花ともいわれ、以前天神のアクロス
山で見た。幼虫にはごみをまとったアリマキジゴクと言わ
れる種もいる。アリマキは幼虫の主食アブラムシのこと。

。

１０月８日（旧暦９月３日）太宰府市通古賀・筑紫野市中央
久々に筑紫野市街地を流れる鷺田川をのぞいてみた。体
長１０ｃｍ以上のオイカワ（上）とカマツカ（下）を観た。どち
らも、在来種のコイ科の魚である。

１０月２５日（旧暦９月２０日） 宮崎県都井岬御崎神社
やたら棘がきつく、葉の厚ぼったいアザミがあった。 国立科学
博物館の「日本のアザミ」を観るとハマアザミが近い。しか
し、九州の花図鑑には掲載なく、オイランアザミならある。
科博館の分布図では、この両種、都井岬は範囲外。？？

１０月１７日（旧暦９月１２日） 筑紫野市天拝公園
久しぶりに探鳥会に参加した。早々にカワセミ（♂）が現れ、皆さ
んを楽しませてくれた。皆さんが喜んでいる姿を見るのが楽し
い。アオギリの実の皮に居たのは 2 ㎝ほどのマイマイの仲間。

１０月２８日（旧暦９月２３日） 筑紫野市天拝坂
町内で１週間ほど前に声だけは遠くに聞こえていたのだ
が、やっと姿を見せてくれた。ジョウビタキの♀。３０日に
はオスも見られたが、この子がどうも追い出したようだ。
くすのき ２０２１年１１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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会員からの投稿（1）

渋田和美

つい最近まで夏だと思っていたら、3 日ほど秋があり、あっという間に冬
が来ました。冬が来たと同時にしっかり冬の鳥が登場しています。秋の
実の収穫は失敗しま
したが ^^;
クロツラヘラサギとヘ
ラサギが 10 羽ほどの
群となって、入ってき
てます。シロチドリ、ミ
ユビシギ、ハマシギ
も 50 超の群となって
ます。今日はタゲリが
ふらりと舞い降りてき
ました。
冬本番ですね！

会員からの投稿（2）

10/30 津屋崎干潟と 11/3 福間海岸

志賀 壮史

ナラ枯れのマテバシイ
１１月７日、鴻巣山の森の中で見上げると、ナラ枯れで葉を落としたマテ
バシイの枝が日にあたって白く輝いてるように見えました。木漏れ日が落
ちるようになった林床ではムクノキやカラスザンショウの芽生えが出て
いました。
編集部 ナラ枯れの現象はあちこちで見られています。この先どうなるか
注視していくことが大事なのかなと思
います。
この写真は春日公園で枯れたコナラ
の樹皮です。この中央の穴に住む生き
ものの影響のようです。
連鎖して欲しくないですね。

会員からの投稿（3） 中岡康二
以前、ネットニュースをみていましたら、佐渡のトキが害鳥になったとのことです。
理由：田んぼを踏み荒らす、サドガエルを捕食しすぎ等
保護し増えすぎたから放鳥へとのことですが、鳥インフル等のことがらを考えるなら、計画性が浅いと思います。
ＳＤＧｓ推進について
悪い間違っているとは思いませんが、正しいとは思いません。
理由：国連決議だからと言って、一方的半強制的と思います。また、検証が伴うものと思いますが、どこも検証しようとはして
いないように思われます。
ＳＤＧｓを推進する前に、多様性について考えていくべきと思います。以前、ラジオで多様性は「寄らば大樹」ではなく、
「弱
肉強食」の基礎の中が自然界ですので、その中でも共に進化、共存ともに生きていくための、オリがない自然環境の中で生まれ
た考え方と思います。
一般的な考え方はバラエテイ、ただ個が多くあるだけ。これは動物園のような考え方。
今、逆算の考え方が生まれています。服等もいいものを安価で、が基本ですが、いいものは高価で当たり前、安価では対応年
数に問題があります。価格には限度があるはず、製造過程において労働内容が適正で有り、健全な適正な賃金が保証されるべき。
ＳＤＧｓはしっかり議論すべきもので、それに応じた責任を負う覚悟が必要と思います。
― ４ ―
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編集部：朝日新聞（朝刊 11/11）に記事を見かけた。ＳＤＧｓの活動 ＯＥＣＤが報告との見出しがあり、北九州市が取り組む
ＳＤＧｓについて、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）がリポートをまとめた。リポートは世界のモデル都市９カ所について、ＯＥＣＤ
職員が視察等して各都市の取り組みを調査、分析し、まとめた。北九州市のリポートでは、上下水道分野における国際協力や子ども
食堂、洋上風力発電の取り組みが取り上げられた。このリポートはＯＥＣＤのホームページでも見ることが出来る。
ＳＤＧｓの活動、今後も継続していくことが重要と思います。

会員からの投稿（４）

田村耕作

春日公園自然観察会 令和 3 年 10 月 16 日（土）【参加者数】６人【担当】、田村耕作
観察は、自然あそび館～芝生広場・調整池～ショウブ池～カスケード～噴水広場～自然風庭園～自然あそび館で歩いた。
観察内容、秋色を中心に観察
植物 ユズリハ、ヒメユズリハ、シナサワグルミ、ウバメガシ、サンシュユ、モッコク、
アメリカタカサブロウ（帰化）、スズカケノキ、サルスベリ、サンゴジュ、トウカエデ
野鳥 アオサギ、モズ、コゲラ、キジバト、スズメ、ハクセキレイ、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、カワラヒワ、ムクド
リ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト、アヒル、
その他の生きもの ヒメアカタテハ、
アメリカタカサブロウ（帰化）

感想（参加者の声）
・モッコクの実、観察ができた。
・ガマの穂、爆発（種が風で飛ぶさま）寸前。
・モミジバフウ（アメリカフウ）の紅葉が始まっていて、印象に残った。
・この公園を初めて散策した。ドングリが多い、トウカエデの種（種飛ばし実験）が印象的。

観察会風景

モッコクの種

自然風庭園、森の忘れもの

◆◆◆◆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 12 月 10 日（金）午後２時より事務局で行います。令和 3 年１2 月号の原稿は、
12／7（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 10 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。
11/7（日）福岡市西区の田尻地区の田んぼの周囲を散策しました。休耕田の草地で、秋の渡
り鳥ノビタキに出会いました。その姿をカメラにも収め、すこしいい気分でした。その少し先
で、ミゾソバの群落を見かけました。晩秋で、多くの草の葉が褐色あるいは淡い黄色になる中
で、緑緑した葉と明るい桃色に花が一杯でまぶしい風景でした。漸く、くすのき１１月号が出
来ました。良い気分なり。

撮影：2021.11/7 西区田尻の田んぼの畔にて

-

6 -

