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● シーズン最後の雪が解けると、いろんな小さな春が顔を見せています。 

こげ茶色の土と落ち葉を掻きわけて出てくる黄緑色が嬉しい。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  
３１９ 

★都市公園で自然観察会★ 

春日公園での自然観察会（125 回）      

日時：2 月 19 日（土）10 時から 12 時 

の予定です。現在、公園の利用が可能です。 

【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 

久留米の自然を守る会                                  http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和白干潟を守る会  
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２月２７日（日）３月２７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） 

 

２月２０日（日）３月２０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） 

 

３月６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） 

 
３月１２日（土） 

大濠公園（福岡市） 

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） 

 

 

３月１３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） 

 

３月１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５

Ｐ）問合せ：092-592-3423（小野仁） 

２月１３日（日） 

総会後の講演会 

角正博先生の 

「したたかなコケの世界 

ぼ～と生きてんじゃねえよ」 

時 間：13：30～16：00 

場 所：くるめウス会議室 

問合せ：080－6425－1635（河内） 

２月２６（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月２７日（日） 

久留米城跡・筑後川 

時 間：9：00～ 

集 合：久留米城内篠山神社本殿前 

問合せ：090-4357-3043（溝田康博） 

参加費：会員 100 円 一般 200 円 

    高校生 100 円 

（中学生以下無料） 

    （小学生以下無料） 

お問い合わせください 

問合せ：佃 昇（092-662-2983） 

2/20（日）春日公園 

３月５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 

２月２６日（土） 

総会 
時 間：12：00～14：00 

集 合：和白干潟を守る会事務所 

問合せ：092-606-0012（山本廣子） 



今回は、１月１日（旧暦１１月２９日）～１月３１日（旧暦１２月２９日）までの

デジカメ日誌です。(文・写真 本のむし) 
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くすのき ２０２２年２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 

１月３～４日（旧暦１２月１～２日） 筑紫野市天拝湖・宝満

川・市内の溜池     恒例のガンカモ調査。上左から、

カンムリカイツブリ、タシギ、イカルチドリ、下左から、ゴイ

サギ、ハシビロガモ、オシドリ、トモエガモ。    

今年も楽しい時間を過ごすことが出来た。 

１月１２日（旧暦１２月１０日） 朝倉市平塚川添遺跡 

弥生時代の遺跡公園で、葦原の野焼きが行われていた。

日本人は、古代から焼き畑農業を行い、今でも阿蘇、九

重や平尾台など、草原や湿原の維持に大切な作業として

続いている。葦原のカヤネズミはちゃんと逃げたかな？ 

１月１日（旧暦１１月 2９日） 筑紫野市天拝坂   コロナの時代、３年目の初日に照らされた

我が家の北窓の景色。ここが私の自然観察の定点。正面が四王寺山（大野山）、その左、

白い小屋の辺りが磁北。右の山は宝満山と三郡山地の連なり。その手前が、二日市地狭

帯。太宰府市の街並みが見えている。今年もここで、自然と古代への妄想を楽しもうか。 

１月１７日（旧暦１２月１５日）

筑紫野市湯大道公園 

１ｍ足らずの細い水路の

傍らに、カワセミの♀が居

た。魚はいるのかな？ 

１月２日（旧暦１１月３０

日） 筑紫野市天拝坂 

冬芽と葉痕。木蓮か？ 

１月７日（旧暦１２月５日） 糸島市千早新田 

ひこばえの田んぼからカルガモが飛んだ。昼時の陽光を

受けて、翼鏡の濃い青がキラキラと目立つ。翼鏡は、次列

風切り羽にある金属光沢のある部分のことで、その青や

緑の色は、構造色と呼ばれ、光の当たり方で微妙な違い

が出る。カモの種によりそれぞれ違っていて、仲間の識別

をしているらしい。それにしても美しい色だ。 

１月２８日（旧暦１２月２６日） 

筑紫野市天拝坂 

玄関わきの、実生のコナ

ラが紅葉していた。ここだ

けまだ晩秋？ 



会員からの投稿（1）  

窓越しの自然観察 46      〜 一期一会 20  〜 

  ひと味違った冬で、鳥たちの声も姿も滅多にない年明け。昨年と違い降雪も殆どなく、コロナ以外には外出には 

困らぬ天候が続くなか、これまでと違った情景がひとつ。道路沿いの小さな農業用溜め池にたくさんのカモの群れを

度々見かける様に成ったこと。ダムから僅か下ったすぐ近くの佐田川にも姿を見せています。豪雨で浅くなった 

ダム底の浚渫がやっと始められているので、緊急避難的？ ちょうど正午頃、鳴き声もこれくらい狭い池だとよく 

聞こえます。ダムサイト住人（2022.2.5記） 

 

 

会員からの投稿（2）  

暖かかったり、寒かったりと、気温変化の激しい日  々

小鳥を見たくて行った中間市の公園で水溜りに 

パリパリに氷が張っているのを見て、震えました。 

津屋崎はあまり氷や雪はないのです 

2/5（土）早朝 中間市河川敷の公園  ／kazumi shibuta 

 

 

 

 

 

 

 会員からの投稿（3）  

 アサギマダラ情報です。ハチクマの渡りの頃、 

アサギマダラ成虫を見かけると、渡りの途中なんだと 

思いつつ、観察している。しかし、どこで産卵し、 

育っているか、あまり気にしていなかった。 

昨年の秋、キジョランの葉で卵や幼虫を見かけ 

たと教えてもらい、キジョランを見るたび、 

探しています。先月（1/24）の能古島散策時に 

幼虫を見かけました。田字草 
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春日公園自然観察会 令和4年0１月１5日（土）【参加者数】５人【担当】、田村耕作 

 参加者：荒牧源実・田村耕作 一般：佐竹・築添恭子・龍山康朗 

観察は、自然あそび館～芝生広場・調整池～ショウブ池～噴水広場～自然風庭園～あそび館で歩いた。 

観察内容 種を中心に冬芽、早春の兆し等を観察 

植物 モミジバフウ、ビョウヤナギ、アセビ、ホルトノキ、アジサイ、トウネズミモチ、ピラカンサ、 

ヒノキバヤドリギ、スズカケ、タイワンフウ、トウカエデ、サルスベリ、ウメ 

野鳥 メジロ、キジバト、スズメ、ハクセキレイ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ツグミ、シロハラ、ジヨウビタキ、カワラヒワ、

ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト、 

感想（参加者の声） 

・ヒノキバヤドリギの実や種を観察した体験が印象に残った。 

・モミジバフウ、タイワンフウ、トウカエデ、スズカケの落ち葉の比較ができた。 

・剪定されていないピラカンサの樹形が印象に残った。 

観察会風景       モミジバフウの種（黒っぽくて細長い形）       アセビの蕾 

 

 

 

 

 

 

 
紫陽花の新芽    ヒノキバヤドリギ        実         実の中の種 

 

 

 

 

 

 

 

 
大きく枝をのばしたピラカンサ        実の中の種           サルスベリの種 

 

梅の花が開花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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会員からの投稿（４） SDGsの 17の目標（その１２） 

 SDGs（持続可能な開発目標）の17の目標を少しずつ取り上げています。 

 今回は「平和と公正をすべての人に (Peace, 

justice and stronginstitutions)」です。その内容

は、あらゆる暴力・テロ、違法な資金や武器の取引、

さまざまな形の汚職や贈賄、子供に対する虐待などを

減少させること。司法へのアクセス、説明責任ある公

共機関、包摂的で参加型の意思決定などを発展・確保

することなどです。 

 

 大きい！人間社会のほぼ全てに関係する大きな目

標ですね。 

 それらが達成されているかどうか確認する指標が

２３個設定されていますが、「殺人による犠牲者数」

「違法な資金フローの合計」「国際機関における開発

途上国のメンバー数」など、多くの人にとって日常的

とは言えないものも多いです。 

 ですが「保護者からの暴力を受けた子どもの割合」

「最近公的サービスを使用し満足した人の割合」「意思決定が包括的かつ反映されるものであると考えている人の割合」など

私たちに直結する指標もあります。 

 個人的に当初、「平和と公正をすべての人に」という目標に対して、国家間や国レベルの紛争や犯罪、司法の仕組みなどを

連想していたのですが、より身近な言葉の暴力やハラスメント、アンフェアな意思決定といったことに自覚的でありたい、と

考えるようになりました。志賀壮史 

 

◆◆◆◆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４年３月 11 日（金）午後２時より事務局で行います。令和 4 年 3 月号の原稿は、 

3／8（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 2022 年 1 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。 

 

ナイス福岡会報の１枚目を飾っていただいている身近な生きものの風景

に気持ちがゆるゆるとしてきます。毎号、登場した生きもの、漢字表記で 

紹介されています。通常はカタカナ表記が一般的です。１月号を見ると 

野薊（ノアザミ）、髪剃菜（コウゾリナ）、胡瓜草（キュウリグサ）、 

野罌粟（ノゲシ）と漢字表記です。カタカナ表記は、辞書と図鑑のお世話

で、私が探しました。漢字表記の良い所は、その生きものがどんな姿かを 

想像する手がかりを与えてくれます。 

 会報編集の合間に、胡瓜草を近くの路上で探しました。右の写真です。 

冬の葉はロゼットですが、その中心では、新しい葉と小さな花が育ってい

ました。この葉を指先で揉むと仄かに胡瓜の香りがするんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：2022.2/8 城南区田島の路上にて    - 6 - 


