
 

 

2013.12.20 朝日カルチャー行事（小戸公園海岸） 

 

     
 

    １０：３０にマリノアシティに集合。今年一番の寒気と強風の中で観察会を開始しました。すぐそこに 

 能古島が見える西部水処理センター北側の海は大荒れなのに、ユリカモメやヒドリガモがまるでサー 

 フインを楽しんでいるかのように浮かんでいます。海岸沿いの松林も海からの風が吹きぬけてきます 

 が、ナンキンハゼの木でムクドリが実を啄ばんでいたり、カワラバトの群れが落ちているマツボックリの 

 種子をたべていたり、カワラヒワ、エナガ、シジュウカラなどの小鳥たちは林の中を飛び交っています。 

  公園は自然の地形を残した妙見岬や小戸神社の裏山のほかは、ビロウやカナリーヤシなど南国風な 

 景観に植栽された総合公園になっていて、市民の散歩コースになっています。観察できる植物は、 

 季節的に草本類はほとんど無く、トベラやハクサンボクの赤熟した実をたくさん見ました。 

                                スタッフ 溝口澄子 廣 伸俊 （報告：溝口澄子）  

2013.11.27 森林環境教育（うきは市立山春小学校） 

 

       

   

   予定の１０時２０分に子供達もクラフト会場に上がって来て、班別に整列後、会とスタッフの自己紹介後、 

 子供たちも各自、名前と自分の好きなものを紹介してくれました。ハンカチ拍手とノーズゲームで体も 

 温まり打ち解けたあと、ホットガンの使用法、やけどした場合の対処法等を説明後、４名毎の班ごとに分 

 かれてクラフトに取り掛かりました。丁度、直前に遠足があり、各自その時に拾って集めたドングリ等を持 

 参してくれていて各自意欲満々です。 途中、３５分経過後にトイレ休憩と運動会の踊りのお披露目を入 

 れていましたが、トイレ以外は寸暇を惜しんでクラフト作りに励んでいるので、踊りはクラフト終了後に 

 変更。 一生懸命、小さな手にホットガンを持って取り組んでいる姿にうれしくなりました。それから 

 約３０分後には各自満足できるように出来上がっていたので、作業自体は１１時４５分に終了して、各自の 

 作品を長机に並べ、数人の感想発表予定でしたが、結局、各自が自発的に全員感想を述べてくれたの 

 で、子供達にとって素晴らしい体験だったのかと感じました。  

   この後、繰り延べになった運動会の踊りを左右に体を揺らしたり、とび跳ねたりと、揃ったダンスを 

 披露してくれて感心するとともに、こちらも楽しくなりました。本当にお上手でした。この後、山（森林）の 

 贈り物の紙芝居で分かりやすい絵と問いかけ・返答を交え、非常にいい教育的効果があったと思い 

 ます。 最後にはみんなの作品を前にして全員で記念撮影をして楽しく終了することが出来ました。  



                                         報告：陣内義文 

 

         運動会のダンスを踊ってくれました 写真の上でクリックすると動画が見れます   

2013.11.20 森林環境教育（宇美町立宇美東小学校） 

 

     

  １年生を対象に森林環境教育の一環としてネイチャークラフトを実施しました。当初、立体的な工作に 

 戸惑う児童が多いのではと心配しましたが、我々の心配をよそに子供たちの手はどんどん進み、中には 

 ６作品を作り上げる子もいました。木片を次々に重ねて高さを競い合う男の子や、大きい松ぼっくりに 

 どんぐりや赤い実を乗せ、綿で雪化粧するなどの彩りを添え、見事にデコレートする女の子など、個性 

 豊かに自由な発想で世界にただ一つの大事な「宝物」を作り上げていきました。クラフト作りのあと 

 「森林からの贈り物」と云う紙芝居で森の働きについても勉強しました。 

                                                      （報告：諸石洋祐） 

2013.11.16 森林保全ボランティア（阪急交通社グループ） 

 

         

 

     四王寺県民の森にて阪急交通社グループの「森林保全ボランティア活動」に参加しました。  

   四王寺県民の森管理センター前に参加者総勢 31名集合後、野外音楽堂へ移動、西岡インストラクター 

  によるレクチャー「森林のはたらきと間伐」のあと、間伐作業現場にて佐藤インストラクターによる 

  チェンソー伐木実演。それから 4 班に分かれて間伐作業をしました。皆さん大変に熱心で予定していた 

  本数以上に伐木作業ができました。いつものビルの中での仕事環境とは違う、気持ちのよい森林の 

  中での作業に皆さん大変喜ばれていました。 

  東京や大阪など全国数箇所でこのような活動をされているということですが、当会も社会貢献ボラ 

  ンティア活動に協力できるといういい機会を得ました。今後もこのような活動を広めていけたらと思 

  います。 

http://www.fukuoka-forest.com/video1.mov


 

         

 

                              スタッフ：木村莢佳 佐藤政男 西岡幸治 廣 伸俊  （報告：廣 伸俊） 

2013.11.9 海の中道森林保全活動「夢松原の会」  

 

     

    写真①         写真②         写真③       写真④  

 

  写真① ２０１３年１１月９日 海の中道海浜公園内で、「夢松原の会」主催のボランテイアによる松林内の 

      除伐などの活動がありました。 

  写真② 大変だったのは、ニセアカシア（別名ハリエンジユ）の２センチくらいの対生の棘が牙をむい 

      て伐採作業を妨害。ボランテイア作業員は長袖、長ズボン、にヘルメット。加えて全員厚手の 

      皮手袋で武装。 

  写真③ 伐採班は約４０名のボランテイアでしたがどの班も悪戦苦闘。怪我だけは無い様にと、主催 

      者の夢松原の会からの厳重指示。 

  写真④ ようやくにして、各班７０㎡を１時間半の時間内に終了。怪我もなく、関わった森林インストラク 

      ターもほっと安心したところでした。ようやく残された松の子苗に光が当たるようになりま 

      した。 

                                  報告：木村莢佳 写真提供：西岡幸治 

 

2013.11.8 中間中央公民館講座第 4 回足立山 

 

     

 

  参加人員 30 名(うち 2名公民館スタッフ） スタッフも久しぶりに森元さんが参加されました。 

 森元さんの足立森林公園の説明にはじまり、久保田さん指導準備体操を終え、小文字頂上コース２班と 

 楽々コースの班に分かれて出発しました。 



  今日は上々の森林浴日和です。今回は行事の最後に押し葉づくりをするという事で、皆さん、落ち葉 

 や、シイ、ドングリ拾いに忙しそうでした。(押し葉でも、ドングリを入れても可） 

 ここの照葉樹極相林のくねくねと光を求めて横へ、上へと伸びている木の姿に驚いている方も。 

 また、小文字山の頂上に上った方は、あまりに近く眼下に小倉の町がみえたので、感激されていました。 

 コースそれぞれで、森林を楽しんでいただいたようです。 

                                       （報告：野見山和子） 

   

2013.11.1 朝日カルチャー行事（釈迦岳登山と東峰村竹:棚田１００選） 

 

            
 

  １０月２５日は台風２７号の雨で１１月１日の予備日に変更  

 幸いに晴天の中、無事、釈迦ケ岳に登りました。少し残念だったのは少しもやがかかり九重までは見え 

 ませんでした。登山者は少ないのか、登山道は判りにくく、赤いテープの目印が無ければ迷います。 

 登る方は気をつけてください。下山後、竹地区棚田（室町時代からの集落、棚田１００選）、岩屋神社 

 （１６９８年建立）をみました。岩屋神社ではまだ少しですがカヤの実が拾えました。 

 参加者、カルチャースタッフ１名、受講者１２名）   

                            スタッフ：野見山和子 宮本良治 （報告：宮本良治） 

2013.10.26 たがわ自然とふれあいの森づくり整備事業 

 

       

             子供たちの枝払い               ネイチャーゲームをはじめるよー  

 

         

 目かくしトレイルに挑戦する女性林研のメンバー    森林は何をきれいにしてくれるのかな？・・・こころ！ 



   天候が心配されましたが、ふたを開けてみればまずまずのイベント日和。予定通り「間伐体験」 

 「ネイチャーゲーム」を行いました。参加者が少なかったのは残念ですが（小学生７名とその家族） 

 皆さん森林への関心は高いようでした。 

 筑豊女性林研との連携も良好で、森林への思いを共有しつつ活動できたと思います。 

   森林は○○○をきれいにしてくれる・・・ 

    何をきれいにしてくれる？ 

     「こころ！」 

      参加者のこの一言が、スタッフにとって最高の報酬となりました。 

                                       報告：小山 元 

                                                  

  10 月 26 日に「たがわ自然とふれあいの森づくり整備事業」あり、当会も参加して間伐体験とネイチャゲームを 

 行いました。その時の新聞記事を筑豊地区女性林業研究グループ代表、荒木光子様からいただきました。 

 当会の名前が入っていないのは残念ですが、森林の整備事業に興味をもってもらうきっかけのひとつの形 

 だと思います。荒木様からは、当会との交流会や今後の協力関係のお話しがありました。 

                                     （写真の上をクリックすると拡大されます）  

 

2013.10.21 森林環境教育（添田町立津野小学校） 

 

     

カモフラージュで真剣に捜す  カモフラージュが終わり確認 目隠しトレイル、今から何が?冒険心と不安 恐る恐る開始 

 

 到着後 カモフラージュ、目隠しトレイルの準備。 

 実施内容、ノーズ（シカ、イノシシ）カモフラージュ（１２個設定） 

      目隠しトレイル、トイレ休憩後、フイルドビンゴ（５年生宮本、３，４年生野見山） 

 少人数で先生の指導が行き届いているためか、皆、きびきび行動、司会も生徒にまかせ、感想発表も 

 全員きちんと発言し終えました。どの生徒の家にも山林を所有していて、森林、樹木の説明の理解が 

 容易だったようです。 

                                       スタッフ：野見山和子 宮本良治 （報告：宮本良治） 

2013.10.20 かんきょうを守る活動報告会 in南筑後 

 

            
 

http://www.fukuoka-forest.com/sinbun-tagawa1.pdf


    「おりなす八女」にて標記の行事が開催されました。開場時間の９時３０分には多くの方が来場され 

  て大盛況でした。 

   当会からは南筑後保健福祉環境事務所様のご好意でポスターの掲示とチラシを設置して広報活 

  動をしてまいりました。 

   朝廣和夫九州大学大学院准教授による基調講演（テーマ「協働でで育む生活と自然～平常時と非 

  常時、未来を見据えて～」にも多くの来場者があり、皆さん熱心に聴講されていました。 

                                        （報告：廣 伸俊） 
 

 

2013.10.19 アジア太平洋こども会議・イン福岡（四王寺県民の森） 

 

         

 

         

  ウイングキッズ 5 期生の 10 月講座が福岡県民の森で開催され、ふくおか森林インストラクター会 

  から木村、西岡、廣、佐藤の 4 名のスタッフが参加しました。 

    これは、ＡＰＣＣ（アジア太平洋こども会議・イン福岡）が毎年開催し 

  ている国際交流事業の一環ですが、その目的をＡＰＣＣのＨＰから 

  抜粋して紹介しますと、『APCC が目指しているものは、こどもの頃 

  からの異文化との直接交流を通し「OMOIYARI の心をもった地球市民」 

  を育て「こどもたちの笑顔あふれる世界を実現」することです。この 

  運動を推進するため、スローガンに「We are the BRIDGE～つなげま 

  す。世界の夢を」を掲げています。』となっています。 

    今回の 10 月講座は、第一次産業の林業を学ぶということで、四王寺 

  県民の森センターで行われました。 

    参加者は 11歳のこども 30 人です。その保護者とＡＰＣＣのスタッフが 

  加わり大型バス二台で到着して、すぐに開会式があり、県民の森展示 

  館に移動し、当会の木村が四王寺ジオラマを前にして四王寺の史跡 

  を紹介して日本の林業と人工林と題して、世界の森林、日本の森林、 

  福岡県の森林、そして人工林の育て方、森林の働きと利用など全般に 

  講義したあと、西岡、廣、私の三名が展示室の 3 ﾌﾞﾛｯｸに別れて、それぞれを解説しました。 

   午後のプログラムは、人工林の間伐についての学習です。こどもたちは林業とりわけ間伐に 

  ついて事前に本やＰＣで学習して充実したレポートを提出していましたが、実際に森に入って大 

  きなスギやヒノキに触ったり、年輪を数えたり、そして西岡の釣り竿を使っての間伐について解説 



  に続き、私のチェンソーを使って一本のヒノキを伐倒には、机上の学習と違って現地での実習は 

  感動と意義を実感したようでした。 

    その後センターにもどり、全体の責任者として務めた廣のセッティングしたネイチャークラフト 

  を楽しみ、出来上がった作品に満足の笑みを浮かべて、最後に記念の集合写真を撮って終了しま 

  した。 

    こうしたイベントに多感な小学生が応募して、海外の文化に触れ、また海外からも受け入れた 

  こどもたちと交流することは、これから先の大きな糧になることでしょう。そしてまた、今回林業 

  の学習をして、日本の林業の現実や、森林の持つ働きを学ぶ機会に接したことも、これからの 

  日本を背負っていくこどもたちの大きな励みになったことは間違いないでしょう。これからいろ 

  んなプログラムを経て、三月には台湾での研修があるそうですが、「少年よ大志を抱け」の如く 

  このイベントに参加したこどもたちにエールを送りたいと思います。またこうしたイベントに参加 

  できたふくおか森林インストラクター会にとっても意義のあるものでした。 

    ふくおか森林インストラクター会は、このようなイベントの指導など幅広い活動を行っています。 

  森林に関することや野外活動など広く対応できますので、ホームページからお問い合わせいた 

  だければ大変幸甚です。              文：ふくおか森林インストラクター会 佐藤政男 

          

2013.10.11 森林環境教育（みやこ町立諫山小学校 ） 

 

       
   

  前日からの雨で本当にドキドキでした。 

 天気が変わりやすそうなので、雨の日プログラムの用意もして学校に向かったのですが 

 運よく小降りになり、野外でのプログラムで楽しく過ごすことができました。 

 学校近所の若宮八幡の境内で、ノーズを皮切りに、目かくしトレイルを行いました。 

 途中雨が降り出しましたが、木のおかげで大して濡れず、目隠しをして森の散歩を満喫しました。 

 トレイルが終わって、今どんなとこにいるか聞いたとき、竹林の近く、と答えた子がいました。 

 諌山小学校のある岩熊地区は、筍の名産地で竹林がたくさんあり、筍農家の子供たちもいる 

 そうです。 

  今日の行事は、六年生が対象でした。来年巣立っていく子供たちに、ぜひとも校庭の木の名前を 

 覚えてほしいという先生の思いから、プログラムとしては少し盛りだくさんですが、樹木博士も行 

 いました。 

 インストラクターの説明に、熱心にメモを取る子供たちの姿がとても印象的でした。 

 クイズでは、ハラハラドキドキしていた子供たちも、木と仲良くなるきっかけをつかんだのでは 

 ないか、と思います。 



                           スタッフ：赤松徹生 野見山和子 （報告：野見山

和子） 

 

         

2013.9.20 朝日カルチャー行事（大島） 

  晴天に恵まれた９月２０日、大島の自然観察を行いました。 

  はじめに天ノ川伝説で語られる宗像大社・中津宮の宮司さんから宗像大社 

 から全体のお話を拝聴して、心身ともに清らかになったところで、今回の目玉 

 の一つであるバクチノキ（博打の木：バラ科）の巨木との対面です。 

  バクチノキの名の由来は、樹皮が次々に剥がれ落ちる様が、まるで博打に 

 負けて衣類を剥ぎ取られる恰好に例えたものですが、ここ大島のバクチノキは 

 巨木に加え、明褐色の幹肌が特に美しく、別名のビランジュ（毘蘭樹）にふさわ 

 しい景観に圧倒されます。 

  

 

  そこから少し進むとバクチノキの幹にできた空洞にノシラン（熨斗蘭： 

 ユリ科）が宿っていて、厚かましいノシランをバクチノキが優しく抱くような 

 格好の自然の植木鉢に皆さん感激の面持ちでした。 

  路傍に生える草花を西岡インストラクターが軽妙に解説され、カンナの 

 原種のダンドク（壇特）や、ボタンヅル（牡丹蔓：キンポウゲ科）とセンニン 

 ソウ（仙人草：キンポウゲ科）の競演、そして、へんてこな名前のネコノチチ 

 （猫の乳：クロウメモドキ科）など、特に関心が高かった様子でした。 

 

  お昼は見晴らしのいい展望台での楽しい昼食で、誰や彼やか 

 らのお菓子や果物などを頂いて、和気藹々のうちに全員で記念 

 の一枚におさまりました。 

  最後に、西岡インストラクターが８０種ものリストをつくって当日の 

 資料とされましたが、これが好評でした。資料に写真を入れると見 

 た目には映えるけど、相対して数が減ってしまいます。会員さんか 

 らは「帰って調べる材料になるから、種類は多いほどいい」という 

 意見でしたが、今後の資料作りの貴重なご意見だと思いました。 

             （記事：佐藤政男 監修：西岡幸治） 

 



 

2013.9.13 中間中央公民館講座（白野江植物園） 

 

          

 

   中間中央公民館講座で白野江植物公園に行ってきました。 

   むし暑さがぶり返した日でしたが、木陰は涼しく助かりました。心配された 

    秋の草花も萩、女郎花、葛の他、ヒガンバナ（赤、白、黄）などが楽しめました。 

 

                             （報告者：久保田由美子） 

 

       

 

               

2013.8.30 朝日カルチャー行事（筑紫野市天山） 

 



         

 

  8 月２３日の予定を雨のため３０日に延期したところ、なんとまた雨。それも台風１５号の余波に 

 より「前線が刺激されて気象状態が不安定で大雨の恐れがある」との予報でした。 

 そんな中、参加されたのは６名でした。地区の公民館を借りて荷物を置き、雨がやんでいる間に、 

 以前、溜池だったところの土手の草むらで、全員で目に留まった植物を採集しました。 

 ひざから下みんなぐっしょり濡れてしまいましたが、そこから又１５分くらい歩いて今度は土石流が 

 流れ込んで湿地になった場所でも植物採集をしました。草原の植物と湿地の植物あわせて６５種 

 の植物を採集して公民館に戻り、シートを広げて採集品を並べて同定、草あそび、薬効などみんな 

 で楽しみました。 

  昔からある里山周辺には、外来種も混じっていますが身近な植物がたくさんあることを実感した 

 観察会でした。                                      

                                                   

（報告：溝口澄子） 

2013.8.17-18 受験者講習会（後期）  

 

  森林インストラクター資格試験（9 月 15 日）まで 1 ヶ月をきりました。 

 試験に出題されそうな重点ポイントの講義、過去問題を参考にした模擬試験、屋外での 

 実技講習など充実した直前講習会でした。 

 受講された皆さんも長時間の講習に真剣に取り組んでおられました。 

 全員合格を目指して、あと 1 ヶ月頑張って欲しいと思います。   （報告：廣 伸俊） 

 

            

2013.8.10 ふくおかの森林づくり発表会（アクロス福岡 7Ｆ） 

 

http://www.fukuoka-forest.com/kousyuukaiammai.html


         

 

   福岡県農林水産部林業振興課主催「ふくおかの森林づくり発表会」に参加しました。 

 会場にはたくさんの方が次々と来場され、準備された椅子が足らず担当の方はその対応に 

 大忙しの状況でした。 

  当会は指定のブースに 2枚のポスターとちらしを準備して来訪者の対応にあたりました。 

 活動状況や行事依頼の方法、森林インストラクター資格などについて熱心な質問がたくさんの 

 方からあり、当会への関心の高さを感じました。 

 

                      スタッフ：木村莢佳 廣 伸俊  （報告：廣 伸俊） 

2013.7.29 森林環境教育（柳川市立東宮永小学校） 

 

         

    

   今にも雨が降り出しそうな蒸し暑い中でしたが、東宮永小学校 5 年生 30 名の元気いっぱいな 

 子どもたちと「樹木博士」を行いました。今回はコース上に 15 種類の樹木を選び、その樹木を 4 名の 

 森林インストラクターが樹木の特徴などを説明しながら案内しました。 

 各班 7～8 名の子どもたちは熱心にメモをとりながら説明 

 にも耳を傾けてくれました。この時期、実がついた樹木は 

 いくつかありましたが花の咲いた樹木は 1 種だけで特徴 

 を捉えるのが少し難しかったかもしれません。 

 しかし短い時間にもかかわらず、たくさんの樹木の名前や 

 特徴を覚えてもらいました。日ごろ樹木に接する機会はあ 

 まりないと思いますので、今回の樹木とのふれあいを通 

 じて自然環境や自然科学への関心を深めてくれたらいい 

 なと思っています。  

 

    スタッフ：木村莢佳、西岡幸治、佐藤政男、廣 伸俊  

                              (報告：廣 伸俊) 

2013.7.28 森林セラピーと工作教室（グリンピア八女） 



 

   「森林セラピーと工作教室」行事の工作教室指導ということで参加。工作教室開始まで時間が 

  あったので森林セラピーロード案内に参加して｢えがおの小径」を歩きました。 

  少し蒸し暑かったのですが、やはり緑の中を歩くのはとても気持ちがいいものです。 

  参加者の皆さんも軽やかな足取りで、セラピーロードを満喫されたようでした。 

  午後からは工作教室の指導。木や木の実を使っての自由工作、ドリルやノコギリ、ナタ、それから 

  グラインダーまで駆使して、子どもたちからのいろんな「お願い」に応えました。  

  そして今回も独創的で素晴らしい作品がたくさんできました。家に帰って家族で作品を見ながら 

  きっと会話が弾んだのではと思います。 

   子どもたちが木や木の実を、見ながら触りながらいろんな作品を作ることで、自然への興味を 

  深め、森林セラピーロードへまた来てくれたらいいいなと思います。 

 

                      スタッフ：木村莢佳 廣 伸俊 （報告：廣 伸俊） 

 

          

2013.7.22 森林環境教育行事（宮若市立山口小学校） 

  

   去る７月２２日、宮若市立山口小学校の４年生～６年生合計３１名を対象に、緑の少年団サマー体験 

 活動の一環として「ネイチャーゲーム」を行ないました。 

 同校「愛鳥の森」をフィールドに、「ノーズ」「フィールドビンゴ（木）」「目かくしトレイル」を実施。 

 子どもたちは、様々な感覚を使って直接森や樹木とふれあって楽しみながら森林や自然に対する 

 興味・関心を高め、そして、自分たちと自然との関わりに気づき、森林の公益的機能や森林を守って 

 いくことの大切さをしっかりと理解してくれたようです。 

 元気で素朴な子どもたちの反応はとても素直で、目の輝きや笑顔はとても印象的でした。 

 子どもたちにとって、いつまでも心に残る体験学習になってくれていたら嬉しいなと思います。 

  

  （スタッフは、久保田由美子、佐藤政男、後藤ようこ、鶴田義明）       (報告：鶴田義明) 

 



       

2013.7.19 朝日カルチャー行事（姫島） 

 

    総勢２１名、殆どの参加者が初めてという姫島。 

  この日も３５度以上の炎天下が続く猛暑日でしたが、最大の課題である 

  熱中症対策も万全にして海岸植物探索を楽しむことができ参加者もとて 

  も満足気な様子で無事終了。 

  午後１時過ぎからの直射日光が遮断できない海岸付近では、海浜性植物を足早に採集のみを 

  して休憩センター（クーラー付）でゆっくり観察する。 

  その後、姫島神社奥の照葉樹林帯では沿岸性の木本を中心にウォッチング、草本・木本合わせて 

  約４０種類以上を観察することが出来た。 

  中でも、ハマナタマメの群生地では、最盛期の花が普通のマメ科と違って上下逆になっている 

  のに驚きの声が上がる。（写真中央） 

  最後に、幕末の勤皇の志士たちを陰で支え流刑された野村望東尼の遺跡を訪ね、午後５時１０分 

  発の船で姫島をあとにする。 

  「一度は訪れてみたかった姫島、来れてよかった。」「久々に汗もいっぱいかいたけどとても楽し 

  かった。」「昼食の活魚定食もすごく美味しかった。」等などの受講生の感想。 

  さすが朝日カルチャー講座受講生の皆さん、そのポジティブな意欲とパワーには感動さえ感じ 

  る楽しい１日でした。 （報告：鶴田義明） 

 

            

2013.6.15-16 森林インストラクター受験者講習会（前期） 

 

   ふくおか森林インストラクター会主催の森林インストラクター受験者講習会を福岡県緑化センタ 

  ーにて 6月 15、16日の 2日間行いました。今回の受講生は 11名、長崎や大分など遠方からも参加され 

  ました。講師は当会のベテラン会員が各教科を受け持ち、多くの受講生を前に分かりやすく熱のこ 

  もった講義を行いました。受講生の方々も 2日間、9 時から 16 時 30 分の長丁場、ボリュームたっぷり 

  の講義内容で大変だったと思いますが、皆さん熱心に取り組まれていました。 

  9 月 15 日の資格試験に向けてしっかりと勉強されて、1人でも多くの合格者が受講者の中から出る 

  よう、ふくおか森林インストラクター会全員で応援しています。 （報告：廣 伸俊） 



 

          
        安全           林業            野外           森林 

2013.6.14 朝日カルチャー行事（太宰府 竈神社-北谷） 

 

    参加者は、会員 16名、朝日カルチャーお世話役 1名、当会から溝口ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰと廣の合計 19 名 

  竈門神社に 10：15 集合、飛鳥時代に創建されたという由緒ある歴史を持つ神社であるが、境内に 

  新しい社務所ができ、以前とは随分と雰囲気が変わった。本殿横にある「再会の木」（実はサイカ 

  チの木）を観察、大きな鋭い棘が目立つマメ科の植物である。その棘に神社らしく 5 円玉がたくさ 

  ん差し込んである。祈れば好きな人と再会できるらしい。愛嬌の岩は恋占いの岩といわれ、朝日カ 

  ルチャーのフレッシュお世話役が挑戦し見事成功、近々願いが叶うかもしれない。 

  トウオガタマなどを観察後、境内を出て九重原まで車道歩き（車は少ない）、途中大振りのアリド 

  ウシには赤い実がいっぱい、外来植物のアカバナユウゲショウが可愛い、ベニバナセンブリも 

  ある、クリにはもう小さな実がついている、田んぼには田植え後の小さな稲、何でもない里山の 

  車道沿いが面白い。 

   九重原からは目前に四王寺山、その先には大宰府、筑紫野の景色が広がる、かっては多くの 

  寺坊があり、また多くの戦いもあったところであるらしいが、”つわものどもが夢の跡”今は静か 

  な里山が広がっている。山中に入り昼食、有智山城跡を見て北谷へ抜ける。道筋にアクシバの花 

  （めぐる季節に掲載）を見る。竈門神社遥拝所で集合写真、北谷公民館から「まほろば号」に乗り 

  込み解散。蒸し暑い 1日でしたが雨にもあわず今回も楽しい 1日でした。 （報告：廣 伸俊） 

 

         

2013. 5.25-26 チャレンジ体験塾きたの行事 

 

      
 



      

 

 楽しく暑かった二日間 

    ５月２５~２６日の土日二日間 ４~６年生２９人の仲間とキャンプをしました。お世話していただいた 

  先生方、それにわれわれ森林インストラクター５名も加えると約５０名。 

   これは楽しいけれど重労働。４コマの内容を二日間でこなす行事でした。 

    一こま目 太刀洗平和記念館からバスで回ってきた子供たちは丁度１２時に夜須高原記念の森着 

  藤棚の下でのびのびと楽しいお弁当。子供たちは北野町の四つの小学校から集まってきたとのこ 

  とで今日初めて会った子も多い。弁当の後５班に別れそれぞれ森林インストラクターがガイドの樹 

  木観察。「どの葉っぱもそれぞれ形が違うねー」と樹木ラリーコースの木陰を追いながら３時まで 

  観察。全体が見渡せる一番高い展望所から腹いっぱい「ヤッホー」を３回。天気予報では昼間３０度 

  まで気温が上がる。そよそよの風がとっても心地よい。 

    二こま目 宿泊所の夜須高原青少年の家で食事の後、夜９時ころまでメインのキャンプフアイヤ 

  ー。これが暑い上に火を焚くものだから汗だくだく。自ら先頭に立ち歌や踊りを子供たちに歌わ 

  せ踊らせ、今日は公認の夜遊び、火遊び。もう年よりは「くったり」 

    三コマ目 おかげで子供たちはぐっすり眠ったろう。二日目の朝。今日はクラフトつくり。ケガだ 

  けはと、かかる前の念入りの注意。そしていつも感心するが、今日もきっと大作や、アッと思える意 

  外作が多いだろうと期待。そして やっぱり！！！東京の新しいタワーの影響か３本もタワーが 

  建った。それもどうやって持って帰るのか最高は５０センチ以上も。全体としてはすばらしいできば 

  え。デザインがすばらしい。完成度が高い。丁寧な作業。意外性。小学生とは思えない、いや小学 

  生だからこの発想が出来るのか。 

    四コマ目 は昼ごはんがすんだ後。普通はご飯の後はさようならとなるのだが。１時には太陽 

  がまん上で笑っておいでに。熱中症の注意をしながら二班に分かれネイチャーゲームの「コウモリ 

  とガ」。野外でのゲームでまた汗汗汗。そして最後はネイチャーゲームの「カモフラージュ」これも 

  二班に分かれ大人も全員参加。置いたグッズは１５種類。「ものを言わない」「指ささない」の約束を 

  しスタート！１回目は最高９個。「もっとだよ」と２回目は１２個くらい。最後の３回目。感の良い子が 

  「１５！」と。大人はせいぜい１０個くらいの確認に。最後に生き物の世界では「食うか食われるか。天 

  敵から逃れるために必死の工夫！」のお話などでまとめ、ようやく３時前に終了し閉会式となった。 

  ここの食事はおいしかった。子供たちの笑顔がすばらしかった。４年生５年生はまた来年会いましょ 

  う。（木村記） 

 2013.5.17 朝日カルチャー行事（響灘ビオトープ) 

 

  「エコタウンで生き物たちの楽園をのぞいてみよう」 

  5 月 17 日北九州市若松区にある「響灘ビオトープ」で自然観察会 

   参加者は朝日カルチャーの会員と担当者の 17名で、指導するふくおか森林インストラクター会は 

  2名です。 

   「響灘ビオトープ」は長い年月をかけて廃棄処分場にできた日本最大級のビオトープといわれて 

  います。観察の目玉は、植物では帰化植物、鳥類では絶滅危惧種のチュウヒです。 

   帰化植物は事前調査でコシナガワハギ外 15 種を確認していましたが、なんと皆さんとの観察で、 



  ヘラオオバコ外 14種が追加されました。まだまだ未確認がありますので、まさに帰化植物の 

  メッカ？ですね。鳥類は時期的にも少なく、チュウヒも遠くでＶ字形の飛翔を眺めただけでした。 

 

           

 2013.5.12 「グリーンフェスティバル」（福岡県緑化センター） 

 

   雲一つない晴天に恵まれ、大変な来場者があった。９時にスタッフ全員が集合、こども樹木探偵団 

  においては、受付に机の設置、樹木の枝葉の採取、樹木板の設置等を行い、１０時より受付開始、 

  終了まで８３名もの参加があり、参加賞の不足が出る盛況ぶり。 

   一方、バスハイクでは、中型、大型バスの２台での７０名近くの参加者を乗せ、緑化木生産現地、 

  うきは市の調音の滝セラピー基地へ向け、定刻の１０時３０分に出発した。バスの中では、森林インス 

  トラクターとは、森林セラピーとは、うきは市の紹介、森林の役割、林業作業等について説明を 

  行った。昼食後、セラピーコースを周り、植物の名前や間伐林、枝打ち林の話、ネイチャーゲーム等 

  を行った。帰りのバスの中では、クイズを出したりして参加者とともに楽しむことができた。 

 

           

 

2013.5.9 自主研修「自然観察とＨＰ談義」場所：四王寺山 

   四王寺県民の森センターに当会森林インストラクター１4 名が集合して自主研修をしました。 

  午前中は大城山（410ｍ）までを自然観察、道筋にはコバノガマズミやカマツカ、ヤマボウシ、ホオ 

  ノキなどに花が咲いていて、季節はもう春から初夏へと変わってきている感がありました。 

  コナラやタブノキについた虫こぶの観察、耳を澄ますと夏鳥キビタキやお馴染みのシジュウカラ 

  やヤマガラのさえずりも聞こえてきて五感で感じる山歩きが楽しめました。 

   午後からは当会のホームページについて活発な意見が交わされ、大変有意義なＨＰ談義となりま 



  した。最後にパソコンでの写真処理のミニ講座があり、これも皆さん熱心に取り組んでおられました。 

 

      
      全員でガッチリ       コバノガマズミ          ホオノキ             ＨＰ談義 

2013.5.6 たんとの森林活用プロジェクト～森林で学習しよう～ 

   筑豊女性林業研究グループ主催の「たんとの森林活用プロジェクト」に森林教育の講師として参加し

ました。 

  場所は嘉麻市屏山、抜けるような青空のもとに集まった参加者はガールスカウトとその家族達約３０

名。 

  「目かくしトレイル」ではみなさん、果敢にチャレンジ！ 

  ネイチャーゲームで五感を使って森林を感じ、森林の役割、森林を守っていく心についてお話ししまし

た。 

  昼食は山菜の天ぷら。 味覚を使う森林教育です。おいしい森林の味をたっぷり楽しみました。 

  参加者全員、新緑の森林を満喫した一日になりました。 

 

        

                  

                間伐が行き届いた森林、ここで森林教育を行いました 

 2013.5.5 くるめ緑の祭典・チビッコ天国 

 

  当会のネイチャクラフトブースは開場するや、あっと言う間に満席となる。 

 幼児を含めた家族連れが多く、各スタッフは道具の使い方、安全指導を行い参加者の応対に 

 徹していた。最終的に参加者数は 400 名を超えたのではないかと思われる。 

 参加された方からは「大変楽しかったので私たちの会でもお願いできまか？」 

 「どこに頼めばよいですか？」と質問等を多数受けました。 

 又、「匂いの良い木は何ですか？」「ドングリは種類がこんなにあるのですか？」 

 「この木の実はなんですか？」等、材料を通して自然への関心、ひいては森林の大切さを 

 アピール出来ると確信した次第です。 

 



            
                         ネイチャクラフトに使う木の実や木片 

2013.4.13 福岡市水道局主催「水源の森 春の植物観察会」 

 

    曲淵ダムの水源保安林をメイン会場として実施されました。 

   一般参加の皆さん４５名(競争率２倍の中から選ばれた幸運な人々)と水源の森ボランティアの 

   皆さん１５名で四つの班を作り湖畔の広葉樹林やダムの浚渫土を処理するため切り開いた後、 

   ボランティアの皆さんが森づくりに励まれているまだ草原に近い広場、スギ・ヒノキの植林地等 

   で植物観察のお手伝いをさせていただきました。 

   お天気にも恵まれ、デジカメで写真を撮ったり、メモに書き留めたりと皆さん熱心に聞いていた 

   だきとても楽しい観察会になりました。短い距離で有りながら変化に富んだ観察コースです。 

   笑顔でバスに乗り込んだ皆様に手を振ってお別れし、しばしの反省会をして終了としました。 

 

         

2013.4.12 朝日カルチャーセンター行事（門司周辺） 

 

   受講生参加 19 名、森林インストラクター会自主参加 3名(久保田、戸町、溝口)、 

  副責任者 木村、責任者 平川、朝日カルチャー１名 計 25 名。貸切バス利用。 

  am 天気 晴れ。この日 風強く、ヒヨドリの渡り少い。渡り始めても、風に押されて、引き返す群れ多し 

  ９時３０分からの１時間で、約３００羽の群の渡りを２回見ただけで終わる。 

  ハヤブサの襲撃も見れなかったが、一度だけハヤブサ（チヨウゲンボウ？）が灯台そばを飛来。 

  見せてあげたい思いの３０％程度だったが、それでも受講生の皆さんからは『ヒヨドリの壮観な 

  渡りを初めて見て感激した』との言葉をいただき、ホーッ。 

  白野江植物公園は今、サトザクラ、クルメツツジ等の花盛り。自然状態の少なさを懸念して 

  いたが、受講生は結構満足された様子。 

  和布刈神社に立ち寄り、門司港レトロで買い物をして、帰福。   

 



                   
          2013.4.6 撮影 部埼灯台（ヒヨドリの群れ）   2013.4.6 撮影 部埼灯台（海面すれすれを飛ぶヒヨドリ） 

2013.15   朝日カルチャー行事 「瑞梅寺河口」 

  

   ３月１５日瑞梅寺川河口に広がる今津干潟周辺で自然観察（朝日カルチャー行事）を行いました。 

  干潟は川からの栄養分が豊富なところで、多種多様な生物が暮らしている生態系の豊かな場所です。 

  貝類やカニやゴカイなども豊富な湿地では、それらをエサにする鳥も多く生活をしています。 

  特に冬はカモ類やシギ・チドリ類などの渡り鳥が北のほうから日本にやってきて干潟などで冬を越します。 

  そして春にまた北のほうへ帰っていくのですが、この日はまだ多くの冬鳥が観察できました。 

  植物はまだ固い蕾のものが多かったのですが、オオイヌノフグリやタネツケバナ、タガラシなどの早春の

花々は 

  一面に咲いていました。またアレチマツヨイグサやコウゾリナなどのロゼット葉もそろそろ花茎を立ち上げ

ようと 

  準備中のようでした。 

  天気もよくたくさんの鳥や植物が観れて、会員の皆さんも大満足の一日でした。 

  昼食は風が少しあったので防波堤内側の道路にズラッと並んでしましたがよもやま話に花が咲きました。 

 

      

 

2013.3.6 ｢瑞梅寺川河口｣ 

 

     快晴３月６日に朝日カルチャーセンター行事の下見をしました。 

   場所は瑞梅寺川河口付近を鳥や植物の観察をしながらゆっくりと見て回りました。 

   カモ類を中心に約４０種の鳥を見ることができました 

 



    

 

2013.3.3 森林作り公募事業 

 

    ポーン太の森でスギやヒノキ、クヌギ、オニグルミ、サクラなどの植樹を行いました。 

    昼は準備された豚汁などを美味しくいただきました。 

 

                         

2013.2.24 平成 25 年度総会 

 

      パピヨン 24 にて開催しました。 

     会長挨拶、議長選出後、平成 24 年度の事業報告、平成 25 年度の事業計画、予算など拍手を 

     持って承認されました。 

     また会員間で利用する新しい電子ネットワークの説明がありました。 

     総会終了後、久保木譲さんによる記念講演｢アリから見た里山｣がありました。 

     それから会場を JRつくし荘に移して懇親会が行われましたが、皆さん大いに盛り上がり、 

     更なる友情がが深められました。 
 

            
          総会             記念講演           懇親会集合写真 

 2013.2.17 久留米市主催：四季の森ふれあい教室（兜山キャンプ場：シイタケの駒打ち体験） 

 

      久留米市生産流通課様からの委託を受けてしいたけ駒打ちの指導をしてきました。 

     参加者 17名 森林ツツジ公園に集合して、兜山キャンプ場まで自然観察の案内をしながら 

     山中を歩きました 

     兜山キャンプ場では参加者がネイチャーゲームを楽しむ間、駒打ちの準備。昼食時はシイタケ 



     などを焼きながら参加者と談笑しました。 

     午後からはシイタケの効用や駒打ちの作業説明後、準備されたホダ木にシイタケの 

     駒打ち体験をしてもらいました。 

 

                     
          森林つつじ公園から兜山キャンプ場への山歩きです。肝心のシイタケ植菌写真は電池切れで撮れませんでした 

 ﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ 

http://www.fukuoka-forest.com/katudou2013-2.html#modoru
http://www.fukuoka-forest.com/katudou2013-2.html#modoru

