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山口県自然観察指導員協議会会誌

No.94 
2017年 4月(春号}

私たちは地琢生命体の永遠なるいのちを願って活動しています.



スキルアップ情報

2017年座 自然観察指軍事昌講習会 1n.山口

日時平成29年5月13日(土)"'14日(日)

場所山口県山口市徳地船路668
宿泊山口徳地青少年自然の家

主催 日本自然保護協会・山口県自然観察指導員協議会

2017年度 中国宜県自然観察指漕員安涜会 in山口

日時 平成29年8月26日(土)"'27日(日)

場所 山口県周防大島町貯文

※詳細は次号 G霊号)でお知らせします。

今後の会議の予定

行;事 名J f - 一 関 =催 江田"時::;三 ふ み1ぎ 場 ，:.'~B市高町:;

第2回役員会平成29年3月25日(土)13時~ 山口市徳地青少年自然の家

第3回役員会平成29年6月 4日(日)1 0時~ 下松市中央公民館

第4回役員会平成29年8月20日(日)1 0時~ 周防大島町外入

事長紙・の説明 ニホンアマガエル

大きな台風が接近するなか、竹垣の先端から心配そうに顔をのぞかせて
いたニホンアマガエル。ニホンアマガエルは一般的に春から活動を始めま
すが、 2月に冬眠から目覚めてしまう慌て者もいるようです。季節外れの
ポカポカ陽気に惑わされてしまうのでしょうか。 3"'4cmほどの小さな体
ながら、飼育下では10年近く生きるのだとか。しかし、捕食者のいる自
然界において、そこまで生き延びることは容易ではないでしょう。

写真撮影平成28年 10月2日 美祢市別府弁天池

第5支部内田祐介
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f古市節分草自生地j見学会に参加して

平成29年2月17日住)"'-' 1 9日(日)岩国市
錦町で、 8回目のセYブンソワ見学会が好天の下
行われた。参加者は、各自75名だった。

会長大田和彦

各自、 13時36分錦川清流線で錦駅に到着し
た見学者を迎え、自生地まで案内し、観察を開始

した。毎年セYプンソワの数が増え数千株の可憐
な白い花が咲いていた。白く花弁のように見える
尊片は、通常5枚であるが、 4枚、 6枚、 7枚の

ものもある。これらの変り種を探すのも新たな楽
しみである。 セツブンソウ(花びら5枚=通常)

セYプンソワの南限となる貴重な場所であり、群落も大きいし、大切に保存しながら地域
活性化にもつなぐことができればよいと思う。

最終日の19日、 16時5分発の帰りの電車を見送る時に駅のホームの山側に珍客=サル
が数匹現れ、一緒に見送っているようだつた。

セツブンソウ俄ぴら6枚)

セYプンソワ舗分草)Eranthis p innatifida Maxim 

キンポワゲ科の球根性の多年草。 2月
の節分頃に咲くところから和名が付けら
れた。属の学名もザ1):;"，語の ea r (春)
と anthos(花)に由来する。

地下に小さい球状の塊茎をもっ。 7'"
8cmの茎を伸ばし、その頂きに経2佃ぐ
ぐらいの可憐な白色5弁花を1輪咲かせ
る。

花弁は退化して蜜槽となっているが、
セツブンソウの群落(錦町) 目立たない。細い長柄のある深裂する根生

葉を付け、茎の上部に同様に深裂する直状葉を輪生する。セYブンソウも栽培されるが、園

芸的には南ヨーロッパ原産のキパナセyブンソワの方が多く栽培されているo両種ともに山
草として鉢栽培にして楽しまれることがある。繁殖は実生により、種子は採りまきすれば翌
春発芽し、 3年後から花を付ける。(平凡社世界大百科事典より)
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第4支部活動報告 (11--2月)

-閣内散策ツアー 11月6日(日)

担当:笹尾・井上

山陽小野田市江汐公園の「秋のふれあい祭り」
に合わせてドングリと小枝のクラフトと圏内散策
yアーを、行いました。

ドングリと小枝のクラフトは、終日子ども達に
囲まれ大盛況でした。

散食Yアーは午前 1回、午後2回行い参加者は

30人、少し寂しい散策となりましたが、ラクワシ
ョワ、イスノキなど色んな質問がでて楽しい散策
でした。

第4支部笹昌克之

秋の忘れ物(落羽松)徳永忠夫撮影

(28年度山陽小野田市自然保護協議会写真展)

市長賞を受賞されました。

楽しそうにドングリと小枝のクラフトづくりをする親子のようす

-都十ーの暦哩rf5.木観察会 11月 13日(日)

担当:笹屠・井上

山陽小野田市内の歴史を振り返りながら先人が
残した樹木を巡るYアーを開催しました。

参加者33人、マイクロバスと 8人乗り普通車
の2台で山陽小野田市文化財審議会委員の案内で
回りました。
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普段は見過ごしている巨木に改めて知る良い
機会でした。
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カブトガニの説明パネルを見学する参加者たち

第 4 支部活動報告(1l~ 2月)

2月 19日(日)

担当:笹尾・井上
山口カブトガニミニ展示館でカブトガ

ニの説明を受けました。
厚狭川河口に世界に約2.700しか生息

していないといわれているクロYラヘラ
サギの観察会を行い、 6羽確認しました。
この観察会の参加者は25人でした。

叩今繕;の 圭一牽

• 4"月号26ij白 .(1目3つうじ祭り

。江渉公園決-~ウF若ッチン伊‘
.8 : 00、"""1，，0:.，{rO 
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山口市阿東の物見ヶ岳・高羽ヶ岳縦走
第6支部永井要明

2016年12月11日(日)、北1甫自然観察会は7:00に萩市中央公園を出発し、 7:
40に生雲農協に19名が集合した。地図などを配った後、自家用車5台で大規模林道の高
羽ヶ岳登山口(下の地図を参照)に行ったoここは標高が500m以上有り、舗装道路は凍
結しているが、車の走行には特に支障がなかった。ここに一台を置いておき、残りの4台に

全員が乗って再び出発した。

i-~~ t ~河 川
'i4f 止『

。モ:、 叩 i
、Vべ〆‘ 回、吋P

4面 ・ l 
-r.~ : '-

'.. 

dri
勺

阿東篠自の橋本と言うところの台
地の上に神社があり、その駐車場に
4台の車を駐めた。ここから物見ケ

岳登山口の看板まで30mくらい歩
く。そこからイノシシの柵のそばの
道をしばらく歩く。間もなく道は尾
根コースと谷コースの二手に分かれ
る。私たちは谷コース(左側・東側)
を選んだ。中島篤巴先生の「山口県
の百名山jに出ている道である。小
さな尾根を越え隣の谷に入る。

がけ崩れ箇所にあった標識ロープ

そこで最初の難関に出会う。崖が崩れていて細い9mmの標識ロープが張ってあるが援
すぎて危ない。気をつけながら通り過ぎた。

がけ崩れ箇所と標識ロープ 上から写したがけ崩れ

これから谷に入ってもかなり危険なところもある。
近年は尾根コースを通る人も多いのではないかと思う。ただ、植物は谷コースの方が多彩

ではないかと思う。 yリガネyyジやコクランが有る。
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山口市阿東の物見ケ岳・高羽ケ岳縦走

↑遠くに高羽ヶ岳を望む

←天狗岩の岩石はいかにも火山性の物に
見える。

物見岳層の中にデイサイト質火山角棟岩と言うのがあり、それだと思うが断定できるほど
の地学的識見は私にはない。

山頂に戻って昼食後、 12:30には高羽ヶ岳を目指して出発した。道は10年以上前に
来たときよりはるかに良い。途中ミヤマシキミの花が有った。実もなっていたので花と実が
同時に見られた。

ミヤマシキミ由花 ， ミヤマキシミミの実

物見ケ岳を過ぎて間もなく小高い所で右に90度くらい大きく曲がるところがある。道を
間違えたのかと思ったが、次第に左に向きを変え、高羽ヶ岳が見えてくるので安心する。ア

ップダウンを何回か繰り返す。ムラサキマユミがあったoムラサキマユミは普通葉がもっと
細いが、このように丸みを帯びた物がある。サヲ夕、yに似ているがサヲダYは落葉性で冬に
ま葉がない。

ムラサキシキミ

14:00頃高羽ヶ
岳山頂 (761m)に
着いた。眺望は10年
以上前に来たときより
はるかに良い(右上と
下の2枚)。かなりの数

の人が集団で切り開い
がような感じである。
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高羽ケ岳山頂の眺望



山口市阿東の物見ケ岳・高羽ケ岳縦走

↑遠くに高羽ヶ岳を望む

←天狗岩の岩石はいかにも火山性の物に

見える。

物見岳層の中にデイサイト質火山角醸岩と言うのがあり、それだと思うが断定できるほど @ 
の地学的識見は私にはない。
山頂に戻って昼食後、 12:30には高羽ヶ岳を目指して出発した。道は10年以上前に

来たときよりはるかに良い。途中ミヤマシキミの花が有った。実もなっていたので花と実が
同時に見られた。

ミミヤマシキミの花 ミヤマキシミの実

物見ケ岳を過ぎて間もなく小高い所で右に90度くらい大きく曲がるところがある。道を d )¥ 

間違えたのかと思ったが、次第に左に向きを変え、高羽ヶ岳が見えてくるので安心する。ア
ツプダワンを何回カ時最り返す。ムラサキマユミがあった。ムラサキマユミは普通葉がもっと
細いが、このように丸みを帯ぴた物がある。サヲ!J.'Yに似ているがサヲダYは落葉性で冬に
は葉がない。

ムラサキシキミ

14:00頃高羽ケ
岳山頂 (761m)に
着いた。眺望は10年
以上前に来たときより
はるかに良い(右上と
下の2枚)。かなりの数
の人が集団で切り開い
たような感じである。
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山口市阿東の物見ケ長・高羽ケ岳縦走

山頂の景色

山頂でのスナップ写真

大規模林道に向かって下山を開始した。この道は新しく開設されたもので、昔は長門峡駅
の近くの薬師堂に向かつて2時間くらいかけて降りたものである。新しい道は間もなく二手
に分かれるがどちらを通っても同じ所に出る。オオウラジロノキの実が落ちていた。リンゴ
の仲間なのでリンゴに似ている。

15:20、下山した。登山開始から6時間10分掛かった。天気も良く、空気も澄んで

いて遠くがよく見えたので快適な自然観察になった。この二つの山は山頂の眺めを良くした
ので近年登山者が増えているような気がする。直感で200人"-'500人くらいの登山者が
あるような気がした。大蔵ヶ岳よりはかなり登山者が多いようだ。

案内板 活断層の保存施設

時間が有ったのでついでた、から篠自の活断層が保存されているところに行ったo案内板に
は木戸山西方断層の北端と書いてあるが、私はてっきり徳佐・地福断層の一部だと思ってい
た。

雨が降り込まないようにガラスで覆われているので、光って見えにくいが、現地に行けば
角度を変えてみると良く解る。貴重な物であると思う。
最後に、，よい勉強になったo

-8ー



ともにふれあれ仲簡を増やそう
月金ぶりに仙oflで鮪儀
自然観察指導員講習会参加へのおさそい

第 524国 NACS-J自然観察指導員講習会・山口擦のおさそい
主催:公益財団法人B本自然保護協会
共催:山口県自然観察指導員協議会

1978年から蛤まり、 全国で 2 万 9000人力可愛機しているNACS-J 自然fil察指導員~~認会"
オ;白2自の充実したプログラムで自然保護の替え方や自然観察の手法を学び、白銀iの「みかた」を皐につけます包

あ1J:だもこの機会に富参加し、自然を守る力になりませんか?

~ f}描包 勧 7年5用 1'3'日匂 ，..，.，5周1今回1日)関検・酬 巾 全日

+勾町山口'島崎州自然明白叩 典型3峨 官隊 如

+ψJ 

舟 定員 4叩o泡也，(倒臨叫語時閥喜釘抑錫蜘附b随謹拙釘担圭錨揖量忌弘宇担叫話酬臨胸掛袖 1品品附m も叩誤 〉

+ ' it~ s( ・蕩1旬以民、地2-8柑慌のフログ毛細喝を百万

岨刻銘慰摘。邸到生閥均い国側震調の当選回酬明、

判樹と品から舗の窃守閣制措齢問中寺晴相会r町、制

時 制問 羽 278""'4主計7日間.由主錦拘る限りば句 18血 A跨覗閣官+

柑 i師法舗法 ・メ功 伽 一品却損う才一ム・

.;:74叫1:9抑官m松市繋明埼之
砂m耳邸ωil;川。t図尽;ぜピピ「町硲醐』問a却:叩馴朋刷j.l-，e司却p. 弘 山 、

-ーー一一・ー，一一ー・ーーーーー・-----ー・司・一---_...!!同 ---同町・・ー・幅・ー一------一一ー------_..._----
第 524回 NACS-J自然観察指導員講習会・山口県 申込書号

・氏名v$:.':l.ll~! ..._ 日….ム--“一.一一一 一一一….
.i主F所万
一一…“_r.・ -……・…..一一一一一一{ーーー 一切…m…"・・…}ーー-.~~-…..… ・・….~.. . . .. .. ..…一山…“一ー....-.. .

・電話蚤~._ _ . _. ー・一一1・… …i‘…… ・ー… 日 4 ・ ・ ・・J;~m~U 噂ド … 削 苧 U目 句 明 古 川 一一向.

・瞭業←ー一一………. . . . ………・ぃ…ー- 一…，.PJ.ï廓I.~動体… h
・〈公財〉臼本自撚保駿ti会(NACS-J)の会員ですかっ (お申し込み崎点で、該当するちのlこ印をつけてください〉

ロI..H~.\~. 乙一__P.NAG$.~J会主義1ご.官民忌N9._ぃ 一 司、ーー .....L，..，ムヨj室長1;/会主主で支 事面壱ご記入ください

-9-

t)"1 

• 



日程表 (予定)

5月-日 (士

受付 9:∞・開講式9:30
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-1 "r:自需観察の観点J・1 叫・ '1)':日

~森を4重心J司書l然句ltct訴事皐~Iこいと.':?，・..... 
昼食

講義① I自織の保護J

~生:物多牒性の保宝と私たおb・ζらしぶ 1

自己紹介

'.'.置義.@!('自然の観察J-
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参加申し込み

04月17日までに、
専用の申込書を郵送
またはメールで「山口
県自然観察指導員会j

会長「大田和彦jまで
申し込んでください。
O参加費は、自然保護

協会から抽選結果と
ともに通知されます。
O詳細は、下記会長ま

でお問い合わせくだ
さい。

国大田和彦

〒744-0043
下松市東陽子会5
Tel(Fax)0833-46-0103 

5月iE1日 (日) I
朝食 8 

・r 野外実習② ~f白熱緯事会の企画j " ， '.::.，' 9 
4! ふ I.~ ，""'""" '，'--必見皇子ママせ直轄を観察IJI:お五円ぷ 10 
駐 し島弥実香I，@¥:r首謀罷事選?句J苗J-"， ! 弓 11
4色i ~薗帯主観察会、ぬアFg:弘主6展開、を;'~;宗主:止;ぎ汗 ，~:~ ，， 12 

ー昼食 ....... .•• -" " 

13 
:手f...野外実習@.if自然観察会<T.l閉健l' 

ト;「喪酷{，::;自然\寝室者~;?;世話同~131:ι 1刊4 
拘 rι. 併 品 iバ.訓当弘e 討

書書F類の縫出.まとめ・開講式

解散 16:30予定 16 

9 !t吋 ; :00 ・ S国苦闘，，~

1I 野外貰E也

1'( r~値観甲車』
ー園1]過しτ且簡の¥.{.1泊五島l:-"-'::"-?';"

ISlI; 

毎回f醐骨相4
性肺脚_"~E枇拘4 らい

j;;il縄[1...ll ri!l量豊む健寓J
ー嶺蝿盛と拘置'!Ii晶画ー

夕食・"途姥

情"'"''禽

園田晶W -iSU.

E詣 B
l尉 IIIfl;r虫剥開舎の掴J. 9 
_-':;-/v鋭、;...時世lJl;}?- 日
明楠岡市田@盟J

-8e制同町時奇聞明主ょをF

与lIf
m安置~f直細腕柵曜J
句集~ζ・1園恵罰金を争ョτ昂￥岳町

ー一一・圃副・・・・・

鵬節調升
(予定〉

足立高行
大分品n l1.:哩?芦 ffl l，Q".rl i!l!担問埠~~IÌW.:i1:
比川1':~:役員同町内野2

星野自費宇
崎割引メ".j'MI俗的仁」日1，:J市れ 公品}.fÑ告人吉本 11持I~>>践《
忌ulhn熊取虫剤併:.P.:5待志議長

繍々 な唱で宿..，.晶織毒血
苗1告のヨ限目障子宮哩婦は.独関白自円怯~::古iil.'1ご2り話E泊ヲで苫<.当局由主均多様性俣主在日う
mラシテイコ?υ -1>ーならで時の胆力と直せ吾宜がνて、古来さま1J.t型で活2耳レて~ \ g;官、

幅舗E制園町1.~ 字抑制時間句府 間ー即日聞で障問町

駅 ::91.1;:17'舗国間 引 ールド曜・置毒機器う 働問醜潮時

回帰国砲咽師同 醐何回開附事 ゆ叩柿瑚伝崎町

お問い合ね世 公古書沼田宮入日本車無俣思協会 自括経~喝事l<!ø躍I :r.:担当
亨唱04CC33来京討中式且抑111-16-1::1ミトヨピル21' TB...:03・E五3-L105 E*nni: kar吉田稔.u1e7暗示前回由 主コ

ー_.._------一一向.コ・・t_....-----------ー制同一一ー一一・ー..-....ー・・一一一『一一一一ー一一-
E 由加傾構量の河tl歴情、者加の重E憎、寺桂の活釘由理重苦ご記入ください.(150宇程産 ・割諸白白)

• NACS-J自納額損指場節且習室在tちらで旺りまレ7e.1J'.
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登山道整備
本部黒田義則

(寂地山)
10月10日(月:体育の日)、暑い夏もやっと収まり整備作業に適した季節となった。

この日は、前自然公園管理員の高辻さん、大田会長、高畑さんと我が夫婦の5名の参加であ
った。そこへ珍しい事に高辻氏の後任の宇川氏が来て一緒にスタートした。寂地山頂直下の
肩のベンチで打ち合わせをして右谷方面ヘ向かった。しかし、字川氏はミノコシヘ行くと言
って去っていった。整備作業仲間の少ない中、高辻さんには退任後も手伝ってもらえ感謝し
ている。最初の頃の倒木バリアーは既に朽ちてしまっているので補修し、未整備の部分は新
設する乙とで作業を開始した。夏の台風で倒木が多く、大きめの生木も適当に入手できたが
結構重く切断にも力を使った。材料の入手が順調にいったお陰で住事としてはかなりはかど
り、見映えの良いバリアーが出来た。途中、ユキザサが真っ赤な実を付けていて見事であっ
た。

昼食後整備作業をしながら復路についた。その頃、宇川氏が一人の登山者を連れて戻つ /---
てきたが、そのまま寂地山直下の下山道方面へと通り過ぎ下山した模様。 '1'1)

(小五郎山)
10月15日(土)は、純粋に登山道整備を目的に行った。小五郎山の持ち主である山本

審さんが80歳の高齢で、整備が思うように出来なくなったので高辻さんにお願いしたとの
ことで我々も加担した経緯がある。ここでも、字川さんの話になった。彼にとっては住事の 〆、
はずだがほとんど姿を見せない。本年は1度来たが按拶だけで山には入らず帰ったと言う。 t"')
今日は山本さんも同行された。笹刈りの鉄則は登りに谷側を刈り、下りに土手側を刈ること
である。その姿勢が腰に負担を掛けないと言う。全くその通りであった。今日は山本さん、
高辻さん、大田会長、脇田さん、高畑さんと我が夫婦の7名で笹刈り主体に実施した。

山頂でのスナップ写真

-1  1ー



理科の社 会見学会
~ 事前調査の大切さ ~ 

2月下旬、ある下関市内小学校の

教頭先空から電話を頂く。

内容は、「卒業記念として、 3月初

旬までに鍋島で、児童に化石採集の

体験をさせてやりたいjという聞い

合わせであった。

第5支部植田高弘

付帯条件として、卒業式の週を除

く、午前か午後の2""3時間程度、

学校から現地の往復については、マ

イクロパスを借りる。現地で私と合 楽しく貝の化石を見つけたい

流するということであった。急な問

い合わせだったが、。昨年、出前授業でお世話になっていたので、「理科の社会見学会jが

実現できるよう自分を冷静にして、一つひとつ事前準備をしていくことにした。

先ず、潮の干満から採集日の決定である。期間中、大潮に準ずる良い日が 3月9か10日

で、週間天気から 9日午後と決定した。さらに、ハンマー・タガネ・ゴーグル等、つのしま

自然館に依頼して準備万端。と思いきや、当日の天気予報は、強風注意報、波の高さ2""3

m心配事は続く。当日、私は「明日に延期しますかJの問い合わせに学校側は「日程の都合

上、今日実施したい」の返事、急いで現地ヘ行き、午前 10時30分到着。海岸の様子を観察

する。過去、長靴の中に水が入った場所も通ることができたo 風は強かったが海食崖のせり

出しで波・しぶきの影響も殆どなく、島まで安全に渡れることを確認したので、学校ヘ[今日

は実施可能ですJと自信をもって連絡した。自然館から借りた道具も、あらかじめ幾つ借り

たカ激を控えておいた。午後、児童と合流、挨拶もそこそこに島ヘ渡り児童は採集を始めた。

「ハンマーを思い切りたたいてけがをしないかJ1[;配したが杷憂であった。児童全員けがも

なく無事に化石採集は終了し、安堵と喜びの顔を観た。借りた道具も事前の数通り回収する

ことができた。改めて事前準備の大切さはもちろんであるが、当日の現地確認の必要性も重

要だと思った次第である。

角島大橋
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バードウオッチングメ毛
第3支部中野伸治

垣例行事となったバードウオッチングの様子(昨年)

観察内容
2017年2月6日場所:由宇川天気:晴れ
岩国市立神東小学校児童+教員 20名程

。河旬付近力毛?メ類 1000羽以上 10中村集会所付近

-ユリカモメ(洗羽)・セグロカモメ
クチハーシ・7シオレンγ

・カモメ ・ワミネコ(ニャーニヤー)

・ヒドリガモ ・オナガガモ
仕。rイ) (尾モ首そ細長)

.ワミアイサ♀

。出宇総合支所裏

-夕、イサキ、伊Eンダ鯉ヲ餌こげイタ)
.コサギ(足跡黄色)

・ハクセキレイ ・ドバト
(目j上下力、白)

・トピ(三味線ハ可尾羽)

-カヲラヒヲ(羽黄) ・スズメ

・ホオジロ ・セグロセキレイ

・コガモ練垂れ目) ・カルガモ

・カイYブリ ・アオサギ
(判明リ…) (ゲワァ)

・イソシギ ・ハシブトガラス
(長イ尾ピンヒ。ン) (カァカr)

-ノスリ …ハシrソは1lr1lr…
(先丸イ尾羽)

帰る途中にマガモ

G神東;，J~i学校付近

‘シロハラ ‘ツゲミ

-ヒヨドリ(ピーヨヒ。ーヨ)
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o 

ノくードワオッチングメモ

観察会での気づき...

今年は河口付近にたくさんのカモメたちがいました。みんながみんな羽が逆立たないよう
に風上を向いていました。中州は周囲にある水で安全地帯となっていて、比較的警戒心が薄
れ、賑やかでした。1.000羽近くいたのではないでしょうか…

『なぜ、違う種類が一緒にいるの?~など、自分が疑問に感じたことを聞いてくる児童も
いました。
同じような場所で生活する烏たちは、一緒にいる誰かが危険に気づくことで集団として安

全度を高めているようだと答えましたが、本当のところは烏に烏語で聞かなければ確かめら
れません!?

自分たちを襲うことのあるノスリと間違えて、トビが飛んできても一斉に飛び立つ場面も
見られました。

カイYブリは潜水名人(烏)でしたが、赤茶色(緋色)の頭のヒドリガモや雌雄同色のカルガ
モ【夏(カ)になっても北国へ帰らずに留(ル)まる鴨(カモ)】たちは逆立ちして水底の
植物を食べていました。あの半分見える尻尾がかわいかったですo

『あれはシラサギですか?~
いいえ…白いサギをまとめてシラサギと呼びますが、シラサギという名の烏はいません。

しかし、いろいろな00カモメがいる中に、カモメという名のカモメもちゃんといます、と
答えると00は?ムムは?…。
名前にも行動にも興味を持ち、いろいろ質問してくれて、とても楽しい観察会でした。

ヘ

以上

語道188号室岩国

一-
:J iIJ姐

由宇中学相

司

画ti ，i~)、
所

筆

幡セント理

由宇小学校

※たくさんの野鳥や野草が観察
できる由宇J11の周辺、みなさんも、

ぜひ一度、おでかけください。
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節分草自生地公開イベントで思うこと

第l支部林節司
節分草特別公開イベントも、今年で8回目を無事終えることが

でき、今はホットしているところです。幸いにも天候に恵まれ、
見学者の方々も大満足の様子でした。

ところで、私は今までたくさんのイベントを主催したり、参画
者の一人として参加したりしてきましたが、節分草自生地公開イ
ベントを振り返りながら、イベントのあり方について考えてみた
いと思います。
呆吋吋~;:q{貰義融毎月;当附締晶画時じ世名島乙では大小にかかわら
三ず、多種筆@血貰訪朝賓鱒品I婿禅融〆え討ださい。
まず九イベントの主催者は、基本的には楽しくなくてはなりま

小学生による人気のキツズ せん。苦痛を感じたり、いやいやにやるよ
ガイド うではやらない方がましです。お客様にも n~，~'，iい曇什九時ぞ 五、

迷惑がかかります。 際経額均点~ ~ 
次にイベントが成功か否かを図る目安として参加者数を意識しすぎ

ているように思います。やはり参加者数が多いに越したことはないが、
たた想定外の人数が来た場合は各部門に支障が出る場合があり、様々
なトラブルが発生する。このことは次回開催にも影響し、悪名高きイ セツブンソウ

ベントに膨れ上がり、いずれ廃止になる場合が多いのではないでしょうか。
もう一点、イベントの内容が金太郎飴のようで、どこのイベントでも歌謡ショワやよさこ

い、露天商などどこの地域のイベントなのか、わからない場合が往々にしてあります。これ
もおそらく、主催者が企画の段階から苦痛を感じ、イベント会社に丸投げしているからだと

思います。

さて、私が関わったイベントの中で、最も理想的なのは、手前
みそのようではありますが、この節分草自生地公開イベントです。「
主催者、見学者及び地域の皆さんすべてが楽しんでいることです。 ~..~
近江商人の三方良しの精神です。苦痛を感じいやいやに参加して .-宮島[tf" 
いる人は皆無で、皆さλ英顔が絶えません。 1 f)l ~llf 
なぜでしょうか。まず第 iにテーマが明確な事。節分草を愛す

る人とそれを応援する地域の温かい応援があるからです。
第2fこ身の丈に合った企画であるから。無鯉をし欲張った内容

に拡大すれば、主催者に必ず不平不満が生じ、参加者にも悪影響

を及ぼします。
第3に主催者と参加者との間で交流(会話)があること。乙の

ことはリピーター率アップに繋がる可能性が高い。本イベントの

リピーター率は約50%で、丁度よい割合だと思います。参加者 皆で見えなくなるまで気持

との会話を通じ、名前で呼ぴ合う光景が臨所でみられるのも本イ ちよく見送っています。

ベントの特徴です。
さらに、最後のとっておきは、お客様が錦川清流線で帰るとき、古市節分草保存会のメン

バーやキッズガイドの児童さんが駅のホームで手を振って見送ることです。第 1回目の時、
誰からともなく自然発生的に、駅まで見送りに行こうという声が出てから恒例化し、お客様
に大変喜ばれています。私の知人で見学に来た人が、節分草もよかったが、最後の主催者全

員による駅での見送りに感動したと言っていました。
以上、第8回古市節分草公開イベントの感動が冷めやらない内に、イベントのあり方につ

いて私なりに考えてみましたが、皆さんのお考えはいかがでしょうか。
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第6支部(北浦自然観察会)

第6支部永井要明

2017年
却司25:l日体J1め213FfJ邸鳥取県智頭町那l里山.:4!lt";チ'fJ他 、

5:00 萩市中央公園駐車場 6:00 津和野道の駅 「なむみの郷j

パス定員有り 参加費 22，000円

4局 、ZG日仕j 十櫨兵輔のずセジf~i7ヤク 字
8:00 萩中央公園駐車場 9:00 神角八幡宮

自家用車乗り合わせ 参加費1.000円(但し、神角八幡宮集合の人は500円)

5月13日仕)，、1:4司(同年舟噴砂粍ンタ雫主才玖問調事会(守強参加)13
9:00 萩市中央公圏駐車場、9:20 )11上公民館

参加費無料各自自家用車で、一部は自家用車乗り合わせ(ただし、他人の車に乗
せてもらった人は運転手に 500円払う)

:6月41日メ日)界全貯三毎山 ;畏者原や諌蛾守静ヨ三保則~長者原
ミヤマキリシマ等
5:00 萩市中央公園駐車場

パス定員有り、参加費10，000円

7]a，2日"，(目)萩市田古川のヒ氏、ユリ・ヒ'J4W72Y4キキ官官7
8:00 萩中央公園駐車場、8:50 須佐駅前

自家用車乗り合わせ 参加費1.000円(ただし、須佐駅前集合の人は500円)

(申し込みと案内)
参加希望者は(旅行)保険をかけるため、当日の3日前までに、氏名、生年月日

電話番号、住所を、永井に知らせてください。

干759-1421 山口市阿東地福上 1103 永井要明

携帯 090-8240-9785 (午後6時以後が電話に出やすい)

自宅 083-952-0041 

親子。連~歓迎 ... 'O..Jti 

北浦自1然観察会も会員の高年齢化が進んでおり、 若い人達の参加を期待していま
す。遠慮なく参加してみてください。

江舟岳のホンシャクナゲ
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第5支部活動報告と計画
第5支部植田高弘

第5支部では、平成20年 (2008年.)10月から蓋井島の伐竹活動に取組んできました。
本活動は、今年 10月で、 10周年を迎えます。今後も計画的に竹伐活動を続けていく予定

です。今までこの活動に参加してくださった皆さま万には、厚くお礼申し上げます。

@会議 2月3日(鉛深坂自然の森会議室で、 30年記念誌の原稿の読み合わせ等を行いま

した。ほほ体裁を整えつつありますので、もう l回位検討するということになりました。 ま

?、会員同士で博物館等に研修に行くという話しも出ました。
ーつのしま自然館・蓋井島の4"-'7月の活動日は、下記を予定していますので、協力できる

方はお願いいたします。なお、当日の気象条件によっては、中止する場合もありますので、

参加予定の方は、つのしま自然館及び檀固まで、む連絡ください。

@蓋井島竹伐作業日

4月8日(卦及び4月9日(日) 吉見港発 8:30"-' 蓋井島港発 15:50
2日間実施しますが、 1日の参加も歓迎します。

(注 :8、9日実施できない場合4月22日仕)を予定。 5月は実施しません。)

*連絡先 植田:電話 083-258-2706
携帯 090-2861-9762 

@つのしま自然館の行事観察会等

5月13日仕)
春のワォーキング自然観察会

10:∞"-'13:00 象旋で惹若菜~Ðク。
野草や野鳥などを観察しながら、春を

満喫します。
【場所=牧崎の付け根、旧棚田周辺】

5月中旬 ，.....， 7月中旬
スナガニ掘りに夢中になる子どもち

春のワォーキング自然観察会写真展 ワォーキング自然観察会参加者の写真展

7月22日仕) 夏の観察会 10:00"'15:∞ 
砂丘の海岸と岩場の海岸を比べて、1:き物たちの様々な生活スタイ

ルを観察します。【角島大浜海岸及び鬼の岩周辺】

※参加申し込み・お問合せ等につきましては、つのしま自然館に直接お尋ねください。

@観察会参加費 :200円(保険料、資F村t等を含む。中学主以下は不要、保護者同伴〉

参加申し込み・お問い合せ先
つのしま自然館 電話 (FAX)083-786-0430 
休館日毎週火曜日、

-17ー
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本部からのお願い
会長大田和彦

今年も、スプリング・エブェメラル開花シーズンを前に散策路(登山道)の点検整備を行っ
てシーズンを迎えたいと思います。近年、人手不足により荒廃が目立つようになってきてい
ますので、御協力のほどお願いします。

0寂地山カタクリ自生地保全活動及び定点観察会

【整備作業】

日時 平成29年4月16日(日)

9:00"-'17:00 
集合 9:00 寂地映入口駐車場

【定点観察と環境学習会】

日時 平成29年4月29日〈土)

9:00"-'16:00 
集合 9:00 寂地峡入口駐車場 カタクリの柁

0小五郎山金山谷鉱山ルートの植生調査及び保全活動

日時

集合

共 d 通 ;事項

※集 合 緑のスタップジャンパーを目印に!C雨天中止)

※持参品 弁当、お茶、山歩き可能な服装・靴、タオル、軍手、雨具

鎌、鋸(あればどちらか持参下さい)、ゴミ袋

※ 注意事項 『保険の対応は各自でお願いします。

参加希望の方は前日までに下記ヘ連絡ください。

(当日飛び入りも歓迎!!)
※連絡先 黒田電話CFax)0833 -4 1 -4 2 89 

携帯 090-7543-4289 
E-mail y-k u r 0 d a@kvision. n e. j p 
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平成29年度第2回役員会議事録

開催日時・場所

日時平成29年3月25日(土) 13~OO"'14:30 

場所徳地青少年自然の家会議室2 出席 8名

(議事)

1 自然観察指導員講習会事前打合せ

-NACS-Jから福田博一民が来山、当日の流れやスタッフの心得等につい

て打ち合わせた。当日のプログラムについては別のページに掲輩。

・当日スタッフとして最低6人必要。現在確定は4人、最低あと2人以上必要。

協力できる人は是非お願いします。

・受講者の勧誘と宣伝を引き続きお願いします。定員40名。

2 中国五県交流会

・平成29年8月26日(土)"-'27(日)山口県周防大島町外入

・詳細は次回 (6月4日)打合せ

3 30周年記念誌編集会議

・原稿は揃い、最後の校正の後、

4月中に印刷所ヘ依頼。

4 fみどりの風J4月号

・自然観察指導員講習会の案内

とプログラムを掲載し、総ペー

ジ数20ページとする。

〈編集後記〉

今年は東京から桜書織がスタートしました。

本格的な春の訪れです。さて、本県では今年、

講習会や中園地区指導員協語会交満会合鴨催さ

れます。

今年も、みなさまからの原輔をお持ちしてい

ます。日頃の自然や生活のなかでの気づき等が

ありましたら腰稿をお寄せください。 紛

竜DJJでの中国玉県交流会のようす (2013年)

山口県自然観察指導員協語会会誌

くみどりの風〉

.発行山口県自然観察指導員協融会
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