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山口県自然観察指導員協議会会誌

No.99 
201 8年 7月(夏号)

私たちは地球生命体の永遠なるいのちを願って活動しています。

， 
d 



， 
J 

平成 30年中園地区五県交流会・岡山参加申し込み

日時 10月 27日(土) 12: 00集合蒜山高原で白然観察と講演会

10月 28日{日) 毛無山で自然観察 14: 00解散予定

宿泊 津黒高原荘

岡山県真庭市蒜山下和 1080-1

80867-67-2221 
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参 l跡 、費;/ 12，000円 (1泊 3食)
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参加申し込み 9月 30日 (日)までに、
問い合わせ等 大田会長へ

会長 :連絡先 自 宅 0833-46-0103

携帯 090-1189-8769

メール:01払 red@k羽sion.ne.in
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今後の会議の予定
第4回役員会 日時 平成30年 9月2日(日)1 0時~下松市中央公民館

表紙の説明

長門峡の断層露頭
本文

5月から 6月にかけて 3日問、山口大学公開講座「あなたを救う地質の知識(活断 I • 
層編)Jに参加しました。この講座では、山口大学大学院講師の大橋聖和先生が中心

となって話をされました。

1回目は「活断層とは ・活断層の調べ方」で、先生は活断層を数十万年前以降に繰

り返し活動し、将来も活動する土考えられる断層 (日本活断層学会、 2016) と定義さ

れていました。 2枚の地形写真を並べてみて活断層地形を判読する実習をしました。

2回目は「県内の活断層についてj で、現在までわかっている活断層を紹介して、

断層の特徴や 30年以内の発生確率なども話されていましたが、数万年単位なので、

いつ起きるかわからないということになるのでしょうか。

表井出土、 3 回目 P山 q 市長門峡、(白い阜で~J./1ヰ)断層麿聴雪撮影，しjた !ものです。
代表的iな断層岩でさ断層汚ウジやカタゲ1)ーサイト等差観察L生じた;地震はあまり

起きてほしくないですが、地震や活断層の勉強は今後も続けていきたいと思います。

※写真撮影:平成30年6月4日 山口市長門峡 第5支部植田高弘
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カタクリ定点観察会

第 2支部大田和彦

4月29日、 9時寂地峡駐車場に集

合し、犬戻しの滝を登ったあたりから

登り始めた。

参加者は、元自然公園管理員、高辻

さん、黒田夫妻とその知人、脇田、高

畠さんの計7名だった。

例年、 4月 29日に観察会を実施し

カタクリの説明を聞く参加者のみなさん
ている。今年も頂上から 200メートル

低い地点でカタクリの花が見られ、去

年より多少増えていた。このあたりもカタクリの群落となるよう望みたい。

1 1時頃に尾根に出て、 1年振りにカタクリの花に巡り会った。今年は、気温が高か

ったためか尾根のベンチ一帯は、花は終わり種子ができていた。残念ながら満開のスプ

リング、エフェメラルを満喫することはできなかった。

頂上から冠山方面へ歩くと、満開のカタクリの群落が見られた。今年は、熊本、宮崎、

北九州市から 3団体、広島や韓国からも団体客が登っていた。十分カタクリを堪能する

ことができたろう。

白花のカタクリも冠山側と右谷山側でそれぞれ観察することがで、きて満足だった。下

山前には東京からのカップ9ノレにも出会った。なお黒田さん、高社さんによるカタクリ学。習会への参加者は約 100名だ、った。

冠山側のカタクリ(自花) 右谷側のカタクリ(白花)
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阿蘇市井手牧場・土井牧場付近のサクラソウ

-パイカイカリソウと由布岳山麓のサクラソウなど

第6支部(北浦自然観察会) 永井要明

2018年 5月 6日(日)、北浦自然観察会は 12名が萩市中央公園を 6: 00に出発し、途

中絵堂インターの手前で山口市から参加した Iさんを加えて、計 13名が阿蘇山に向か

つて出発した。阿蘇市の井手牧場・土井牧場の 2カ所でサクラソウ・パイカイカリソウ・

キスミレ・ワダソウ・ジロボウエンゴサクなどを見た。かなりたくさんある。

サクラソウ サクラソウ

1¥イ力イカリソウ
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カノコソウ 野生のものは少ないそうである。秋吉台で見るカノコソワとはずいぶん違

って見えるが、写真のものはつぼみだからこんな感じなのかもしれない。因みに秋吉台に
は非常に多い。

右下は帰化植物のオオベンケイソウだと思う

そのあたりから南に下って、別府へ向かうやまなみハイウェイの近くまで下ると、ロー

フ。で囲ったところがあり、サクラソワ、ワダソウ、パイカイカリソワなどがあった。十分

に良いものを見て満足して帰途についた。
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市民の憩いの場

下関市園芸 センター

第 5支部内田祐介

下関市園芸センターは、約 2千種の四季折々の花と気軽にふれ合える施設です。世界各国

の植物を展示した温室や、パラ園、盆栽固などがあります。その中で、もツツジ園植栽の、ク

ノレメツツジ約 70品種、サツキツツジ約 125品種は、その全てが「生きた文化財」として

保存すべき貴重な古品種であり、ツツジの専門家より圏内最大級のコレクシヨンであるとの

評価を頂いているところです(※うち 8種は絶滅したとされる品種)。また、樹木園では、

横野柿(原木)のクローン3株を良い状態で保存管理しています。横野柿は下関市安岡町横

野(当時の横野村)の竹林に自生していた渋柿で、今から約 300年前に発見されました。

その原木は昭和 6年に天然記念物に指定されましたが、残念ながら原木は枯れ、記念碑のみ

が残されています。

クノレメツツジ 横野村i

人気の写真スポット『バタフライガーデン』

四季折々の美しい花とあわせて、飛来するチョウの観察もできるようにつくった庭で、ラ

フな感じ(自然風)に草花を植栽しています。春休み、夏休み期間は子供たちで賑わいます。

そもそも「花Jとは、花粉を媒介する虫などを誘うために美しく咲き誇っているわけですが、

その中でもとくにチョウが好む(よく集まる)植物を中心に植栽しています。バタフライガ

ーデンでは、もちろん農薬は使用しません。また、、子供から車いすでお越しの方まで、誰も

が間近で花を観賞できるように、タネまきを遅らせたり、切戻しをしたりして、草丈を低く

仕立てています。このことは、写真愛好家にも喜ばれています。天候や季節にも左右されま

すが、 20種類ほどのチョウやガ、ハチ類が訪れます。
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バタフライガーデン ヲッドレア
チョウやハチをたくさん呼ぶ花です。英名はバタフライブッシュ

ランタナ

もっともチョウがたくさん集める花がランタナ

ランタナの育種について

日本の園芸をもっと面白くしたい!という思いで力を入れているのが、新しい品種の

作出(育種)です。その中で、もっとも力を入れているのがランタナの育種。亜熱帯化

が進んでいる日本の気候において、ますます求められるのが「暑さに強い」という性質

です。ランタナは高温と乾燥に極めて強く、初夏から晩秋にかけて絶え間なく咲き続け、

おまけにほとんど病害虫の心配がないパーフェクトプランツです。ところが、 Zと乏之

は世界の侵略的外来種ワ}スト 100に上がっています内タネは野鳥が散布しますの

で、あちらこちらで発芽した実生をみかけます。もし生態系に悪影響を及ぼす

可能性があるとすれば、決して植えたいものではありません。
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そこで!新しいランタナには、花の美しさもさることながら、結実しない、

または結実しにくいという性質が求められます。

海峡ムーンライト

国内園芸種としては初の花色で、世界初の可能性もあります戸株姿は非常にコンパク

ト、大きくなりすぎないので、庭植えはもちろん、鉢花にも雨量ます。 ランタナといえ

ばトロヒ。カルで派手な花をイメ}ジしますが、それを覆すまうな優しい色合いです。結

実はしません。

海峡アフターグロー

海峡ムーンライトと同様、従来品種にない花色を目標に作出。花色の珍しさ以上に、

特筆すべきは樹高の低さ。茎は縦方向に伸びにくく、横方向に伸びるので、植えっぱな

しでも樹高は20cm程度に収まります。地を覆うグラウンド、カパ}ブρランツとしても

拡適。

-7-

。)

。



パピヨンガーデン

より多くのチョウやハチを集めるために選抜。従来の園芸種に比べ蜜が豊富で見虫が

' よくあつまります。従来の園芸種にはない花色で、咲き始めから咲き終わりまで、黄色、

オレンジ色、桃色と移ろい、最終的には完全に桃色一色とな fります。やや立性でボリュ

ーム感があります。

h--vノ 従来の園芸種よりも、ひとまわり大きな花を咲かせインパクトがあります。それでい

て株はコンパクトにまとまり暴れません。当品種は結実しません。

下関市園芸センターは昭和 33年に農業試験場として誕生。昭和48年に名を改めて

オープンし、今年で60周年を迎えました。日本の植物公園等としては古い}I買に数えた

ほうがよいほどの歴史があり、建物などはそれなりに傷んでいますが、樹木類は 100

年からがスタートだといいます。圏内の樹木は心地よい緑陰を作り出すまでに生長して

います。これからも、最新の園芸技術の発信などをおこない、家庭園芸の普及、啓発を

するとともに、くつろぎの場、癒しの場として、みなさまに愛される施設であり続ける

ことができればと思います。
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平 :~O 縄境肱鱒鱒 215 号

平成30fド(2018年)6月21日

様

様

機

環境や虫ぐち掛:進余擁 護簡

やまぐちヱコ市場(BMS部脅1議髄

fぷちょ1二口やまぐちj窓常事難所

山口県樺掛生附繍境政措時l!jtT::

fぷち:J二コや*ぐちj夏季における麓点的節略対粛について(依頼)・

本除機描行政約機漕につきましては、平講苦から格別の御協力をいただき廓くお礼申

し上げます。

dて、県では、智::r.ネ・節略など、地球樋白膿化防止の取組4佐賀iこ{展瑚するため、 fぷ

'T):t:況やまくやらi者合詩集lζ、COa削減県民灘動に取り組んでいます。

略気使用量が増大する貰帯主における車点的節電対婚として、下記のどおりいれ a クカ

ット対慣に取り組むとどもに、開僻者向の周知、協力依頼噂をお願いしますの

龍

目的

運(~手ι和け拍抵気使用量仰向。拙iι掠め、省資甑，富民ネノレギーの雄過密蹴る

期間

平成30年 7jj 1関(日)-9月30日(日}の平日

取組内軍事

>>1)撒 fピークカット取組事例(家膳鰯・オフィ x鋪)Jを重量考に、無理のない範

闘"ザ鮪鳴の翼践

:m午....17時

''} ... 

3 

11m眼目E境減策繊』由雄組員量化対無縫
担 当 : 静 村
1・EL:083-93:1叫 2690
FAX:083吋1)3 a ，-3 0 4 ~ 
11・刷il: 11156似蜘rl! f. 抑制脚~hi. Ig. jp 

山口県からのお知らせです。

今年の夏は暑い!?節電に心がけましょう。
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ピークカットメエューの節竃効果

X'宇:l~

精療廊

号F<Loe::

.. 
伊円

問鹿…L.J:?~ 司市軍
部 i主主主党瀦;謀寺:を亡10%11 120W 1 

器32t主面でヱアコンを靖氏 、扇鵬 仁三日 I 600W 1 
凝除轟轟転やまアコンEö.援なオン増ラ訟竃カの増加に~るので怠.し容しょラ。

t午 後 は 工 面 白 腕1時間開tふう亡39611 40W 1 
一一一 I l' -_J 

1iF鰐!部品露骨四回

複数台ある場合は、視聴する予;L.-t:'をι台に 「一 τ口 I ....."..唱
しましょう 」ーニニJLニニ』

器提漉畠予IIt.'倒イシ手港2台4 台I三麗
らした絹合

f日中(iE牛iL176詠主主鹿明弱E4ょよ1叩蜘 II 関川
II叩 拘 I~竺I

リ臼ンの電車ではな〈、本体q)~竃縦個別

鵠認想主義tpIま叫刈亡Br:三日 口
一一回一一

聖司竃喝畢<!)I&!・ーは、在晴世帯冊目中旬平崎働摘聾睡均円4時靖、車問V叫に却す晶商量事と
閉園調揖電車由園事〈白血置麗エネル~斤椎肘〉
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第 16回「楽しく見て、しっかり知ろう 切戸川の自然』

1 目 的 切戸川の自然観察体験を通じて、自然と人間との関わり方に気付き、

環境の現状を体験する。また、「環境学習Ji自然との楽しいふれあいj

を重視し、青少年の健全育成をめざす。

2 主 催いいまちつくろう創星倶楽部

後 援下松市教育委員会

協 力 山口県自然観察指導員協議会 Kピジョン株式会社・あかい坊

3 日 時平成30年 7月29日(日) 8:30"-' 

4 集合場所久保小学校

5 実施場所切戸川|上流、久保小学校付近~

6 服装、持ち物 帽子・川に入ることができる服装・くつ・手網・水筒・筆記用具

7 問合せ先大田和彦 TEL 0833-46-0103 

090-1189-8769 

※ 雨天の場合中止

昨年の活動のようす
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長府界隈の樹木をたずねて

梅雨真っ只中の 6月 21日(木) [夏至】に、

5支部有志の 6人が集まり、下関市

場周辺や忌宮神社、乃木神社周辺を散策して

の観察や関わりのある場所の歴史などを含めて

修を行いました。

美術館周辺には、開館当初、栃の木(マロニエ

第5支部植田高弘

が植えられていたそうですが、年月とともに減少司iP[.
下関市立美術館駐車場には、開

していき現在では、美術館駐車場付近ごくわずか館当初からの樹木が残っていた

しか見られなくなったようです。

その他、ヒサカキ、アセビ、 トベラ、 トワカエデ、アラカシ、チシャノキなど多くの樹

木が見られました。忌、宮神社、乃木神社では、歴史を感じさせるクスノキなどの樹木、ナ

ギノキ、イノモトソワ、オニヤブソテツなどの植物が多く見られました。

イノモトソウ 栃の木(マロニエ)

思宮神社のクスノキ ナギノキ
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北浦自然観察(第6支部)

2018年 7月から 11月までの行事の詳細

7月 1日(日) 萩市高山のヒメユリ

8: 00 萩市中央公園集合 8: 40 須佐駅

自家用車乗り合わせ参加費 1000円

第6支部永井要明

7月印刷日) 山口市下小鯖稔(うつぎ)畑(ばた)、徳地柚木大土路、徳佐鍛治ヶ原

(モウセンゴケ)、阿武町福田下八幡原(ミヤマウメモドキ)の湿地

8: 00 萩市中央公園集合

自家用車乗り合わせ参加費 2000円

8月 11日(士) 島根県益田市安蔵寺山

7: 00 萩市中央公園集合 9: 00 安蔵寺トンネル前

参加費 2000円(運転手の燃料費と保険代)、現地集合は 500円のみ

9月 16日(日)十種ヶ峰 トクサブシ、フシグロセンノワ、ジャコウソウ等

8: 00 萩市中央公園集合 9: 00 神角八幡宮

自家用車乗り合わせ参加費 1000円、現地集合は 500円

10月 21日(日)、 22日(月) 一泊二日 愛媛県石鎚山・天狗岳の紅葉

21日4:00 萩市中央公園集合

パス定員有り 参加費 26，000円

11月 18日(日)萩市川上権兵衛山・湯ノ瀬のツルマンリョワと佐々並ダムの紅葉

8: 00 萩市中央公園集合 8; 25 阿武川ダムの駐車場(トイレ有り)

自家用車乗り合わせ参加費 1500円
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おとりo圃 100，霧く記念号〉 原稿募集

今秋、「みどりの風j は、 100号を迎えます。四半世紀を超えて会員

の皆様と共に歩んできました。創刊号をひも解いてみますと、観察会

はもちろんのこと、感銘を受けた本や新聞記事の紹介等々、いろいろ

これからも fみどりの風」ほ会員の

皆様の交流の交差点となる ζ とで、しよう。多くの皆様の投稿をお待ち

なご意見が寄せられていました。

• (1 . いたしております。下記の要領でご投稿ください、

・記.. 
E
 

F

・，
 

ページ数は問いませんが、 4ページ以上の場合は相談に応じます。

編集長メール:ta.主主~}l~血盟盟Q事(，111.誕生旦思

名t怜芯ipjで号制日t::志子;'p-0 ~~ ~~;'1 Yf! 

};:掛<~吋0)風 ， r; I 1 f :.掲 ‘示~

第 1支部 セミの抜け殻調査
.日 時 7月22日(日日←-) ，1' 0 1::舟;0:9ο
.場 所岩岩h国市吉呑公園

・申し込み河原一輝
80827-41-1888 

-一、B5版サイズ1 

2 

3 

4 
「ー

、委員の皆様には、本号にアシケートのはがきを同封じています。‘

会で、ば、魅力ある研修会・観察会を目ー指し一てります。、 ;・1 ソ:

はがきにご意見なHを書いて 7月号 1日までにご回答まださい.0 .:;_ 

『

f・

-14-



平成30年度第3回役員会議事録

日時平成30年6月3日(日) 10:00.......11:30 

場所 下松中央公民館(ほしらんどくだまつ)交流室3

・出席 7名(黒田、臓回、植田、永井、松原、脇田、大田)

議事

1 魅力ある研修会・観察会について

・アンケートをみどりの風7月号で行い、それを基に次の役員会で検討し、秋以

降実施する。

2 副会長、第3支部長について

・中野前副会長兼第3支部長退会により、副会長はしばらく空席、第3支部長は

小林氏、増野氏、羽嶋氏に打診する。

3 平成31年度定時総会について

・平成30年 11月25日(日)下関市園芸センター

4 緑の少年隊交歓大会について

・平成8月8日(水) 山口徳地青少年自然の家

・要請人数 2人程度

5 rみどりの風J7月号 (99号)

-原稿締め切り 6月中旬

• 1 0月号 (100号)に向けて広く原稿募集

その他(諸連絡)

-山口ゆめ花博のボランティアに団体としては参加しない。個人参加で。

・6月の環境月間行事実施について

・「水生生物による水質調査J研修会

・「やまぐちのキレイな海岸フォトコンテストJ9月7日締切

〈編集後記〉

先月は大阪北部地震や観測史上初めての関

東甲信地方の6月梅雨明けなど自然に閲する

大きな出来事がたくさんありました。

今回は編集が遅れて会員の皆様にご心配を

おかけしています。

四季折々 の中で感じたり、気づいたりしたこ

とを上手にまとめて原稿を送ってくださると

大変助かります。

、‘，，HU
 

，，目、

山口県自然観察指導員協議会会誌

くみどりの風>
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