
苅尾（かりお）とは，広島県北広島町芸北にある山の名前です．
一般には臥竜山として知られていますが，地元の人たちは親しみをこめて「かりお」
の名前をつかっています．
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●観察会の日程について
՞߀ӂƤӚކథƂڏୗƍƴƍƕªकޚơƚźƜ

ƥࠞ݉ϟ݂Ƥஐம©ƴƕƥȄÁȉȃÁǡơƜƀƍ

ƿƑƍƴƏª

霧ヶ谷湿原 秋のいきもの観察会：9月 27日（土）
サツキマス保全の試み：10月 12日（日）
キノコ観察会：10月 18日（土）

●散策マップ（霧ヶ谷編）の販売について
ตȟڻ࠻ƤߕȇǬȀƂԽণƍƴƍƕªตȟ

ƿǂǁോƤॵڰƝڻƞ©ົษƥ݅ࣅڰƤڻ࠻

բƞƠƙƜźƴƏªࠨਆըఋơƜ©�ഷ �� ђƝƀ

©൵ƞ݊ǅƑƜڻ൵«ଛ܂ƷźƕƖƇƴƏªॼ

ơƒƨƊԗຌƅƖƋźªתƤƀߕ

●霧ヶ谷湿原 夏のいきもの観察会について
� ڕ � థơƋǂǁÛตȟڻ࠻�җƤźƃƸ

Ƥ՞߀ӂÜơƚźƜ©ୗЌơલƍƕƕƷ©ഘǈ

໔ƍƴƍƕªƊ໔࣮ƅƖƋźª
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観　察　会　報　告
●サクラソウの観察会
開催日時：2014年 5月 10日（土）9:30
講師：暮町昌保・下杉孝・白川勝信

॓Ƃ݄ǁۣڕধǂƤؾƤҍ©ǞǘȒǦǏƤ

՞߀ӂƂܷǅǂƴƍƕªߑҔࡑƥ ��।ƝƏª

ࠕơঢ়ໂƗ©ೣ༹ஷ൙ҎǤȜǨÁƝ߀՞ۂ

ਃƤৗฝƂŸǀƴƍƕª

ЌƁƿƥ©ǢȒǍڄఫԇࡤৣ౹ਆըࠨƤڻ݅

ǲǈߧƙƜÛǞǘȒǦǏƤžඞÜÛೣ༹ƤǞ

ǘȒǦǏٙຩƤ௬ଔÜƠƟƤ༺ƂŸǀƴƍƕª

ǞǘȒǦǏơƥ©૽ݬơƾƙƜҧൕƂвƦǂ

ൕƏǁƉƞƝ߱ƂƝƃǁ߱ರऺƞ©ԣƂ്

ƁǂǁƉƞơƾƙƜžǁǘȖÁȜণଦƤజହ

ǀƤžඞƂŸǀ©Ûೣ༹ƤǞǘȒǦǏٙຩÜ

ƥݔఋƤƟƤǞǘȒǦǏƞƸϸƙƕ௱ࠨƤϹ

߱ǨǍȀǈࠜƙƜźǁƞৗฝƂŸǀƴƍƕª

ඌଛঢ়ভƥ©ࠝےܡખơǞǘȒǦǏƤސ

ǿÁȉƂŸǀ©��� ƋࢫƂޯǀϟञƤ

ǂƕƉƞƺǞǘȒǦǏƤϾƜඞơƚźƜƤ༺ǈ

Ƌǂƴƍƕª

ںƝǞǘȒǦǏƤൾ۳ԗǈƍƜźǁÛǞ

ǘȒǦǏǈϾƜǁӂÜખഀƤҍঐƥ©Ûސ

ƤǞǘȒǦǏÜƞÛࠨভƤǞǘȒǦǏÜƤൾ

۳ԗơƚźƜ༺ƍƴƍƕªೣ༹ஷ൙ҎǤȜ

ǨÁƤتƅƝސƍƜźǁǞǘȒǦǏƥ©ں¾

ভƍƜźƕƸƤƝ©źƚƁƤࠝખơࠨơڮؕެ

ନڮࡥǈٷƍ©ƴƝ।ƤࡧƝвƦǂ©Ɖ

ǂǈ।܌୵ơऺƋƑƕƸƤǈहžഘƇƜƀ

ǀ©ƁƕƺÛೣ༹ƤǞǘȒǦǏٙຩÜƥ©๐

�� శਃơ©हƤƕƷơܐຐǈಗޏƍƕ

ƞƉǃ©ǞǘȒǦǏƤٙຩƂ௶ਆƝƃ©ଦశฏƙ

ƜźƕǞǘȒǦǏƂՑƤ൲ҎơƾƙƜһॸź

ƕƸƤƝŸǁÏƝฏƙƜźǁǈǠÁǲǹ

ȜǘƞۋƬÐªೣ༹ƤǞǘȒǦǏٙຩƥଛƤஂ

ਆ֘షോơ߷ୗƋǂƜƀǀ©ںฎƂǙȔÁ

ȀǈޯƙƜ෧శԯǀޯؑƠƟǈƍƜൾ۳ƍƜ

ƀǀ©੯ƤƞƤ۷ౢǈƇǁƕƷ©ǞǘȒ

ǦǏǈࠜƗݡƴƠźƾżơۋƩƁƇǁՔǈໂ

ƜǁԗǈܷƙƜźǁƞৗฝƍƴƍƕª

ভƝ՞ࠨƤߒƞސ©ఋƝƤৗฝ۪࠹

ƤǞǘȒǦǏƥ©ǘȖÁސǈƍƴƍƕª߀

ȜƝŸǁƕƷ©ҧƤाƸ٨ƸƎƝƍƕªЁඞ©

ઘƃƋƠƟੰຈƠҧǈ©٨©ভƤƸƤƥाࠨ

ǁƉƞƂƝƃƴƍƕªÏƍƸƏƄƕƁƍÐڰ

講義の後，まずはを栽培地を見学した．

白川学芸員より，サクラソウの生態や，美和の
サクラソウが持つ遺伝的特異性について解説が
あった．

暮町先生より，サクラソウ栽培の説明．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛࠨਆࠨভƂŸƙƕƉƞƝƏÜÛࡦǁӂƤඞ

Ƥணƞ౹ৣƋǉƤǯȕǼǈߧຌƋǂƕৗฝƂ

ƾƁƙƕÜÛǘȖÁȜ߭Ɩƞ۷ౢࢫຣƠźࠕ

ƂǅƁƙƕÜÛࠨভƤǞǘȒǦǏƥҧƂा¾

ŸƙƜźźƝƏƣÜÛࠨভƤҧƤƤੰƋÜ

ÛǞǘȒǦǏƤൾ੩ơźǃźǃணƋǂƜźǁ

ƝƏƦƿƍƋՃƎࠕҔƏǁߑǈǀƴƍƕªࠕ

ƴƍƕÜÛࠨভƤՑÜÛǞǘȒǦǏƤੰຈঢÜ

ÛाƂƓǂƔǂϰƠǁƉƞǈƙƕÜÛࡦǁӂƤ

ඞƂઘơࡦƙƜźǁÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛߑҔࡑƤۏࠨऋӁǈƍƕƿźƞ߶żÜÛǞ

ǘȒǦǏƞƨƞƉƞƝۅƙƜƸźǃźǃƞŸǁ

ƉƞƂǅƁƙƜƾƁƙƕƝƏÜÛࠨভǈž

ƜźƕƖźƕƉƞÜÛຣƜƾƁƙƕƝƏÜÛ۪ݤ

ƸߑҔƍƜźƃƕźƝƏÜÛރԇৡไƂŸƙƜ

ƸƾźÜÛƿƠźࠕƦƁǀƝƀƸƍǃź¯ƕ

źƮǉൺơƠǀƴƍƕÜÛࣄƷƜࢫিƍƴƍ

ƕƂ©ा¾Ơඞƞ؆Ÿǁ༺ƂƝƃ©ǞǘȒǦ

Ǐơ؆ǈࠜƗƴƍƕÜÛƵƠƋǉଉలơ്Ɓ

ǀƺƏƅৗฝƍƜƅƖƋƙƕÜ

続いて，自生地で観察をした．新しく看板が立
てられた．

自生のサクラソウ．花には，蜜を求めてやって
きた昆虫の足跡が付いていた．

栽培地のサクラソウは，クローンのため，全て
同じ姿をしている．

柵があり，歩けるようになっている栽培地．
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観　察　会　報　告
●大潰山の春植物観察会
開催日時：2014年 5月 17日（土）9:30
講師：暮町昌保・斎藤隆登・佐久間智子

ǭǭǡƤปࣅƝŸǁઘߒƝƤहോ՞߀ӂ

ƝƏªݤӄƤܹߴƥहോƤৡไҙƝŸǁ©ඌଛ

ঢ়ভ©ޙௌঢ়ভ©ׂݵգঢ়ভƝƏª�ปƤߑҔ

ߒോఋƝઘڡ©ƍ݊ǢǖÁथơߒݵƂઘࡑ

ơƚźƜ©ׂݵգঢ়ভƁƿƀ༺źƕƖƃƴƍƕª

౷ߒڻƞƸۋƦǂ©༹ࣵ �� శખƴƝૉࣿƃ

ƺඝෑƂܷǅǂ©।ƤࡧƂధƙƜźƕຽߒƖƙ

ƕƓżƝƏªƴƕ©ߒଧഘتƥڻƂܐƂƙƜ

źƴƍƕƂªتశƥहോƤ৾ϱƤॡܷơƾǀ©

ڻভƤहോƤভϾथࣅƂۇƿǂƜƃƜźǁƉ

ƞƠƟǈ൚ƃƴƍƕª

ƴƝड܂ధߒƤߒž©ઘǈਃԇࠕ

ǀ݊ǅƑƜࡓƝ܃ƁźƴƏª

ߒధ܂ഘتơƥ©ຈ¾ƠǢȈȕƂުźƜ

ƀǀ©ƅƍຐमƤઢຐƞ©ࠆाƤעƂ௬ଔƤǜ

ǨǪǭȅǢȈȕƺ©ຐƤ٨Ƃޚଦźຬ٦Ɲ©ົ

ƂࠆाƤǠǸǍǢȈȕƠƟ©ઘߒơުƅǢ

Ȉȕǈׂݵգঢ়ভƂӃৗƋǂƴƍƕª

ߒధ܂ǈҲƄ©تƅơࣧৣƂǂǁƠƖ

ƿƁƠǈॡƵƠƂƿ©ߒݔƝƾƅڰƿǂ

ǁǢǛƤ്ڰƇඞơƚźƜ©ޙௌঢ়ভƁƿӃৗ

ƂŸǀƴƍƕªߑҔࡑƥ©ǔȜǢǛƞȈȍȇǔ

ȜǢǛƤҧඇƤੱƋƺսഷƤझÏƍƽżÐƤा

Ƥϸźƺ©ƓƤ ƂٻƝܐƞೋƯ©ຐƂീ�

ੱźǓǘǷǔȜǢǛƠƟǈڰೋƯƕǀ©Ճिǈ

ӽƁƷƠƂƿঢ়ভƤ༺ơ൚ƃధƙƜźƴƍƕª

ߒƂౢ܀ơƠǀ߮Ʒƕݣ©ƤƏƆප

ƝૉࣿƃຍƤৌƂڰƚƁǀƴƍƕªૉࣿƃຍǈ

ޯǁफږƞƍƜ©ૉƤޡƞƠǁืƤ੯ơ©

ഘتơࣧৣƂǂƜźǁƉƞƺ©ૉࣿƃຍǈޯ

ǁƕƷƤƂޏǂǁथࣅƂ୷ƍƜźǁƉƞǈ

ඌଛঢ়ভƂ༺ƋǂƴƍƕªຍƤ൶ơভϾƍƜ

źǁǜǳȒǈࡤƠޡƞƍƕ©ҡƤƃƺƏź

ૉƂޯƿǂƜźƕƓżƝƏª

ǢǖÁथඞษƤȔÁǱǈݵଧƝૺी۪©ઘߒ

ඃƃƴƏªƤ໗ǈލǁӚƤǩǍǤȜȈǭ

ǹǭǭǡƺ©࠻ƙƕՑǈ܈ƶǴȐǍǢȈȕƤ

ٙভơՃુƤǈŸƈƠƂƿҍߒƍ©ઘݵǢ

ǖÁथଂࡓथƝƴƞƷǈƍƜ©ຈ¾ƠࢰƤҧơ

ǈ۪ơƍƴƍƕªߒƿǂƕઘލ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

カンスゲとミヤマカンスゲの花穂を見比べる斎
藤先生．

4枚の葉の中心から伸びる花茎の先に，緑色の
花を咲かせるツクバネソウ．

登山前に座学を行う．人と大潰山の関係や，植
生について佐久間先生からお話があった．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛǩǍǤȜȈǭǹǭǭǡƤٙভÜÛǩǍǤȜȈ

ǭǹǭǭǡƂتވơƠƅӚªਫ਼ƍƴƍƕÜ

ÛǩǍǤȜȈǭǹǭǭǡ©ǢȈȕӵÜÛǩǍǤ

ȜȈǭǹǭǭǡƂƃǂźơުźƜźƕÜÛǢȈ

ȕƺǢǛƤգƤ്ڰƇඞ©ȍȇǳȒǠƤՁƤ

ƨƍ٨ฬຈÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛǕǍǲƤൺơƸƠǀƍƕ՞߀ӂƝƍ

ƕÜÛźஂ֏Ɲ©ਃశƴƝơžƜƸƿƙƕ

ƸƤǈ߶źࢫƑƴƍƕÜÛƃƸƗƤƾź �థƝ

ƍƕÜÛஂۺƸƅ©ź՞߀ӂƝƍƕÜÛߒଧ

ƁƿƤଜƷƸƁƙƕƝƏÜ

登頂記念にみんなでにっこり．山頂では，ヤマ
ラッキョウやキジムシロなどの草原生の植物を
確認した．

別ルートを通って下山開始．道の両脇のダイセ
ンミツバツツジは満開の時期を迎えていた．

道のすぐ傍に湿地になっている場所があり，ニョ
イスミレが群生していた．

休憩中，暮町先生から大潰山で行われていた炭
焼きのお話いただく．

ひっそりと咲くチゴユリ．
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観　察　会　報　告
●ブナ林の野鳥観察会
開催日時：2014年 5月 18日（日）5:00
講師：上野吉雄

෧శƀԉƍƵƤǿǳƤ๋ନ՞߀ӂƝƏªߒ

ӟƤඞƸիƷƜڮƁƿƞڮݭல©ڮѽൂ©ڮ܂

�� ปƤƵƠƋǉƂଘ �ࠝơ༇ॼơ݊ƍƴ

ƍƕªݤӄƤܹߴƥञ๋ঢ়ভƝƏª

༇ॼǈोơ๐ � ࠝգ՞߀ǈƍƴƍƕª

�� ƂƝƃƴƍƕªơƄࠕƤନǈӽమƏǁ

ƺƁơƋžƐƙƜźǁƤƂ©ȈǦǞǟǍƝƏª

߰ƥƠƁƠƁڰžƴƑǉƝƍƕƂ©۪ވơƠƙ

Ɯ༇ॼഘتơƜڰǁࠕƂƝƃƴƍƕªǜȔȓ

ƤมƃơƥਃਨƂŸǁƉƞ©ǘȖǭǙȈƥ

ǖȐȖȓ©ǖȐȖȓƞมƃॖࠖƂ௩ϪƠࠕƠƟ

ǈ©ޞƤมƃǈ൚ƃƠƂƿӃৗƍƜźƕƖ

ƃ©ƞƜƸथՃƂŸǀƴƍƕªƴƕǓǠǲȓ

Ƥ߰ǈڰƕǀ©ǋǔǛȒƂਸ਼ڑƁƿࢫధǀƍƜ

źǁຈ߱ƸƎƙƅǀ՞߀ƏǁࠕƂƝƃƴƍƕª

ࣧƋƠନƤ߰ǈڰƚƇ©ҐƤନƁƠ®ƞਣհ

؉ƝƾÁƅڰƜƵǁƞ©ǞȊǼǨǖƝƍƕª

ǾȒǍǍȜǙǖȌǬǪǈƍƜ૽ǈƞǁǻǨǖƤ

գƝ©ƉƤࠝ։ƥഷϟơźǁƉƞƂੰź

ƤƝ©ҺߒƝڰǁࠕƥƷƐƿƍźƞƤƉƞƝ

ƍƕªǜǞȊǼǨǖƞƤ്ڰƇඞƂచƍźƾż

ƝƏƂ©ॵբƺञ๋ঢ়ভƤӃৗƝ൭ȆǍȜǱ

ǈžƜźƕƖƃƴƍƕªƺƥǀॵբƞǾǌÁ

ȔǲǢǜÁȀ©ƓƍƜ՞߀ƤڸٷƂ೯ຒƠǉƖ

ƠŷƞՃƍƴƍƕª

ƵƠƋǉƂ։અƍƜźƕǋǔǠȐǏǼȜƥ©

มƃƂ൚ƉžǁƸƤƤ©߰ǈڰƑƜƅǂƐ©

ࣨƍߣషƝƍƕª

੯ơƥ©ǍȘǭǹȊ©ǋǓǛȒ©ǏǙǍǢ©

ǓǓȔȓ©ǭǭǲȓ©ǠǡȎǏǔȒƠƟƸӽమ

ƏǁࠕƂƝƃƴƍƕª

ƵƠƋǉƞƤӂ༺ƤƝ©௬ୗӟຣভോƝŸ

ǁǦǏǠǪȐǏƂశ¾žƇƜźǁƉƞǈڣ

షƏǁƸ൚ƉžƴƍƕªՑƺঋƠƟǈ

ƍƙƁǀƞӽమƍ©मǈోσƏǁƉƞƥࢠຒ

ƠƉƞƖƞއӽమƍƴƍƕª

ƉǂƁƿƸ՞߀ӂǈହƍƜ©ǿǳơভਗ਼Ə

ǁ๋ନǈ՞߀ƍ©ԉƍƵƠƂƿԇƬӂƞƍƕ

źƝƏªÏƉżƤƺƾźÐ

※サメビタキの写真を，吉岡透さんよりご提供
いただきました．ありがとうございました．

ミソサザイのさえずりが聞こえるものの，姿が
見えず．

「あ！上に飛んでる！」思いっきり見上げての観
察．

周りのさえずりを気にしながら，上野先生から
今日の行程などの説明があった．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛȈǦǞǟǍƂƾƅڰžƕªମƍźନƸڰž

ƕ¯ÜÛȈǦǞǟǍ«ǖǼǨǖƤƋžƐǀÜÛ

ଘƁƿੰƅƤ।ƂƴƙƕƉƞÜÛǓǠǲȓƤ

ƚƂźƂڰƿǂƜƾƁƙƕÏ�ÐÜÛƥƏǂƟ

Ƹ߰ƥڰǂƐ©ƖƇƟƸڰƚƇƿǂǁƞտƍźÜ

ÛǘȖǡƤॖࡉƂƞǂƕÜÛǘȖǡƂੰƁƙƕÜ

ÛଘƾǀથߒƤନƤƋžƐǀǈ൚ƇƕƉƞÜ

ÛǖǼǨǖƤ߰ǈƥƙƃǀƞƵǁƉƞƂƝƃƕ

ƉƞÜÛਸ਼ơࢫధǀƏǁƤƂڰǂƕÜÛǋǔǛȒ

Ƥਸ਼ƂڰǂƕƉƞÏ�ÐÜÛ�శ्ǀơӽమƍƕ

ǘȖǡƤÜÛǓǠǲȓ©ǋǔǠȐǏǼȜƤÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛՃƍƴƍƕÜÛƏƂƏƂƍź֏ࠜƗơƠƙ

ƕÜÛࣄƷƜߑҔƋƑƜźƕƖƃƴƍƕªࠨਆ

ƤƤ๋ନƥƞƜƸೣƍƅƜƁǅźƁƙƕƝ

ƏªƸƃǂźƝƍƕªƞƜƸźƺƋǂǁƨƞ

ࠝƝƍƕÜÛନƂڰƚƁǁƞঢ়ভƺӖƋǉƂƴ

ƷơǢǜÁȀǈڰƑƜƅǂƕƤƂտƍźƝƏÜ

ÛݤǠÁǣȜࣄƷƜǋǔǠȐǏǼȜƤǈ൚Ƈ

ƕªǜȔȓƥߣషÜÛƁƁƙƕÜÛƞƜƸԉƍ

źࠝգǈҲƊƑƴƍƕÜÛߒƤǜÁȒǢǈԉƍ

ƷƴƍƕÜÛԉƍƁƙƕÜÛƕƅƋǉƤନƂڰž

ƜƁƙƕƝƏÜÛರऺ։ơƠƿƝƥƤ೯߿ơ

ভƃǁ߰ƂڰƿǂƜƁƙƕƝƏÜÛǖǼǨǖ

ƂƃǂźƖƙƕÜÛෛுơԉƍƁƙƕƝƏª෧

శൺơƠǁƉƞƂੰźƝƏÜÛ�।Ɲƥڰƿ

ǂƠźନƂڰƿǂƕƞ߶źƴƏªŸǀƂƞżƊ

ƌźƴƍƕÜ

こちらはアカゲラの巣を観察．巣穴を出入りし
ている様子が見えた．

キビタキが小枝に止まっているのをそぉっと見
守る．

姿を現したサメビタキ．識別法が難しかった．図鑑を見て特徴を確認中．
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●龍頭山の野鳥観察会
開催日時：2014年 6月 7日（土）6:00
講師：上野吉雄

ОƂोౢƋǂƴƍƕƂ©ଘơƥ݂ǀ߾Ƶ©

ߒƤ๋ନ՞߀ӂƂܷǅǂƴƍƕªƤыඬ

ൠƟǉƆǀ੭ơ �� ปƤߑҔࡑƂƴǀ©ܹߴ

Ƥञ๋ঢ়ভƁƿࠕਃৗฝƂŸǀƴƍƕªƓƤ۪©

Ƥ༳ƴƝϱƍƴƍƕªߒƝࡓ

ǈඃƃߒǈ݂ǀ©ନƤ߰ǈૄƍƠƂƿࡓ

ƴƏªƋžƐǀƂ൚ƉžƜƅǁǍǔȔƺǖǼǨ

ǖ©ǓǓȔȓƤ߰ǈૄƍƠƂƿ©юபƤՑ

ςҎơƾǀ©җନƤঋƂࣨڿƍƜźǁƉƞǈञ

๋ঢ়ভƂ༺Ƌǂƴƍƕª

ǞǞȏȓƺǜǋǡǞǍƠƟƤҧǈڰƚƇ©ࠝ

ਫ਼ǈ߾ƷƠƂƿ©ǀ൷ƍƞƠǁӚƇƕ

थࣅƮƞƍƴƍƕªƉƉƝƥǓǓȔȓƤȊ

ǢƞȊǡȖƤ߰ǈӽమƍƴƍƕªȊǡȖƥ©ǿ

ȒǠƤƾżơ്ƁǂƜźǁǈߧƙƜ©ҧƤง

ǈ׆żƓżƝƏª૽ݬƤࣨƠźࢰঢ়ƁƿԗƏ

ǁƕƷ©ҧൕǈвƬࢠຒƠ੩ޠƞƠǁƾżƝƏª

՞߀ӂƂǅǀơݺƍԌƁǁݣ©�МƤ๋ନ

Ƃื¾ƤգƁƿƩࢫƍƜຣƴƍƕªǞȜǜǏ

ǪȐǏƝƏ¯ଦƞೋƯ©ƞƜƸଦźМƂ௬

ଔƤǓǢƖƞźżƉƞƂǅƁǀƴƍƕªƋžƐ

ǀƤຈ߱Ɓƿ©�МƤǞȜǜǏǪȐǏƂ©༠

ǈǉƝకǀźǈƍƜźǁƉƞǈञ๋ঢ়ভ

Ƃ༺ƋǂƴƍƕªߑҔࡑƥ©ࠝƂҲƄǁƤǈඹ

ǂƜ©ࠝۂǂǁ߰ǈูƝଶź©ƋžƐǀơࠧ

ǈ٠ƇƜźƴƍƕª

ӂƝ߀ӄƤ՞ݤ©ơନ݊ǅƑǈܷź۪ވ ��

Ƥ๋ନǈӽమƍƴƍƕª

๋ନƤ՞߀Ƥ੯ơƸ©ƋžƐǀƤ௬ଔƺভઇ©

हോƞƤեٟƠƟǈԇƩ©๋ନƤขơिǂƿ

ǂƕ՞߀ӂƞƠǀƴƍƕªÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

一行についてくるオオルリを探す．どこにいる
のだろう？

登山道の脇にはササユリが咲いていた．

さえずりを聞きながらゆっくりと歩き始めた．
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【みなさんの印象に残った物】
ÛŸƿƼǁมƃơࢫӂžƕࠕªźƚƸูӿ

ƷǁƞନƤªǓȍǓȍҐƞźżନ©տƍƅƠ

ǀƴƏÜÛ๋ନƤੰƋơՃڊƍƴƍƕÜÛǞȜǜ

ǏǪȐǏƤ՞߀Ï�ÐÜÛନƂࣨƠźÜÛǞȜǜ

ǏǪȐǏƤมƃǈƥƎƷƜ൚źƕªǉƝǁ

߰Ƹڰƕ¯ÜÛȋȓǋǓǕǑȔÜÛǞȜǜǏǪȐ

ǏƂڰǂƕƉƞÜÛǞȜǜǏǪȐǏƤषǀМƞ

ƃǂźƠƋžƐǀÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛതƁƿନƤơ؆ǈࠜƙƜźƕƤƝ©

ปਃƂǂƜय़تơՃƎƴƍƕÜÛੰƅƤନƤ

Ƃ൚ƉžƜՃƍƴƍƕÜÛନƂڰơƅźÜÛଘ

ƅࢫƜƃƕܦೊƂŸƙƕÜÛƃƜƾƁƙƕ¯Ü

ÛƕƅƋǉନƂڰǂƕƍ©มƃƂ൚ƇƜƾƁƙ

ƕÜÛƥ൚ƉžƟ߰ƥڰžƐÜÛॵբƝƍƁڰ

ƕƉƞƤƠź๋ନǈޞơڰǂƜՃƍƴƍ

ƕÜÛǞȜǜǏǪȐǏƤೣƍźƞ߰ǈڰƑƜ

źƕƖƃ©Ճڊ«ՃࡒƤଘƝƍƕ¯ຈ¾ƠନƤ

ƋžƐǀƸਚধƿƍƁƙƕƝƏÜ

登山道入り口付近でカワラヒワを観察する．

頭上を通り過ぎたサンコウチョウを探す．

観察会の終わり際に見つけたカタツムリを解説
する上野先生．

コアジサイ．空を見上げたり，視線を戻す度に
発見があった．



高原の自然館（こうげんのしぜんかん）
〒 731-2551 広島県山県郡北広島町東八幡原 119-1
tel. & fax：0826-36-2008
http://shizenkan.info/
staff@shizenkan.info

記事に関するお問い合わせ，観察会のお申し込み先
（ご意見・ご感想もお待ちしています）
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観　察　会　案　内

●ブッポウソウの観察会
開催日時：2014年 7月 13日（日） 9:30
集合場所：芸北文化ホール
講師：上野吉雄・松田賢
準備：基本セット，あれば双眼鏡，フィールドス
　　　コープ
定員数：30名
参加費 : 一般 =300円，賛助会員 =100円
　　　正会員・中学生以下 =無料

Ͼ։ƤǿǬȆǏǦǏƤ՞߀ӂƝƏª࠹ఋƝ

ǿǬȆǏǦǏơƚźƜރԇǈܷƙƕ۪©ਸ਼ಇǈ

ƍƜŸǁथࣅƮϱƍƴƏªਸ਼ಇƤƤ

ơढ़ନƂеǈвƬຈ߱ƺ©௬ଔ୵ƠƅƗƦƍƤ

ाƠƟǈ©ࡦڰǀƠƂƿ՞߀ƍƴƍƽżª

●夏休み親子観察会
開催日時：2014年 7月 21日（月・祝）9:30
集合場所：高原の自然館
講師：岩見潤治・佐久間智子
準備：基本セット，川遊びのできる服装
　　　着替え，タオル，ぬげにくいサンダル
定員数：親子 20組
参加費 : 無料

ƤѮǈڻ࠻Ƃܷǅǂƕตȟؑࠕভއਆࠨ

ǂǁৣƝॼভ૽ݬǈ՞߀ƍƴƏªޞơৣơ

ధǀ©്ࠨƕƗƝޏƍ©Ǝ٨ǈƍƕգƊ

ƞơ്ƍƴƏªৣƤơƥതูơഘƁƠź

ƾżƠࣧƋƠভƃോƂƕƅƋǉ¯ƴƕ©ƉƤ՞

ӂǈହƍƜ©ভോੰຈঢƸԇƩƴƏªࣧԇভ߀

ϟञƤढ़߱Ɲƀ॔ƍݡƵҍƋźª

՞߀ӂơߑҔƋǂǁࠝơƥ©ࠞƤƾżƠƸƤǈࠜߑƍƜƅƖƋźªǔȊȒ©

ਣհ؉©ȔÁȃ©ॵբƠƟƸŸǂƦ©ԉƍźƞ߶źƴƏª

基本セット：山を歩ける服装，雨具，飲み物，おやつ，筆記用具，メモ帳
作業セット：作業ができる服装，長靴，軍手，雨合羽，飲み物，おやつ

ধஂƤźƕ ƁƿЁஉ©౦ОơధǀОƤథƂڕ�

ƃƴƏªըఋƂࣨƍಎԵƅՃƎ©ǤÁǨÁǈМ़ǁ

థƸƍƦƍƦƝƏª݅ڻǈඃƅƞ©ȍȇȅǏǠ

ƺǜǋǡǞǍƠƟƂݣڰǈڅžƴƍƕªƴƕ©ڕ�Ƥ

ࢷƁƿ©ॼਸஃࠥơǿǪǞȜǠȐǏǏǓƂҔǅǀ

ƴƍƕªॎƍźգƞƞƸơ©ӖຈƤƊຣըǈƀઅ

ƗƍƜźƴƏªÏŸǀƵƚÐ

●カワシンジュガイ探検隊
開催日時：2014年 7月 26日（土）9:30
集合場所：芸北文化ホール
講師：内藤順一
準備：基本セット，川に入れる服装，ゴーグル，
　　　あればシュノーケル，ぬげにくいサンダル
定員数：30名
参加費 : 無料
※今回は SAVEJAPAN の支援を受け実施します

Ҡ։ƤভƃߣǀƞźǅǂǁǔȘǠȜǡȎǕ

ǍƤ՞߀ӂƝƏªৣ Ƥơధǀ©ಇȊǕǶƺǝÁ

ǙȔƠƟǈߧƙƜ՞߀ƍƴƏªǋǿȒȅǯ«Ǩ

ǔǸȍ«ǔȘȉǭƠƟƤצƤ՞߀ƸܷźƴƏª

ৣƤơధǂǁുੈƺઉžǈƊຌϪҍƋźª


