
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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高原の自然館
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おしらせ
ÁǔȘǠȜǡȎǕǍૄڦઓơƚźƜ

Á՞߀ӂƤƀ॔ƍݡƵơƚźƜ

ÁÝܐலଛƤࠨਆÞƤಳ౫ơƚźƜ

活動報告

ÁࢰƤٳಯहോ՞߀ӂ

ÁȋȓǋǓǕǑȔ՞߀ӂ

Áตȟڻ࠻ƤहভଡݻÏҗÐ

Áตȟڻ࠻�җƤźƃƸƤ՞߀ӂ

観察会案内

ÁҕλৣƤॼভভോ՞߀ӂ

Á॓ధߒƤहോ՞߀ӂ

ÁƑƟƺƴƤहോ՞߀ӂ

●カワシンジュガイ探検隊について
7 月 26日（土）に実施される「カワシンジュガイ探検隊」

について，定員に達したため，参加受付を終了いたしまし
た．多数のお申し込みをいただきありがとうございます．

●観察会のお申し込みについて
՞߀ӂƂୗЌơલƏǁथ݊ƸŸǀƴƏªƴƕ©ς

ਃƤƀ॔ƍࠕ©Ƥ༙ຨƠƟơƸ೯ຒƝƏƤƝࠝۺஂ

ƵǈƀշźƍƴƏªݡ

●書籍『北広島町の自然』の販売について

���� శƁƿ ���� శơƁƇƜƋǂƕ©ܐ

லଛࠨਆԇࢬଡݻƤڒҝǈƴƞƷƕඔݓƂܐல

ଛϾϦЌӂƾǀಔԶƋǂƴƍƕª݅ڻƤࠨਆըơ

ƜƀƷଧƇǁ੯©ஐ༺«ǸǕǖ«)$; ƝƤƊܻ

ధƂҕౄƝƏªଛఋơভਗ਼«ভϾƂӽమƋǂƜźǁ

ਇƜƤǈȓǢǱƞƍƜޝٮƍƜźƴƏªय़تƠࠨ

ਆǈǁϮƤƍǁƯƞƍƜ©ƒƨƞƸƊҙơ

źƜźƕƖƃƕźЁƝƏª

書籍名：北広島町の自然（A4判，700ページ）
価格：5000 円（発送を希望される場合，別途送料が
　　　必要です）
注文・問合せ先：芸北 高原の自然館
住所：〒 731-2552
　　　広島県山県郡北広島町東八幡原 119-1
TEL&FAX：（0826）36-2008
※ご注文の際には，氏名・住所・電話番号・冊数を明
　記下さい．
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観　察　会　報　告
●春の渓畔林植物観察会
開催日時：2014年 4月 25日（金）9:30
講師：齋藤隆登

݅ڻƤরەÏઽ࣫ǩȉÐ൶Ɲ©ȍǳǗ

Ƥ՞߀ӂǈƍƴƍƕªߑҔࡑƥƵƠƋǉڄ

ޠƤඞƝ©ܹߴƥᙛௌঢ়ভƝƏªޞơ՞

ڦƁżਃơ©ঢ়ভƤǢǚǬǪƞॵբƤ܃ơ߀

ഀǈڰƠƂƿ©ୗƤȆǍȜǱǈӽమƍƴƍƕª

রەǖȌȜȀथƤଂࡓथƝࠕਃԇǈƍƕ۪

ƥ©ەլơ݂ǀƜźƃƴƏªǩȉƤॼƥࣨƠƅ©

ॼࠝơƥܷƇƠźƴƝඃźƜܷƅƉƞƂ

ƝƃƴƍƕªƉƉƝ՞߀ƍƕƤƥǓǓǨǪȍǳ

ǗƤࠒԣƝƏªঢ়ƱƟƤӃৗǈ߶źࢫƍƠƂƿ©

źƠƂƿ©ҧƤߧƋơƍƕਣհ؉ƺȔÁȃǈ׀

ƚƅǀǈ՞߀ƍƴƍƕªৗฝƝ൚źƜźƕ৶

ƺൃ৶Ƥ༺ƍ©ะƤভžඞƠƟƂӽమƝƃƴ

ƍƕª

źƜ©ݔћźƤׄܯƝǜȓȍǳǗǈ՞

ࡥƍƴƍƕªǜȓȍǳǗƥ©ƀƓƿƅ৴ϲǈ߀

ǁƕƷơहžƿǂƕƤƖǃż©ƞźżƉƞƝƍ

ƕªڄƤơঋҦࣅভϾƍƜźǁƓżƝƏª

ƍ߀ơ©ৣћźơ݂ǀƜǨǪȍǳǗǈ՞۪ވ

ƴƍƕªƉƤȍǳǗƥ©ڄƝƥതହơڰƿǂ

ǁƝƏªƴƕ©تƅơƥֈơơƠƙƜźǁ

ǶǜȍǳǗƸŸǀƴƍƕªߑҔࡑƤƵƠƋǉƁ

ƿƥ©ÛǶǜȍǳǗƤԣƥࠒϰԣƝƥƠƅ©

൭ƤƖƞܰžƜźƕÜƞźż༺ƍƸŸǀƴƍ

ƕª

ƍƕƤƥ©ƕƙƕ߀ӄƤ՞ݤ ©ƝƍƕƂ�

ƎƙƅǀƞڰǁƉƞƝ©ȍǳǗƤҧƂࣨƍƖƇ

य़تơƠƙƕƾżơ߶źƴƏª¦¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏƍƿƁǅƁƚƤƬÐ

双眼鏡を使って，花を拡大して観察する．

ダムへの流入部を歩く．

出発前に，検索表の見方や，オオタチヤナギの
特徴を観察した．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛȍǳǗơԣ«ࠒԣƂŸǁƤơƩƙƅǀƍ

ƕÜÛచƍƁƙƕƇƟൺơƠƙƕÜÛȍǳǗƤ

ԣ«ࠒԣƂŸǁƤƂ്ƁƙƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛƅǅƍƅžƜźƕƖƃ©ҧƸा¾ƝՃो

ƍƕÜÛǈଡƯǁƤƥઘ൲ƠޯؑƖƞ߶ƙƕÜ

Ûࣨ।ঋƠƤƝźൺơƠǀƴƍƕÜ

コリヤナギの雌花序．

コリヤナギは，植栽と考えられている．

オオタチヤナギの雌花序．

タチヤナギの雄花．
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観　察　会　報　告
●モリアオガエル観察会
開催日時：2014年 6月 15日（日）9:30
講師：内藤順一

6DYH�-DSDQ ƇƜ©ȋȓǋǓƤ߸њǈؑࠕ

ǕǑȔƤ՞߀ӂƂܷƠǅǂƴƍƕªथࣅƥܐ

லଛඬൠرƝƏª

౦ОƤࠝ։©ȋȓǋǓǕǑȔƥߙຬथࣅǈ

ƷߒƁƿϱƍƴƏªƉƤࠝ։ܐலଛఋƝƥ

ૢơƥǀƖƍƕืơƬƿƋƂƙƜźǁǦǾǱ

ȅÁȔઘƤ౹ƙƳźӅǈƾƅڰƁƇ©༺છơƸ

ƠǀƴƏª

ƉƤ՞߀ӂƝƥ©ȋȓǋǓǕǑȔƤভઇ©ভ

ਗ਼Ցߙ©ຬमǈ©ܹߴƤఋௌঢ়ভƁƿȕ

ǘǪȌÁƍƜźƕƖƃƴƏª

ஷӏǤȜǨÁơڻ �� ปƂ݊ƍ©ƴƐƥ

ǢȒǍǲǈƵƠƂƿܹߴƤƀ༺ǈ൚ƃƴƏªȋ

ȓǋǓǕǑȔƤปਃƤຣƺઘƃƋ©௬ଔƠƟ

ǈǘǍǣǈ۷žƠƂƿƞƜƸԉƍƅԇƬࠕƂƝ

ƃƴƍƕª௬ơ©ǓǢ«ȊǢƤϸźơ؆ǈࠜƙ

ƕƾżƝ©ؔ୵Ơ࠾แƂࢫƜźƴƍƕª

ȕǘǪȌÁǈƇƕ۪ƥ©ૢơ܃Ɓź©ޞ

ƤຬӅǈڰƕǀ©ȋȓǋǓǕǑȔƤ߰ǈૄƍƴ

ƍƕªÛඛÜǈƍƜźǁॖࡉƺҹƝƥࡧص

ƓżơƍƜźƕ߱ƟƸલƂ©ۂơܷƅƞƟǉ

Ɵǉ؆ǈࠜƙƜǔǑȔǈૄƍ©՞߀ƍƜźƕ

ƤƂЊख୵Ɲƍƕªƺƥǀෛോơिǂǁࠕƥࢠ

ຒƖƠŷƞՃƎƴƍƕª

Ÿźơƅ©ƍƦƿƅОƂ݂ƙƜźƠźƤƞ©

ӈধƝŸƙƕƕƷ©ߙຬơƥ܃ƁƠźƀஂ֏Ɲ

ƍƕƂ©്ࠨƕƗƝۉǈڰƚƇǁԉƍƋǈ

ǅƙƜźƕƾżƝƏª

੯ơƥ©ǱǷǞȇǕǑȔ©ǨǝǕǑȔ©ǋȇ

ǕǑȔ©ǴȄȜǋǔǕǑȔ©ǭǪǕǑȔƸ՞߀

ƍƴƍƕª

Ɖżźƙƕӂơ©ࣨƍƝƸźƃƸƤơ؆

ǈࠜƗ©ভઇٶƺࠨਆƤൾ۳ƠƟơڒƩƚƅԗ

ơƚƠƂǂƦտƍƅ߶źƴƏª

ࠨƤڻ݅©ӄƤǢǨǬǾƝƸŸǀݤ©ơ۪ވ

ਆըƤভઇஃࠥǋǲǹÁǟÁƝƸŸǁѯߒƋǉ

Ɓƿ©ȋȓǋǓǕǑȔƤǾǌǗȎǋƤƀߙǈ

źƕƖƃƴƍƕª

ઘ।Ɓƿ©߱תƴƝǔǑȔƤ༺ǈ߶źƙƃǀ

ƏǁƉƞƂƝƃ©ƞƜƸԉƍƅԇƩƤੰź՞߀

ӂƝƍƕªÏƉżƤƺƾźÐ

内藤先生から出た問題に，たくさんの手が挙がっ
た．

内藤先生による座学．オスメスの区別について，
クイズを交えながらの楽しい時間．

最初にひろしまNPOセンターのスタッフから，
Save Japan の取り組みについて説明があった．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛȋȓǋǓǕǑȔƤƂ �೧źƴƍƕÜÛߙ

ຬƞȁǼƤҹÜÛƕƅƋǉǔǑȔǈڰƕƉƞÜ

ÛǔǑȔơࢫӂžƕࠕÜÛȋȓǋǓǕǑȔƤຬӅ

ƤඡÜÛޞơຬƺǔǑȔǈڰơܷƁƑƜźƕ

ƖźƜ©िǂ݊żƉƞƂƝƃƕƉƞƝƏÜÛȋ

ȓǋǓǕǑȔƤຬǈिǁƉƞƂƝƃƕÜÛඡƤ

ơźǁǔǑȔǈڰƜżǂƍƁƙƕÜÛǔǑȔ

ǈिƙƕƉƞÜÛǔǑȔƂƁǉƋƚƝƃƕƉƞÜ

Ûा¾ƠƂŸǁƉƞÜÛǔǑȔƤຬӅƤঋÜ

ÛȋȓǋǓǕǑȔǈڰǂƕƉƞÜÛȋȓǋǓǕǑ

ȔƤຬӅƂźƙƧźŸƙƕƉƞÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
Ûƀஂ֏ƂƅƜ©ƠƁƠƁОƂ݂ƿƠźƤ

Ɲ©ȋȓǋǓǕǑȔƂߙຬƏǁຈ߱ƂڰƿǂƠ

źƇƟ©ຬӅƂથߒŸǀƴƍƕÜÛভോƂভԗ

ƍƜźǁՑǈઘơƍƠƂƿভԗƍƜźƃƕ

źÜÛźǃźǃƠভോǈڰƚƇƕÜÛȀȖǡǐǘ

ǨÁƤࠐƂࣨƍ߱ƟƸơƥచƍƁƙƕªǔǑ

ȔƤࣅƤ༺ƂƀƸƍǃƁƙƕÜÛܐலƤय़ت

ƠࠨਆǈՃƝƃƕÜÛࠨਆƞिǂǁƉƞƂࣨ

Ơź߱ƟƸƕƗơƞƙƜ֙ࢠƠڸƞƠǀƴƍ

ƕÜÛࠨਆơޞ՞߀ƍơܷƅƉƞƝ©ƞƜƸ

ƾźڸٷơƠǀƴƍƕÜÛƴƕǔǑȔƂƵƕźÜ

ÛԉƍƁƙƕÏ�ÐÜÛा¾ƠǔǑȔƂڰƿǂƜ

żǂƍƁƙƕÜÛॐƤƂƏƐƍƅƜƾƁƙƕ

ƝƏÜ枝にたたずむモリアオガエルのオスを見つけた．

最後にみんなで記念撮影！

観察場所に到着．

山道を歩いてフィールドに向かう．
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観　察　会　報　告
●霧ヶ谷湿原の植生調査
開催日時：2014年 6月 22日（日）9:30
講師：大竹邦暁・佐久間智子・白川勝信

ตȟڻ࠻ƝहভଡݻǈƍƴƍƕªƉƤ

ଡݻƥ©ࠕ܌Ƃ߮ƴƙƜƁƿ෧శƇƜźǁƸ

ƤƝ©ݤశƥࠕ܌ƂԽ໔ƍƜƁƿ �శูƤଡ

Ƃߴܹ©ӄƥݤƞƠǀƴƏªݻ �।©ߑҔࡑ

Ƃ�।Ƥ©݊ ƞƠǀƴƍƕªݻ�।«�ಮƝƤଡپ

ƸƀƿǂƴƍƕƂ©ƵƠƋǉതࡑҔߑƷƜƤࣄ

Ɓƿहോǈ՞߀ƋǂƜźǁඞƦƁǀƝƏª

߮Ʒơ©݅ڻƤࠨਆըƝଡݻƤู୵ƞ©हভ

ଡݻƤඞචơƚźƜӽమƍƴƍƕªӵಮơౢഞ

Ƌǂƕ֘༶ຌࠅơƥ©శƤଡݻƝӽమƋǂƕ

ǈࣅశƸƎथݤ©ƙƜźǁźǁƤƝޝปƂ

ଡݻƍƜ©൲ҎǈӽమƍƴƏª

ƓǂƔǂơ്ƁǂƜ©ӵಮƂ �ҦࣅƐƚଡ

ڰҝǈڒਆըƝࠨƤڻơƴƕ۪݅ވ©ǈƍƜݻ

ଫƍƴƍƕª�శٷƙƜƸƤਛণơƥ൲ҎƂ

Ɲ৾ϱƂӄƥƓǂƔǂƤՑݤ©ƿǂƴƏƂڰ

ॡǉƝźǁƉƞƂՃƎƿǂƴƍƕªžƦ©࠻ƙ

ƕथࣅƝƥǍǙǞƺǜǏǕǍǥǖǠȐǏƂࣨڿ

ƍ©ԲƄƵƤथࣅƝƥǾȒȜǢǗǘƠƟƂࣼ

žƜźƴƍƕªƚƴǀ©źƐǂƸϗୗƍƕਛ

ণơ܃ƁźƚƚŸǁ©ƞźżƉƞƖƞ߶źƴƏª

źƠƂƿۅভơƥࠝգƂƁƁǁƞއƤ࠻

Ƹ©ॼƤӇǀඞƥୗƴƙƜƃƕƉƞƂՃƎƿǂ

ƴƏª۪ݤƥ©ƓǂƔǂƤՑơ݊ǅƑƜԯࡥ

ǀƠƟƤپܷҹǈໂƜǁƉƞƞ©ॼ༠Ƥೞ

পơƾǁއভۿແƤ܃ञƂ೯ຒƖƞՃƎƿǂƴ

ƍƕªÏƍƿƁǅƁƚƤƬÐ

湿地が回復したプロット．ハンノキも見られる．

枠の中にある植物を全て調べて，高さ・被度・
郡度を記録する．

2名ずつに分かれて調査を行った．



－ 7 －

観　察　会　報　告 【みなさんの印象に残った物】
ÛǻȊǠǡȈƂੰƅڰƿǂƕÜÛࣄƷƜƤߑҔ

Ɲ©ଡݻඞචƂ്ƁǀƴƍƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛథƁƿƤОƝڻ࠻ਇƂ࠻ƙƜźƕƤƝ©

ǂƂźƞƉǃϟӟƥڻ࠻ҎƤຈ߱ƂǅƁƿ

ƠƁƙƕÜÛहോƤปਃǈӿžƠźƞƝƃƠź

Ơƞ߶źƴƍƕÜ

高原の自然館で結果を報告し合った．

乾燥した調査区ではヨモギやススキが多く見ら
れた．

昨年の結果と比べながら記録していく．



－ 8 －

観　察　会　報　告
●霧ヶ谷湿原 夏のいきもの観察会
開催日時：2014年 7月 6日（日）9:30
講師：岩見潤治・大竹邦暁・松田賢・和田秀次

ӄƥݤ �� ปƞźżઘ।ঋƝƤ՞߀ӂƞƠǀ

ƴƍƕªࣄƷƜƤߑҔࡑƸੰƅ©ࣄވƥ༹ஏঢ়

ভƾǀ©Û֏ǈƚƇƕźźƃƸƤÜƺÛ՞߀ӂ

ƤȔÁȔÜƤƀ༺Ɓƿ߮ƴǀƴƍƕª।ঋƂੰ

źƕƷ©हോૃு༹ஏঢ়ভƞૃ૽ݬுࣷஏঢ়ভ

Ƥȃǋ©हോૃுઘ૬ঢ়ভƞૃ૽ݬுձڰঢ়ভ

Ƥȃǋƞజಮơ്Ɓǂƴƍƕª

ู߷Əƥตȟڻ࠻ƝƏªஞƤࡓƝƸƕ

ƅƋǉƤźƃƸƤǈڰƚƇƴƍƕªȇȉǠǙǞ©

ǓǴǨǼȒǜ©ȈȍȇǍȅƤҧƺ©ǻȊǠǡ

ȈƺǻȖǠȇǞǳǑƠƟ©ƵƚƇǁƕƩơՌ

ƂŸƂƙƕǀ©ܹߴƤӃৗơżƠƐƅ߰Ƃڰƿ

ǂƴƍƕª

ȍȇǏȔǠ«ǭǨǏȔǠƤຐƺȇȉǠƤ߰ǈ

ƏǁƉƞƝ©֏ǈƚƇƠƇǂƦƠƿ߀ơ՞ޞ

ƠźźƃƸƤǈԇƬࠕƸƝƃƴƍƕª

Ɲƥ©ǓǴȍȜȇƤМҎଫ۪ƺ©ȋȓǋڻ࠻

ǓǕǑȔƤຬӅ©ǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƤভ

ƠƟ©ƋǅƙƕǀتƛźƕǀƍƜźƃƸƤǈ՞

ƏǁƉƞƂƝƃƴƍƕªȈǣǪǲȓƺǷǸǳ߀

ǠȐǏǿ©ǘȒȒƠƟڻ࠻ভƤहോƸูǈԉƍ

ƴƑƜƅǂƴƍƕª

ৡไҙƤܹߴƠƿƝƥƤࠊƝ©૽ǜǿƞݬ

Ƥƀ༺ƠƟ©नƞƤեٟƺ©ӟຣئ»૽

ơԇƩƤੰź՞߀ӂƝƍƕª

ЁඞƝ©߱תલƥźƃƸƤǈڰƚƇƜ©Ɠǂ

ǈංӼƏǁƉƞơЁভڣผơƠǀ©ංƴžƕź

ƃƸƤƥƍƙƁǀƞ՞߀ƍ©ܹߴƁƿปਃƺ௬

ଔƠƟƤƀ༺ǈ൚źƜźƴƍƕªźƃƸƤƥ՞

Ƥ۪ƥƂƍƴƍƕª߀

ƺ௬ଔơƏƶźƃƸƤƤปਃƺভਗ਼Ցڻ࠻

ƂǅƁǀ©җƤƨƞƞƃǈֵƍƕ՞߀ӂƞƠ

ǀƴƍƕªÏƉżƤƺƾźÐ

“アオバアリガタハネカクシ” という，体液に毒
素を持ち，皮膚炎を起こす昆虫の説明する岩見
先生．

注意点やルートを説明する和田先生．

高原の自然館前に集合．
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観　察　会　報　告 【みなさんの印象に残った物】
ÛીƠǁ༠ƺƶƿơƕƅƋǉƤहോƤ

ผƤзƵƂŸǀ©ƓǂƔǂơ،ƅơۉঢƂŸ

ǁƉƞǈǀƓƤඬƁƋơȘǘȘǘƍƴƍƕªÜ

ÛǻȊǠǡȈƂڰǂƜƁƙƕÏ�ÐÜÛǻȖǠ

ȇǞǳǑƞƁǻȊǠǡȈǈڰǁƉƞƂƝƃƜ

ƁƙƕƝƏÜÛȋǏǤȜǝǚÜÛǓǴȍȜȇƤМ

ҎÜÛǻȊǠǡȈƂƕƅƋǉźƕƉƞÜÛȋȓǋ

ǓǕǑȔƤຬǈോƝڰƕƉƞÜÛǪȐǏǪȐ

ǈ �೧ƚƁƴžǁƉƞƂƝƃƕƉƞÜÛȇȉǠ

ǈգتơڰƕƉƞÏ�ÐÜÛঢ়ভƂƞƜƸढ़Ɲ©

ҐƝƸोƅžƜҍƋǀ©ƞƜƸԉƍƁƙƕ

ƝƏÜÛȇȉǠ«ǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƤভ

ơࢫӂžƕࠕÜÛ૽ƂƕƅƋǉźƕÜÛȋȓǋǓ

ǕǑȔƤຬӅÜÛǔǬǜǏƤมƃǈ൚źƕࠕÜ

Ûڻ࠻ǈඃƇƕࠕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛǁࠕƥࠨਆƺՑǈઘơƍƕźƞ߶ż

Ƥઙࠕ �ඃƖƞ߶źƴƍƕÜÛƴƕຣƕźƞ߶

źƴƏÜÛƏƊƅԉƍƁƙƕƝƏªźǃźǃ

žƜƸƿžƜտƍƁƙƕƝƏÜÛതڰƿǂƠ

ź૽Ƃा¾ƵƿǂƜԉƍƁƙƕƝƏÜÛźǃǉ

ƠƤ૽ƂźƜƀƸƍǃƁƙƕÜÛƸƙƞƸƙ

ƞǍȂȜǱƂŸǂƦÜÛڻ࠻ơźǃǉƠভƃോ

ƂźǁƉƞǈޞơڰԇࢫຣƜ©ǕǍǲƸकƍ

ƁƙƕÜÛƴƕߑҔƍƕźƝƏÜÛׂƍƬǀơࠨ

ਆơƫǂǁࠕƂƝƃ©नơϪ֬ƝƍƕÜÛঢ়

ভඞƂƞƜƸढ़Ɲ©ǅƁǀƺƏźৗฝƝƍƕÜ

ÛОƂ݂ƙƜƃƴƍƕƂ©ࠨਆƤƝƼƙƅǀ

ƞ՞߀ƝƃƜԉƍƁƙƕƝƏÜÛׂƍƬǀơƼƙ

ƅǀࠨਆƤǈඃƃԉƍƁƙƕƝƏÜÛ߱ƟƸ

ơƥ©עƂଦƁƙƕຈƝƏÜÛƷƐƿƍź૽

ƺहോƦƁǀƝ©ՃƍƴƍƕÜÛǹǬǨƺǱ

Ȝȅ©ȄǨȔǈංƴžƜ©ƾƅ՞߀ƝƃƜƁƙ

ƕƝƏªОƝƸ߱ƟƸલƂյƙƜඃƅƉƞƂ

ƝƃƴƍƕÜÛƴƕຣƕźƝƏªƥƎƷƜڰƜ

Ճ¯¯ÜÛƞƜƸԉƍƁƙƕƝƏÜÛԉƍƁƙ

ƕƝƏªƖƇƟОƂ݂ƙƕƤƂߣషƝƏÜÛԉ

ƍźǍȂȜǱƝƍƕÜ

モリアオガエルの卵塊をさわったよ！

霧ヶ谷湿原の成り立ちや経緯の解説．

マムシの特徴を説明する内藤先生．



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

●可愛川の水生生物観察会
開催日時：2014年 8月 3日（日） 13:00
集合場所：千代田中央公民館
講師：内藤順一
準備：基本セット，川に入れる服装，脱げにくい
　　　サンダル，ゴーグル，あればシュノーケル
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

ખஏرƤҕλৣƝ©௬൭ஂਆ֘షോƤǓ

ǓǞȜǠȐǏǏǓǈ՞߀ƍƴƏªࠕਃԇǈ

ܷƙƕŸƞ©ۂƝଡݻƤƀࡧźǈƍƜźƕ

ƖƃƴƏªതƥޏǁ©िǂǁƉƞƤƝƃƠź

ǓǓǞȜǠȐǏǏǓǈգتƝ՞߀Əǁźӂ

ƝƏªৣơధǂǁുੈ©વƈơƅźǞȜǩȔƝ

ƀюƍƅƖƋźª

●深入山の植物観察会
開催日時：2014年 8月 30日（土）9:30
集合場所：いこいの村ひろしま 研修室
講師：大竹邦暁・佐久間智子・和田秀次
準備：基本セット，弁当
定員数：40名
参加費 : 一般 =300円，賛助会員 =100円
           正会員・中学生以下 =無料

శƾǀי �ȟڕź॓ధߒƝƤहോ՞߀ӂ

ƝƏª෧శࣿߒƃơƾƙƜڻƂϲࠜƋǂƜź

ǁ॓ధߒƞгߒڕƝƥ©हভƤϸźƥŸǁƤƝ

ƍƽżƁª॓ధߒƤণǀໂƗƺ©हോơƚźƜ

Ƥރԇǈܷƙƕ۪©ۂǈ՞߀ƍƴƏªଧञƝ

ૺीƞƠǀƴƏƤƝ©ƀർுǈƊࢻҍƋźª

՞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

౦ОƤƅ݅ڻƝƥªƍƙƞǀƍƕ൘Ϥ֏Ƥ

ơުƅ©ǘǞȕǩȇƺǸȜǔǍǦǏ©ǓǔǱȒǷǓ

ƺǻȑǲȓǹǳƂ©ڻ࠻ǈೣƍƅލƙƜźƴƏªঢ়

థڰƁƇƕࠝƥƚƲƵƖƙƕƸƤƂ©ުźƜźǁƤ

ǈڰǁதơ©җƂຣƕƤƖƠŸ©ƞՃƍƴƏªО

ञƂǀƥਫ਼ںơ֏ǈƚƇƠƂƿ©Ƽƙƅǀƞڻ࠻ǈ

ԉƍǉƝźƴƏªÏŸǀƵƚÐ

●せどやまの植物観察会
開催日時：2014年 9月 15日（月・祝）9:30
集合場所：芸北文化ホール
講師：佐久間智子・中島康弘
準備：基本セット
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

ƑƟƺƴÏҙƤົߒÐƺஏǉƲƤǀǈඃƃ

ƠƂƿ©य़تƠथࣅơভϾƏǁहോǈ՞߀ƍƴ

ƏªރԇǈܷƙƕŸƞۂơ܃Ɓź©Ƥƺ

ƤѢ©ƦƕƺஏǉƲƤಯƠƟǈƼƙƅǀƞ

՞߀ƍƴƏª


