
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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Áตȟڻ࠻ƤहভଡݻÏÐ
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●観察会日程の変更について
՞߀ӂƤథƂ൲ܜơƠǀƴƍƕª൲۪ܜƤథ

ƥϟҍƤହǀƝƏªकޚơƚźƜƥ©ࠞ݉ϟ݂Ƥ

ஐம©ƴƕƥȄÁȉȃÁǡơƜƀƿƑƍƴƏª

サツキマス保全の試み
10月 11日（土）→ 10月 13日（月・祝）

●9月の休館日について
� ڕ �� థÏҡ«ࢦÐƥ©ࠨਆըǈӚըƍƴƏª

ຝథƤ ��థÏॼÐƂׄըథƞƠǀƴƏª

●キノコの写真展のご案内
ÛǖǷǜ՞߀ӂÜƤܹߴƝƀఔ৬ƵƤ©ॎপॅ

ঢ়ভÏϗੱڄஏޠÐơƾǁ©ǖǷǜƤॖࡉஃƂӚ

ƋǂƴƏªƒƨƊຣஃƅƖƋźªކ

企画展：きのこの世界 -林相別にみる森の妖精たち -
期間：2014年 9月 6日（土）～ 9月 14日（日）
時間：9:00 ～ 17:00（最終日は 13:00 まで）
会場：芸北文化ホール 2 階視聴覚室
　　　（広島県山県郡北広島町川小田 75-54）
主催：北広島町立芸北 高原の自然館　　　　　　　
　　　（北広島町教育委員会）
後援：広島きのこ同好会
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観　察　会　報　告
●ブッポウソウの観察会
開催日時：2014年 7月 13日（日）9:30
講師：上野吉雄・松田賢

ਃ่ƁƿଘơƁƇƜźОƂ݂ǀƅ©

ǿǬȆǏǦǏƤ՞߀ӂƂƋǂƴƍƕªܹߴ

ƥ©๋ନƤৡไҙƝŸǁञ๋ঢ়ভ©૽ݬƤৡไ

ҙƝŸǁࣷஏঢ়ভƝƏªςஂۺƖƙƕƕƷ©�

ปƞࣨ।ঋƤߑҔࡑƞƠǀƴƍƕƂ©ڄ൙Ҏ

ȄÁȔơ݊ƍ©ࠕਃԇǈܷźƴƍƕª

ǿǬȆǏǦǏƥ©ஷగǋǡǋƁƿҗନƞƍƜ

థෛơƺƙƜຣƜರऺǈܷźƴƏªюபƤक

ƍźथࣅƥഗฝƞƋǂƜźƴƍƕƂ©ଶৌੈ

ƤॡҎ«ځҎơƾǀ©ࣨƍƐƚಢฝƍƜźǁ

Ɖƞǈ©ञ๋ঢ়ভƂӃৗƋǂƴƍƕª

źƜࣷஏঢ়ভƁƿ©ǿǬȆǏǦǏƂơ

žǁеơƚźƜƀ༺źƕƖƃƴƍƕªढ़ନƥ©

่ฝƇਃƁƿԗǈӚ߮ƍ©థූ۪Ƹеǈž

ƜźǁƓżƝƏªࠐǈڰǁƞ©ඞϟ݂Ƥז

еӄঋƂ௬ơੰźƉƞƂ©௬ଔ୵Ɲƍƕªࠞ

ơ©ਸ਼ಇƤƤຈ߱ƺ߿ඳƍƕƤϴƤఋກോ

ƠƟ©ॖࡉƝƤऋӁƂŸǀƴƍƕªਸ਼ಇƺϴƤ

Ɓƿƥ©ǜǕǶȉǠƤ੯ơ©ƺȀȒǢ

ǪǬǘƠƟƸӽమƋǂ©Ɖǂƿƥ૽ܦƤܨ

źӟӻǈƏǀƏФƤ๏ԓǈҝƕƍƜźǁƓż

ƝƏªƴƕ©ǿǬȆǏǦǏƤ੯ơ©ǋǓǹǣǘ©

ǢǣȊ©ǠǡȎǏǔȒ©ȉǞǞǼƠƟƂзਸ਼ƍ

ƜźǁॖࡉƤऋӁƸŸǀ©ຈ¾ƠോƂਸ਼ಇǈ

ຳຌƍƜźǁƉƞƂ്Ɓǀƴƍƕª

ǈܷź߀Ƥ۪ƥ©ǿǬȆǏǦǏƤ՞ਃԇࠕ

ƴƍƕª՞߀थࣅƤׯ۽ƴƝࡓƝϱƍƴ

ƏªОƂोౢƋǂƴƍƕƂ©ࠕਃԇƤգơ݂

ǀ߾Ƶ©ຩƗźƜ՞߀ƂƝƃƴƍƕªଘơ

ԗƂƝƃƠƁƙƕ്ǈࡥǀƏƁƤƾżơ©

ഔರơơזеǈƍƕǀ©ஐ৳ƤञƁƿ૽ݬǈ

ૄƍƜźǁ߰ƺ©МǈҍơॄƦƍƜ©యǂƕ

ǈׄƷƜźǁຈ߱ƠƟǈ©ਣհ؉ƞǾǌÁȔǲ

ǢǜÁȀǈߧƙƜƎƙƅǀƞ՞߀ƍƴƍƕªߑ

Ҕࡑƥ©՞߀Ƥ݊գơܹߴơ࠾แƍƕǀ©Ёࢱ

ƤזеǈڰƋƠźƾżơǈԌƇ݊żƠƟ©

༹ƺƁƠ൘Ϥ֏Ɲ©�ࠝգ՞߀ǈƇƴƍƕª

�ơ©ஷగǋǡǋƮƞசǁǿǬȆǏǦǏݣڕ

ǈ©ຣశƸƉƤथࣅƝ߰ǈڰƿǂǁƾżշźƠ

Ƃƿ©ǿǬȆǏǦǏƤ՞߀ӂǈžƴƍƕª¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

ブッポウソウが餌とする昆虫の標本を，松田先
生が用意された．

ブッポウソウの仲間に，アカショウビンやカワ
セミ，ハチクイ等がいる．と説明があった．

今回の講師の，松田先生と上野先生．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
Ûਸ਼ಇǈƾƅߧżǿǬȆǏǦǏǈڰǂƕÜ

ÛǿǬȆǏǦǏƂМǈԲƁƍƜźƕƞƉǃÜÛҐ

தƸਸ਼ಇƮܷƃຣƏǁढ़ନƤ߰Ü

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

ƾǀੰƅਸ਼ಇơࢫధǀƍƜźƕÜÛஂۺƂोౢ

ƝƍƕƂ©ƷơОƂञƂǀ©ƍƙƁǀƞ՞߀

ƝƃƴƍƕÜ

付近の屋根に止まるセグロセキレイ．他にもカ
ワラヒワを確認した．

給餌を終え，巣箱から飛び立つ．橙色のくちば
しと，翼の白い部分がよく目立つ．

雛に給餌を行う親鳥．

離れた場所からそっと観察する．

電線に止まるブッポウソウ．辺りを見渡し，餌
となる昆虫を探している．
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観　察　会　報　告
●夏休み親子観察会
開催日時：2014年 7月 21日（月・祝）9:30
講師：岩見潤治・佐久間智子・内藤順一・松田賢

җׄƵƤƀԉƍƵ©ตȟڻ࠻ƝƤढ़߱՞߀

ӂƝƏªձڰঢ়ভ©ࣷஏঢ়ভ©ఋௌঢ়ভ©ׂݵ

գঢ়ভƤ �ปƂܹߴƝ©थࣅƥตȟ࠻

ƤЁञƤєƝƏªڻ

ƠƟǈ൚źƜ©ढ़߱ƂಮơƠ݃ࠕơૼϪࣄވ

ǀৣƤƝࡥޏƂ߮ƷƴƏª

ձڰঢ়ভƁƿÛƉǉơƗƥࡥޏචÜƞźżඞ

චƤৗฝƂŸǀ©ƟżƏǂƦźƃƸƤƂำơ

ధƙƜƅǁƤƁǈǅƁǀƺƏƅќƍƜƅƖƋ

źƴƍƕª

ƴƕ©ৣƤƥÛƥƖƍƝధƿƠź«ƿƠ

ź«ƨƌƾǀ॓źƞƉǃơధƿƠźÜƞźż �

ƚƤ๐ੜƸƍƴƍƕªञƞҍƤಮơǅƁǂ

ƴƏªำٟƞǈƷƅǁٟ©ǹǚǭǈƸƙƜƀ

ƅٟƞࣂơٟǈƉƠƍƠƂƿ©ઘ।Ƹ߱ƟƸ

ƸฑƝźƃƸƤǈૄƍƴƍƕª๐ �� ്գޏ

ƊƞƤ്ǈƍƴƍƕªǈܷź©ƓƤ۪ࡥ

ƤकƍźӃৗǈƍƜ૽ݬƤঢ়ভඞơॼভߴܹ

źƕƖƃ©ปਃǈӿžƕǀ©ভઇǈžƜźƕ

ƖźƕŸƞƥ©ॼਸơźƃƸƤǈϱƍ©ࣧƋƠ

ॼըǈޯƙƜƎƙƅǀƞ՞߀ƍƴƍƕª

ƴƕৣƤՑơƚźƜƤƀ༺ƸŸǀƴƍƕª

ƓƉƝƥÛৣƤՑƤƕƷơ©്ࠨƕƗƂƝƃ

ǁƉƞƥҐƖǃż®ÜƞܰžǁࠝգƞƠǀƴƍ

ƕªࠅǜǬȀǈߧƙƜޯƙƕভോੰຈঢǨȘÁ

ƸЊख୵Ɲƍƕª

ञഷƞҍഷƤźƃƸƤƤঋƸƱƞǉ

Ɵ൲ǅǀƠźƾżơՃƎƴƍƕªƉǂƥ©ตȟ

ڻ࠻Ƥ࠻ҎƂƋƿơॡǉƝźǁƞƞƿžƜ

źźƤƝƥƠźƁ©ƞźżƀ༺ƸܹߴƁƿŸǀ

ƴƍƕª՞߀ƍƕźƃƸƤƥ©य़تơڰǁࠕƂ

ƝƃǁǨǔǸȍƺǞȘǕǴƤ੯©ȁǼǱȜȅ«

ȉǔǠǱȜȅƤȍǝƠƟ©ƠƁƠƁڰǂƠźƸ

ƤƤƍƙƁǀƞ՞߀ƍƴƍƕª

źࠝգƝƍƕƂ©ƕƅƋǉƤࣧƋƠźƃƸ

Ƥǈ܃ƃ݊ź©ভോੰຈঢƤઘƋƺ©ॼ൶Ƥ

ԉƍƵǈֵƍƕढ़߱՞߀ӂƞƠǀƴƍƕª¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏƉżƤƺƾźÐ

※今回の観察会は，広島県および北広島町に許
可を得て行いました．

下流の班．

一班ずつ網とバケツを使い，水生昆虫を見つけ
る．

岩見先生より，網の使い方などを教えていただ
いた．
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観　察　会　報　告 【みなさんの印象に残った物】
Û്ǈƍƕƉƞÜÛৣơధƙƜƚƷƕƁƙƕ

ƉƞÜÛצƺৣƤ૽ǈޏǁƉƞÜÛৣƤॼƤೣƍ

ƋªȉǔǠǱȜȅǈƞǁƉƞƂƝƃƕƉƞÜÛڰ

ƚƇƕǔȘǱȜȅƤ૽ƂीƯƿǂƜÏ®Ðƍ

ƴƙƕƉƞÜÛॼƂƚƷƕƁƙƕƉƞÜÛȁǼǱ

ȜȅÜÛǞȘǕǴǈƚƁƴžƕƉƞÜÛࣧƋƠভ

ƃോƂƕƅƋǉźƕÜÛǛȜǡȅǨȔƤভƂ

ǂƜƾƁƙƕÜÛॼƤƝڰǈצǂƕƉƞÜÛڰ

ƕƅƋǉƤźƃƸƤǈƍƙƕÜÛݤӄࣄƷƜߑ

ҔƍƴƍƕªৣƝоƆƉƞƥŸǀƴƏƂ©Ɖǉ

ƠơƕƅƋǉƤভƃോǈǂƜƕƤƍƁƙƕƝ

ƏÜÛźǃǉƠƤভƃോƂŸƙƕƁƿƀƸ

ƍǃƁƙƕƝƏÏ�ÐÜÛźǃźǃƠ૽Ƥƍƻǁ

źƂŸǁƞƿƠƁƙƕƁƿ©ƓƉƂƀƸƍǃ

ƁƙƕÏ�ÐÜÛ۪ވƤƴƞƷƝভઇٶơƚźƜ

žƜźƕƖźƕƉƞÜÛৣƤॼƂƞƜƸƕ

ƅ©ӨƤৣƞƥƗƂƙƜƩƙƅǀƍƴƍƕªƗ

źƋƠভƃോƂƉǉƠơƕƅƋǉźƜƩƙƅǀ

ƝƏÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
Ûޏƍƕভƃോǈ്ƍƜƍƿƯǁƤƂԉ

ƍƁƙƕƝƏªൺơƠǀƴƍƕÜÛƞƜƸԉ

ƍƁƙƕ¯Ï�ÐÜÛƞƜƸϪ֬ƠࠝգƝƍƕÜ

Ûढ़߱ƝƕƤƍźࠝǈҲƊƑƴƍƕÜÛƞƜƸԉ

ƍƷ©ൺơƠƙƕÜÛॼƂƚƷƕƅƜƩƙƅ

ǀƍƕÏ�ÐÜÛݤశƸԉƍƅߑҔƏǁƉƞƂƝ

ƃƴƍƕÜÛȁǼǱȜȅƤਫ਼ƤƞƠǀơ©ਗ਼ǈ

ƏǁƞƉǃƂŸƙƕÜÛ߱ƟƸલƂԉƍƷƜƾ

ƁƙƕÜÛॼƂƃǂź¯ÜÛƕƤƍƁƙƕЁథƝ

ƍƕªৣǈƃǂźơൾƗƕźƝƏÜÛऽЌƤƀ

٢ƋǉƂƍƁƙƕÜÜÛॼƂƃǂźƝƍƕÜÛ߱

ƟƸƞࠨਆƤƝƫǂ݊żƉƞƂƝƃ©ƞƜƸ

ՃࡒƍƜźƴƏÜ

紙コップで多様性タワーを作った．

他の班のバットも見学．違いや共通点を見つけ
ていた．

同じ仲間を分けていく作業．
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観　察　会　報　告
●カワシンジュガイ探検隊
開催日時：2014年 7月 26日（土）9:30
講師：内藤順一

߀ơভਗ਼ƍƜźǁǔȘǠȜǡȎǕǍƤ՞ڄ

ӂǈӚކƍƴƍƕªǔȘǠȜǡȎǕǍƥಣא

ƤҊǈोơ്ഞƍƜźǁజ෦ӜƝ©ܐ

லଛƥঙӕƤ്ഞƤżƗވƸగơŸǁভਗ਼

Û്ഞగۇÜƝƏªܹߴƥ©132ච।ߒݔ

ࠨਆבګߪӂƤఋௌࣂЁঢ়ভƝƏªఋௌঢ়ভ

ƥ©ܐலଛƤǔȘǠȜǡȎǕǍǈבګƍƜ©

ൾ۳ऺƤඞචǈಔڰƋǂƴƍƕªƴƕ©ܐல

ƤǔȘǠȜǡȎǕǍൾ۳ॻॡЌƸฐƷƜƀƿڮ

ǂƴƏª

൙ҎȄÁȔƝǔȘڄ©ƁƇǁਃơࢫơۂ

ǠȜǡȎǕǍơƚźƜƤƀ༺ƍǈ൚ƃƴƍƕª

്ഞƤຈ߱ƺבګƤٷϳ©ƓƍƜ©ݔඞƝ

ࠞ¾ơฤƍƜźƙƕƉƞƠƟƸ൚ƃƴƍƕª

ǔȘǠȜǡȎǕǍƥܐலଛƤஂਆ֘షോƝŸ

ǀ©ܐலڮƤ߷ୗւ๋ࣨভভോơƸ߷ୗƋǂƜ

źƴƏƂ©ܐϽ୵ơڰƜƸڄƤۉٙƂࢠຒ

ƝŸǁƉƞƂƾƅ്ƁǀƴƍƕªܹރƤ۪ވơ

ƥ©ǋǿȒȅǯƂǔȘǠȜǡȎǕǍơߙຬƏǁ

ƑƜଧƃƴƍƕªǋȇǝ©ǔڰգǈǼǰǓƝࢱ

ȘǠȜǡȎǕǍ©ǋǿȒȅǯƞ©ভോ߭Ƃƚ

ƠƂƙƜźǁƉƞƂՃƝƃƴƍƕª

ǈƍ߀ơভਗ਼ơܷƙƜ՞ޞ©Ƥ۪ƥރܹ

ƴƍƕª�PதƤƞƜƸźॼ༠ǈ©ǅƐƁ

��P ƱƟࣂơඃƃ©ಇȊǕǶǈߧƙƜ՞߀

ƍƴƍƕªǅƐƁƠϤơ©ƞƜƸੰƅƤӜƂ

źǁƉƞƂ്Ɓǀƴƍƕªƴƕ©ܹރƝڰƕࡉ

ॖƟƀǀơÛݾƤञơໂƙƜÜźǁƉƞƸ՞߀

Ɲƃƴƍƕª

ভਗ਼ǈ՞߀ƍƕ۪ƥ©ҍƤઝৣߒơϱ

ƍƴƍƕªƉƤथࣅƥ©ƁƚƜƥǔȘǠȜǡȎ

ǕǍƂভਗ਼ƍƜźƕथࣅƝ©ভਗ਼ƂŸǁ߸

ƞƏǁෛഷ്ƝƏª���� శખơൾ۳Ƥ

ٙƂӄിۉਛǈƍƕƉƞƝ©ƸƍƁƍƕƿࡥ

ƍƜźǁƁƸƍǂƠźƞ։અƋǂƜźƴƏª

ਇЌƂ �।ਛơ്ƁǂƜ©ำƝƏƅƙƕǀ

ৣǈైźƕǀƍƜ՞߀ƍƴƍƕªǲǡȐǏƺ

ȍǝƞЁơ©ੰƅƤǋǿȒȅǯƸංӼƝƃƴ

ƍƕƂ©ǔȘǠȜǡȎǕǍƥڰƚƁǀƴƑǉƝ

ƍƕªǋǿȒȅǯƂರऺƏǁơƥǔȘǠȜǡȎ

ǕǍƂ೯ຒƠƤƝ©ǔȘǠȜǡȎǕǍƂźƜƸ

川が狭いので順番に見学した．

川に入る前に，芸北文化ホールで事前学習．

ƋƓżƠƸƤƝƏƂ©ݤӄƸߣషƠƂƿভਗ਼

ƥӽమƝƃƴƑǉƝƍƕª

Ɲƥ©ǔȘǠȜǡȎǕǍƤভਗ਼म߀ӄƤ՞ݤ

ǈӽమƍ©ৣƤভോǈࡥޏ«՞߀ƍƴƍƕª

ෛƝƥӟƤߣǁǍȋȓƤভƸංӼƋǂ©

ƵƠƋǉեोǈࠜƙƜڰƜઈƃƴƍƕªǔȘǠ

ȜǡȎǕǍƤ്ഞӷઘ©ƞƥƠǀƴƑǉƝƍƕ

Ƃ©ভਗ਼ƂߣƋǂ©ৣ ƤՑƂൾਇƋǂǂƦ©

źƚƤథƁ©ƃƙƞভਗ਼ƥܐƂǁƉƞƝƍƽ

żª>ƍƿƁǅƁƚƤƬ @
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【みなさんの印象に残った物】
ÛǔȘǠȜǡȎǕǍǈڰǂƕࠕƝƏÜÛৣƝƤ

ÜÛƃǂźƠ৪źৣơƕƅƋǉƤভƃോƂޏ

źƕƉƞÜÛ߱תલƤउնÜÛǔȘǠȜǡȎǕǍ

ƞǋǿȒȅǯǈڰǂƕƉƞÜÛǔȘǠȜǡȎǕ

ǍǈࣄƷƜڰƕࠕƝƏÜÛৣơధƙƜϪӟƞ

ીơভോǈƚƁƴžǁࠕƂƝƃƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛࠨਆƠՑƤƝ©źǃǉƠভോǈઘơ

ൾ۳ƝƃƕƿźźƠƞ߶źƴƏÜÛథनƝƞ

ƜƸԉƍƁƙƕƝƏÜÛઘࠨਆƤ©֏ࠜƗƾ

ƅҲƊƑƴƍƕÜÛׂƍƬǀơ߱תƤݣƤࠕǈ

߶źࢫƍƕÜÛԉƍź �థǈҲƊƑƴƍƕÜÛൺ

ơƠǀƴƍƕªŸǀƂƞżƊƌźƴƍƕªઘ

൲ƾƁƙƕƝƏÜÛӖຈƂࠝգǈࡦƿǂƕࠕƝ

ƏÜ

場所を移してカワシンジュガイ捜索

箱メガネで覗いた様子．

わずかな範囲で，何カ所かに見られた． 最後に，みんなが採集した生きものの観察とま
とめをした．
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観　察　会　報　告
●可愛川の水生生物観察会
開催日時：2014年 8月 3日（日）13:00
講師：内藤順一

ƉƤ՞߀ӂƥ෧శஂۺơƥ٪ƴǂǁƤƝƏ

Ƃ©ݤӄƥߣషƠƂƿગഺ �� ݉Ƥй؊ƝОƞ

ƠƙƜƍƴźƴƍƕªਃథƁƿƤ݂ОƝ©ॼ

ƞॼƤપǀƂŸƙƕƕƷ©ৣơƥధƿƠź՞߀

ӂƞƠǀƴƍƕª

ƓƤ്ƍƙƁǀ࠹ఋƝƤԇǈƍƴƍƕª

Ƥఋௌঢ়ভƁƿ©ǓǓǞȜǠȐǏǓƤভߴܹ

ઇơƚźƜ©്ƺ്ഞơƚźƜԇƩƴƍƕª

ఋௌঢ়ভƁƿƤÛǓǓǞȜǠȐǏǏǓơƚźƜ

ƙƜźǁࠕƥ®ÜƞźżแźƁƇơߑҔࡑơ

ƥ©Ûҗơ ��� ƶƿƍźƞෛƝߙƅƿźຬǈۉ

௲ƵƴƍƕÜÛಣ്ơƂƋƇƜƸ߿ƢƉƞƥ

ƠźƱƟƤভผƂŸǁÜÛভƃƕҎÜƞź

żϪڰƂࢫƴƍƕªƴƕ©ఋௌঢ়ভƂÛƉǂƥ

ҐƁǅƁǁƁƠ®ຐƙƧǈƗƄƙƜơƀƙƜƊ

ƿǉÜƞǞȜǠȐǏƤຐǈƵǉƠơƴǅƍƜƅ

ǂƴƍƕªƉƤǞȜǠȐǏƤఠźƂƏǁƞźż

ƉƞƝ©ÛǞȜǠȐǏǏǓÜƤปਃƤຣƞƠƙ

ƜźǁƞžƜźƕƖƃƴƍƕª߱ ƕƗƥÛ௱ת

௬ƤఠźƂƏǁ¯ÜƞźźƠƂƿ©ࣨƍƖƇǓ

ǓǞȜǠȐǏǏǓƤǍȊÁǡƂǅźƕƾżƝ

Əª

ƉƤ۪Ƹ©ǠÁȅȔǱơƴƚǅǁ༺©ܐலڮ

ƝƤ്ഞ©Ƥ௬ଦ©ರऺԗƠƟ©ॖࡉƺॵ

ǈƵƠƂƿƤकƍźӃৗƂŸǀƴƍƕª

ǓǓǞȜǠȐǏǏǓƤीঢƤଡݻƤƀ༺Ƥ

Ɲ©౹ޛ �ԣǈƴǁƤƵƍƜźƕॖࡉơƥƵ

ǉƠ،źƜźƴƍƕª

ఋௌঢ়ভƂ߂йƋǂƕҹƸڰƑƜźƕƖƃ

ƴƍƕªǓǓǞȜǠȐǏǏǓƤǓǢ �ǵǠ �Ƃ

ਸ਼Ɲຬǈࡦǁຈ߱ƺ©ॼษơൎોÏƫǉƕǉÐ

ǈࢫƍƜਗ਼ٸƄǈƏǁຈ߱ƠƟ©ƞƜƸ֙ࢠƠ

кǈڰƜ©߱תƕƗƁƿƥՌƂŸƂƙƜź

ƴƍƕª

ơ©ǓǓǞȜǠȐǏǏǓƤভਗ਼ƝŸǁ۪ވ

ҕλৣƤేؑєǈڰơܷƅࠕơƍƴƍƕª

ƤඅǈฐƷƜߴӂƤܹ߀вƠƉƞơ©՞

ƅƖƋƙƕѯߒƋǉ©੭ƋǉƤƀƁƈƝ©Ǔ

ǓǞȜǠȐǏǏǓ ƏǁƉƞƂƝ߀ǈ՞ۉ�

ƃƴƍƕ ޒҕס� �ª

ҕλƿƍźࠇƤ߷ǈڰƕǀ©Ƣǁƙƞƍƕ

サンショウの葉のにおいを嗅いだ．

最初にオオサンショウウオの生態について，ス
ライドを見ながら学んだ．

ഩƤՃिǈӽƁƷƕǀƞ©՞߀ӂƠƿƝƥƤ

ǈֵƍƴƍƕªƉƤڸ ƥॎధǀƖƙۉ�

ƕƤƝ©ȇǍǘȖǪǬȀǈధƍƴƍƕªૼࡊ

ռǈధƍƕࠝ©౹ź௰шǈƁƿࢫƍƴƍƕª

ƓƤఠźƂ©࠹ఋܹ֬ࠝơӽƁƷƕߒᎷƤຐƤ

ơƀźơࠖƜźǁƉƞƸӽమƍƴƍƕª

ǓǓǞȜǠȐǏǏǓǈޞơ՞߀ƍ©ভઇơ

ƚźƜƸƍƙƁǀԇƩ©֙ࢠƠভƃോƝŸǁƉ

ƞƂǅƁƙƕԉƍź՞߀ӂƞƠǀƴƍƕª

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏƉżƤƺƾźÐ
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【みなさんの印象に残った物】
ÛǓǓǞȜǠȐǏǏǓǈƋǅƙƕƉƞÏ�ÐÜ

ÛߙݔƤǓǓǞȜǠȐǏǏǓƤ༺ªǓǓǞȜ

ǠȐǏǏǓƤơƀźƞǞȜǠȐǏƤơƀźÜÛǓ

ǓǞȜǠȐǏǏǓǈڰƕƉƞÏ�ÐÜÛǓǓǞȜ

ǠȐǏǏǓƤઘƃƋơ،ƃƴƍƕÜÛ߱תલƤ

उնÜÛޞơिƙƜ©ơƀƙƕƉƞÜÛݤశƸ

ǓǓǞȜǠȐǏǏǓƂڰǂƜՃڊÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛԉƍƁƙƕÏ�ÐÜÛƋǅƙƕƉƞÜÛৣơధ

ǂƠƁƙƕÜÛŸƙƞźżգƤࠝգƝƍƕÜÛǓ

ǓǞȜǠȐǏǏǓƥƏƊƅઘƃƁƙƕÜÛৡไ

ơԗƋǂƜźǁඞ¾ơ༺ǈ൚ƇƕƤƝƁƙ

ƕÜÛǓǓǞȜǠȐǏǏǓǈय़تơՃƎǁƉƞ

ƂƝƃƕÜÛОƝৣơధǂƠƁƙƕƤƝߣషƝ

ƏÜÛОƂߣషÜÛઘ।©߱ׯתơźڸٷǈƍ

ƴƍƕªࠞӄƴƕƎƾżƠǍȂȜǱƂŸǂƦ

ƷƜǓǓǞȜǠȐǏǏǓࣄҔƍƕźƝƏÜÛߑ

ơिǂǁƞźżڸƂƝƃƁƙƕªੰƅƤ।

ơڸƍƜƸƿźƕźƞ߶żÜÛҠৣƤ໗ভ

ƤǲȜƞźżՃƎƝƏÜ

マイクロチップを埋めた時に出た白い液の匂い
を体験中．

おそるおそる近寄ってみる子ども達．

江戸時代の文献にオオサンショウウオが！ 増水と濁りにより，川に入る事は中止した．



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

●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

●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

՞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

౦ОƂฝƇƴƍƕƂ©ગഺƤຣơƾǀƀෞਃƥО

Ƃƃƴƍƕª݅ڻƝƥ©ǱȋǑǦǏƺǜǓǴ

ȏȓ©ȇǭȉǠǦǏƠƟ©җƤমǀƞ©Ƥණǂǈ

ՃƎƿǂǁҧƂުźƜźƴƏªƴƕ©ڕ�ƤࣄƷơƥ©

ଛڻƤൾਇԗƂƋǂ©ืƤಗޏƺӟຣह

ോƤࣗطǈܷźƴƍƕªੰঋƤඞơƊߑҔźƕƖƃ©

ơŸǀƂƞżƊƌźƴƍƕªÏŸǀƵƚÐ

●霧ヶ谷湿原の植生調査（秋）
開催日時：2014年 9月 20日（土）9:30
集合場所：高原の自然館
講師：大竹邦暁・佐久間智子・白川勝信
準備：作業セット
定員数：30名
Ҕೖ¬無料ߑ

җơźƜ©ƸहভଡݻǈܷźƴƏªଡݻ

ǈƇǁƉƞƝ©ڻ࠻ƂƟƤƾżơ൲ҎƍƜź

ǁƁǈǁઘƠǰÁǨƞƠǀƴƏªܹߴƤঢ়

ভƁƿहോƤ௬ଔǈӃৗƍƜźƕƖƇǁƤƝ©

ԉƍƵƠƂƿଡݻƂƝƃƴƏªࣄƷƜƤඞƸƀ

ҔƅƖƋźªߑơƊځ֏

●霧ヶ谷湿原 秋のいきもの観察会
開催日時：2014年 9月 27日（土）9:30
集合場所：高原の自然館
講師：岩見潤治・大竹邦暁・松田賢・和田秀次
準備：基本セット
　※雨具は雨合羽をご用意下さい（傘は不可）
定員数：30名
参加費：無料

ໜƍƅƠǀ߮Ʒƕตȟڻ࠻Ɲƥ©ƟǉƠ

हോƂڰƿǂǁƤƝƍƽżƁªȇǋǟȈƺǋǚ

ȅǷǦǏ©োǱȜȅƤգƺǔȜǨȜƠƟ©

ǈލǁ૽ݬƺहോǈ©ܹ Ƥঢ়ভƞЁơ©Ƽƙߴ

ƅǀƞඃƃƠƂƿ՞߀ƍƜƵƴƍƽżª


