
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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おしらせ
ÁஃࠥǺǶȔధǂઉžơƚźƜ

ÁźƃƸƤஃࠥơƚźƜ

ÁԗඔݓơƚźƜ

活動報告

ÁƑƟƺƴƤहോ՞߀ӂ

Áตȟ�ڻ࠻ƤźƃƸƤ՞߀ӂ

観察会案内

Áܫຐ«பһƤ՞߀ӂ

ÁǝǗƤߙຬ՞߀ӂ

Áଛ�ڻƤڻൾਇԗ

Á݅ڻƤ๋ନ՞߀ӂ

●展示パネルの一部入れ替えのお知らせ
பǹÁ»©ਆըఋƤஃࠥǺǶȔƤЁഷƂࠨƤڻ݅

ǡȐȜơ൲ܜƍƴƍƕªǿǳƤܫຐƤຈ߱ƺ©ઘ

ƁƿசƙƜƅǁபନલǈӃৗƍƜźƴƏª

●いきもの展示のお知らせ
ਆըఋƤźƃƸƤஃࠥƤॼਸơǋǔǟƂࠨƤڻ݅

Ҕǅǀƴƍƕªஃࠥ։գƥ �ȟڕƤୗƝƏªǋ

ǔǟƥǳȇǣƤգƝƏªȏǴÁǘƠնഘƃ«٦

ƤǋǔǟǈƒƨڰơƀźƝҍƋźª

●活動報告について
ҍ֘Ƥԗඔݓƥ©ட݊ơƾǀ©ࠞ݉ϟ݂ޝٮź

ƕƍƴƏª

・霧ヶ谷湿原の植生調査（秋）
・サツキマスの産卵床整備
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観　察　会　報　告
●せどやまの植物観察会
開催日時：2014年 9月 15日（月・祝）9:30
講師：佐久間智子・中島康弘

౽ఇǀƤໜƍź֏ҊƤ©ƑƟƺƴƤहോ՞

ƺߒົ©ƋǂƴƍƕªƑƟƺƴƞƥӂƂ߀

ຽߒƤƉƞǈ߷ƍƴƏªѢƺٴƠƟơުƅ©

य़تƠहോǈ՞߀Əǁ՞߀ӂƝƏª

գঢ়ׂݵƥ©हോƤৡไҙƝŸǁߴӄƤܹݤ

ভƞ©ڄǱȕǬǖȜǙǕǍǲƤӂƤலঢ়ভ

ƝƏª��ปƂڄ൙ҎȄÁȔơ݊ƍƴƍƕª

ࠕգঢ়ভƁƿ©ƑƟƺƴơƚźƜׂݵƷơࣄ

ਃԇƂŸǀƴƍƕªϟਃƥ©ڡ૪ޡƺ©

ƁߒƺƠƟ©ভԗơ೯ຒƠോǈࠓƤౖט

ƿଡલƏǁƕƷ©ಗޏƺԯǀǈܷƙƜźƕƉ

ƞǈ൚ƃƴƍƕªޠۂƥҎƺధޡơ

ƾǀ©ߒơధǁ೯ຒƂ౽ǂƜƍƴƙƕƕƷ©ߒ

ƤܶౘƂॡǉƝźǁƉƞƺ©हভƂ൲ǅƙƜź

ƅຈ߱ǈৗฝƍƜźƕƖƃƴƍƕª

©ƴƝϱƍƜۂƝࡓƤࠨƤ۪©ӵਃԇࠕ

हോ՞߀ǈܷźƴƏª

ѢƝƥ©ǔȜȅǘƤোƅाഘźƕ©ȉǔ

ǝǴȜǡȜƤÛƶƁƊÜƞۋƦǂǁຐƤഘݭơ

ƚƇǁ߱ƺ©ǋǚȅǷǦǏǈ՞߀ƍƴƍƕª

ॼ༠ơƥȋȓǋǓǕǑȔƤভƤ߰ƂŸǀ©߱

ƟƸલƂԉƍƓżơƓƤ߰ǈଶƙƜźƴƍƕª

ฎҙƞƤգƤٴƝƥ©ȇǋǟȈƺǓǨǔ

ȒǜǏ©ǠȒǻǛǦǏƂڰƿǂƴƍƕª

ஏƂŸܯǈඝෑƍƜźǁƞźżׄטƅơƥت

ǀƴƍƕªޠۂƥ൭ƤथࣅơඝෑƍƜźǁƓż

ƝƏªƉƉƝƥߑҔࡑƥ©ǠǹƤգƤ്ڰƇ

ඞǈǅƙƕǀ©ǋǖǷǏǳǗǭǔȈƺȘȔǳ

ǢǼƤᎭƤՃिǈӽƁƷƕǀƞ©ܹߴƤ༺ǈ൚

ƃƠƂƿ©हോǈƎƙƅǀƞ՞߀ƍƜźƴƍƕª

ేћźơŸǁ©ࡤơǘȓƺǜǳȒƂভϾƏ

ǁѢƝƥ©ȕȜǛǭǭǡƤபһƺ©ƴƖহź

ǘȓƤǍǕ©ຣǠÁǣȜơ܃ƇƜࢻƏǁ߰

Ƃڰƿǂƴƍƕªƴƕ©֓ӟǂƤǖǠǭǭǡ

ƺǘǞȕǩȇƤҧƂڰƿǂ©ਮӟƤԉƍƵǈ

ơžƜƅǂƴƍƕªࡑҔߑ

ƤƑƟƺƴƝƥ©ຈ¾ƠहോƂӽమƝƃڄ

ƴƍƕªƓƤٱ՞ǈƉǂƁƿƸڰǁƉƞƂƝƃ

ǁƾż©।ƞźƃƸƤ©ՑƤեٟঢǈӏƷƜ

ܰžǁӂƞƠƙƕ՞߀ӂƞƠǀƴƍƕª¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

オオナルコユリの葉の触り心地は？

まずは林の入口から．足元の水路にはモリアオ
ガエルの幼生がいた．

せどやまについて説明される佐久間先生．保全
活動として，芸北せどやま再生事業のお話もし
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】
ÛहോƂੰƁƙƕÜÛॎƍźǾǌÁȔǲǈ

ǀ©ƞƜƸƁƙƕÜÛƕƅƋǉƤ๋ҧƂŸƙ

ƕƉƞÜÛ߶źƂƇƐਚধƿƍźࣅƝƍƕªҧ

ƂƕƅƋǉڰǂƕƉƞÜÛय़تƠࣅơाǉƠ

Ƃׯ੩©،ƃ¯ÜÛǠȒǻǛǦǏƤٙຩÜÛǠ

ȒǻǛǦǏƂźƙƧźªǖǠǭǭǡƂŸǁÜÛय़

ơƸा¾ƠҧƂŸǁƉƞơ֏ഘƃƴƍࣅƠت

ƕÜÛƕƅƋǉƤҧơࢫӂžƕࠕÜÛҧƤੰƋ

ơƩƙƅǀƍƴƍƕÜÛטǈඝෑƍƜźǁஏƤ

हോƂƂੰƅ؆॓ƁƙƕÜÛ߶ƙƕϟञ

ơ©ƕƅƋǉƤƤ๋ߒƂŸǀƩƙƅǀƍ

ƴƍƕ¯ÜÛҧƤƤੰźƉƞ©ฤੰơڰƿ

ǂƠźҧƤੰƁƙƕƉƞÜÛƕƅƋǉहോǈڰ

ǂƜƀƟǃƃƴƍƕÜÛǠȒǻǛǦǏƠƟƤٙ

ভªຽߒƤٱाÜÛƑƟƺƴƞƥҐƁ©ࣨƍ്

ƁǀƴƍƕÜÛҙƤتƅơҧƂથߒŸƙƕƤƝ

ՃƍƴƍƕÜÛોƤืơูǈ܃Ƈǁƞƞ

ƜƸԉƍźÜÛǠȒǻǛǦǏƞǾǠǙȖǤȜǷ

ǏƂڰƿǂƕƉƞÜÛƑƟƺƴƤٱाÜÛǠȒǻ

ǛǦǏƂѢơੰƁƙƕƝƏÜÛȋǏǤȜǝǚ

ƤҧƤŸƞǈࣄƷƜڰƴƍƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛƁƙƕƝƏÜÛੰƅƤҧǈϛఋƍƜźƕ

ƖƃŸǀƂƞżƊƌźƴƍƕÜÛƴƕຣƕźƝ

ƏÜÛ֏ځƝƞƜƸƾƁƙƕÜÛƤЁథԉƍź

ƝƍƕÜÛԉƍƁƙƕƇƟ©ƕƅƋǉඃźߕ

Ɯ್ǂƕÜÛਮϟञơƕƅƋǉƤहോƂŸǀ©

ƞƜƸƁƙƕÜÛŸƴǀƤहോƤੰƋơƩƙ

ƅǀªƑƟƺƴƤहോƥźǃźǃŸƙƜƏƊ

ź¯ÜÛࢰơƸžǈƉźƕźÜÛধஂƝƥƠź

ƇǂƟ©Ƥ֏ౢǈՃƎƠƂƿຽߒǈඃźƜੰ

ƅƤҧǈڰƿǂƜƁƙƕƝƏÜÛৗฝƂƾ

ƅ്Ɓǀ©ൺơƠǀƴƍƕÜÛஏƤŸƒǈ՞

ҔƍƜƾƁƙƕƝߑƏǁƾźӂƖƙƕÜÛ߀

ƏÜÛय़تƠࣅƠƤơ©ੰƅƤƂڰƿǂƜ

ƁƙƕƝƏÜÛय़تơԉƍźहോ՞߀ƂƝƃ

Ɯ©ƴƕۉ।୵ơƸ՞߀ơຣƕźƝƏÜÛय़ت

Ơ।ҙ©༠ƤǀơੰƅƤहോƂϾƙƜźǁ

ƤơƀƟǃźƕÜÛࠞӄƸຣƕźƞ߶źƴƏÜÛݤ

థƥઘ൲ƁƙƕƝƏÜÛźƙƧźҧƺƂŸƙ

ƜԉƍƁƙƕÜÛा¾Ơय़تƠहോƂੰƅڰƿ

ǂƕƉƞÜÛਚধƿƍƁƙƕƝƏªࢰơƸߑҔ

ƋƑƜଧƃƕźƝƏÜÛƼƙƅǀඃƃƝൠƥ

ԉƝƏƣÜÛŸƴǀƤहോƤੰƋơƩƙƅǀÜ

冬芽と名がついているが，夏にはできているレ
ンゲツツジの冬芽．

放牧地でワルナスビの説明をする中島先生．す
るどい棘が生えており，牛が食べないことを聞
いた．

畦道に咲くシラヒゲソウ．水が染み出していて，
周囲はコケに覆われていた
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観　察　会　報　告
●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
講師：岩見潤治・大竹邦暁・松田賢・和田秀次

җơƃ©ตȟڻ࠻ƤźƃƸƤ՞߀ӂƂ

ӚƁǂƴƍƕªܹߴƥहോૃுƤ༹ஏঢ়ভ©ઘ

૬ঢ়ভ©ૃ૽ݬுƤࣷஏঢ়ভ©ձڰঢ়ভƤĽป

ƝƏª

జಮơ്Ɓǂ©ตȟڻ࠻ƤҍƁƿඃƃƴ

ƍƕªЁࣄވơڰƚƇƕƤƥǸȓǕǶȉǠƝ

ƏªƓƤ߰ƁƿปਃƂƚźƕƾżƝƏƂ©ভઇ

ǈ൚ƅƞƸƙƞ،ƃƴƍƕªձڰঢ়ভƁƿƥÛ໒

ǈƏǁźƃƸƤƝƏÜƞऋӁƂŸǀ©૽ࠝơ

ǔȇǖȓơրভƏǁƉƞǈǀƴƍƕª

༠ћźƤƍƈƵơƥǑȜȇǜǓȖǗƺǔȇ

ǖȓ©ǋǔǸȒǍȋȓƂźƴƍƕªǴȄȜǔǳ

ȁǼƥංƴžƕࠝơƍƙƳǈࠨƍ©ƓƤƍƙ

ƳƂǀƋǂƜƸźƜźǁƤǈڰƜูƂƴ

ǉƴǁơƠƙƜźǁߑҔࡑƸźƴƍƕª୳ơ

ǅǂƕࠝơƈǁϮƖƞ൚ƃ©ƓƤܠơƸ،

ƃƴƍƕª

੯ơƸǓǓȁȓǔȊȉǠƤఠźǈƁźƖǀ©

ǏǹȏȓƤǈƤƔƁƑƜƸƿƙƕǀ©ȇǋǟ

ȈƺǭȓǾǶǦǏƤǈƞƦƍƜƵƕǀƞ©

ƩǈହƍƜ©źƃƸƤƂভ੩ƏǁƍƅƵǈԇƩ

ƴƍƕª

ȔȔȔȔȔ««ƞมƅǔȜǨȜ©ƷƐƿƍź

౹ҧƤǨȜǳǱȓǔǿǱƺǍǣȋǋǟȈ©ǀ

ƤƿƍƅǔȜȅǘƺǕȇǣȈƤƠƟƸ՞߀

ƍƴƍƕª

ƴƕ©ǔǑȔƤञࡧƠƚƁƵඞƺ©ǱȜȅƤ

ංƴžඞƠƟଡݻǈƋǂƜźǁৡไҙƤঢ়ভƠ

ƿƝƥƤźƃƸƤƞƤ܃ƃ݊źඞƸढ़༙߱ǂơ

ƥഁ܈Ɲƍƕª

߱ƟƸલƁƿƥÛǜǓȖǗǈࣄƷƜ്ࠨƝං

ƴžƜԉƍƁƙƕÜÛȁǼƤݟǈڰǂƕÜƞźƙ

ƕՃਮƂŸǀƴƍƕª

ǭǨǏȔǠƞǍȘǕȒȈƤ്ڰƇඞƺ©

ǾǌÁȔǲƁƿ֍ડƍƕࠝƤǚǋƤߤඞƠƟ©

๋ӟԗơ๏ໂƚऩඔƸŸǀƴƍƕªƤখǉ

Ɩؾ֏ƤƝ©źƃƸƤƤեǅǀǈԇƩƠƂƿ©

ƍƙƁǀƞ՞߀ƂƝƃƕƤŸǁ՞߀ӂƞƠǀ

ƴƍƕªÏƉżƤƺƾźÐ 岩見先生から「青リンゴのガムの匂いがする」
と教えてもらったオオヘリカメムシ．臭くない！

中には薄くてひらひら飛ぶ種子がたくさん出来
ていた．

和田先生からウバユリの種についてクイズ！
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観　察　会　報　告 【みなさんの印象に残った物】
ÛǸȓǕǶȉǠƂǔȇǖȓǈǜȜǱȖÁȔƍ

Ɯॼ൶Ʈ܃ƁżࠕÏ�ÐÜÛƕƤƍƁƙƕƝƏÜ

ÛǭȓǾǶǦǏƂƥƣƜԉƍƁƙƕÜÛǨǔȒǘ

ǡ«ǳȊǘǡ¯Ï�ÐÜÛǱǷǞȇǕǑȔǈƚƁ

ƴžƕƉƞÜÛࣄƷƜȍȇǔǕǠǈڰƜƩƙƅ

ǀƍƕªÜÛǱȓǔǿǱơ౹źҧƂުƅƸƤƂŸ

ǁÜÛ౹źǸȓǕǶȉǠƥࣄƷƜƵƕÜÛǔȜǨ

Ȝƞźż૽ƤมźƜźǁǈƃƇƕƉƞÜÛ࠻

ƝŸǁƉƞƂېƤඖ૽ݬơƥ©ॼƞहോƺڻ

ƅಢƙƕÜÛǭȓǾǶǦǏƤǈƚƁǉƖƿ©

ƞǉƝźƙƕƤƝƩƙƅǀƍƕÜÛȁǼƤݟǈ

©ƚƇƕƉƞÜÛઘƃƠǖǷǜ¯ǸȓǕǶȉǠڰ

ǍȋȓÜÛ༹ஏঢ়ভƤǱÁǘÜÛÍҐƁຌ®Îƞ

ਝžǁഀऩǈƏǁǋȇǕǑȔÜÛा¾ƅǅƍƅ

ৗฝƍƜƅƖƋƙƕƉƞÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛԉƍƁƙƕƝƏªƸƙƞ՞߀Ɲƃƕƿź

ƞ߶źƴƍƕÏ�ÐÜÛǔȊȉǠƁƿȓȜǝƤơ

ƀźƂƍƕƤƝƩƙƅǀƍƕÜÛથߒƤǱȓǔ

ǿǱǈڰƕÜÛভƃƸƤǈڰǁƤƸԉƍźƝƏ

ƣÜÛहോ«ভോƤƂੰźƤơǅƅǅƅƍ

ƴƍƕÜÛݤథƨƋƍƬǀơƃƜ©ਃơܷƙƕ

ࠝȇȉǠǈڰƜ©ࠞƥȍȇǔǕǠǈڰƜƲƅƥ

вƂźźƠƞ߶źƴƍƕÜÛࣄƷƜڰƕǸȓǕ

ǶȉǠªঢ়ভƂźƠƁƙƕƿ്ƁƿƠƁƙƕÜ

ÛࢫিƏǁ෧ơࣨƍƛƚƝƥŸǁƂปਃƂơ

ƥźƙƜźƅÜÛ�գਃơƸຣƕƇǂƟ©Ȉ

ǧǦǹƠƟȋȈǡƂܫຐƍƜźƕÜÛƕƅƋ

ǉƤहോ«૽ݬǈڰƕǀ©ৗฝƂƃƇƜෛுơ

ƀƸƍǃƁƙƕƝƏÜÛहോƞ૽ݬ໗ඞƤঢ়ভ

ƂƀƿǂƜƅǅƁƙƕÜÛથߒƤҧƂڰƿǂ

Ɯઘ൲ƾƁƙƕÜÛźǃźǃ૽ǈƚƁƴžǁƉ

ƞƂƝƃƜżǂƍƁƙƕÜÛปਃƥ൚źƕࠕƂ

ŸǁƇƟ©ޞơڰǁƤƥࣄƷƜƤ૽ƺहോƂ

ŸƙƜ©ƞƜƸԉƍƁƙƕƝƏÜÛƸżࣨƍǭǬ

ǜȊƦƾƁƙƕªƞࣨƍ۪ӊƍƜźƴƏÜÛԉ

ƍźࠝգƝƍƕªहോǈƸżࣨƍӿžƠƇǂ

Ʀ¯¯ÏࠨӿÐÜÛݤథƥƀஂ֏Ƹƿƍź֏ۺ

ƝඃƃƺƏƅ©ঢ়ভඞƤৗฝƸƅ©ԉƍƅઘ

টƤ।ƞඃƇƜƁƙƕÜÛ്ƁǀƺƏźƑƚ

ƷźƝƾƁƙƕƝƏÜ

しっぽを自切したニホンカナヘビ．また生えて
くると聞いて安心．

カミキリムシの仲間が食べたあと．

サラシナショウマもよく咲いていた．



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

● 紅葉・冬芽の観察会
開催日時：2014年 11月 3日（月） 9:30
集合場所：高原の自然館
講師：斎藤隆登
準備：基本セット，暖かい服装
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

हോલƥƟǉƠ߰ƝபǈҲƊƍƜźǁƤƝ

ƍƽżƁªபһơƸहോƊƞơ௬ଔƂŸǀ©Ɠ

ƤϸźǈȔÁȃƝƎƙƅǀ՞߀ƍƴƏªҧƺຐ

ƂƠźபƝƸहോǈԉƍƷǁƾżơƠǀƴƏ

ƾªܫຐǈԉƍƷǁ֓ƝƸŸǀƴƏªƁź

ുੈƝƀюƍƅƖƋźª

● ゴギの産卵観察会
開催日時：2014年 11月 9日（日） 9:30
集合場所：大朝公民館
講師：内藤順一
準備：基本セット，双眼鏡，暖かい服装
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

ǞǭǖȇǢƁƿࣨƍ૨ǂƜ©ǝǗƂರऺƤࠝ

։ǈڅžƴƏªࠕਃơԇǈܷƙƕŸƞ©ۂ

ơƜভϾՑƺರऺƤຈ߱ǈ՞߀ƍƴƏªത

ƥڀӍोƂƅ©¾߰ǈڰƿǂƴƑǉƂ©ರ

ऺ։ƠƿథƝƸ՞߀ƝƃƴƏªߒƝƤ՞߀

ӂƝƏƤƝƁźുੈƝƀюƍƅƖƋźª

՞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

ӵϽƝކƋǂǁޘǀƤᇎǈูơƏǁƉƤݣ©ǋǖ

ǷǖȓȜǦǏ©ȓȜǲǏƠƟƂ©ƁƠơाލǈ

žƜźƴƏª֏ǈƚƇƠƂƿษǈڰǁƞǤȜǿ

ȓƤ߰Ƹ¯ଛڻǈණǂƜ©ǢǢǖƞЁơଜƷǁ

ࣿƇƥ©௬൭ƠࠝգƖƞՃƎƴƏªƸżƏƆܫຐ

ƤǠÁǣȜƂණǂƴƏªোƺѼाơ৬ƴǁࠝǈԉƍ

ƵơƍƠƂƿ©݅ڻǈඃźƜźƴƏªÏŸǀƵƚÐ

● 千町原 秋の草原保全活動
開催日時：2014年 11月 15日（土） 8:00
集合場所：山麓庵
準備：作業セット
参加費：500円
శƝݤ �� ӄูǈڅžǁଛڻƤƤԯǀ

ƝƏªԯǀƺƷ©ืƤಗޏǈܷź©

ҡǈޯǀƴƏªஂۺơƾƙƜƥԵƅƠǀƴƏ

ƤƝ©ƁźുੈƝƀюƍƅƖƋźª

ċƀƷơƀ॔ƍݡƵҍƋźª॔ƍݡƵࡑ

ơƥकޚǈ༙ຨƍƴƏª

● 八幡高原の野鳥観察会
開催日時：2014年 11月 16日（日） 9:00
集合場所：高原の自然館
講師：上野吉雄
準備：基本セット，暖かい服装，双眼鏡，あれば
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

Ёਫ਼ƅபƂණǂǁ݅ڻƝ©பନǈ՞߀

ƍƴƏªڻ࠻©ڻ©ஏѓ©່ƷૢƝ©มƃ

ƺ߰ǈૄƍƴƍƽżªଛڻƝƥǖȕȜǡȌǘ

ƺǭǙȈ©ஏѓƝƥݔఋƝƸମƍźபନƤǠȒ

ǕȄǓǡȖƂ՞߀ƝƃǁƁƸƍǂƴƑǉª່Ʒ

ૢƝƥ©ǠȂȓǋƁƿƺƙƜƃƕƦƁǀƤǔȋ

ǈ՞߀ƍƴƏª


