
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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ÁபǈźƃǁോƕƗƤভઇ

ÁڻƤǱȕǬǖȜǙ

●冬期休館についてのお知らせ
�� ڕ �� థƁƿ݅ڻƤࠨਆըƥப։ׄըƞƠǀƴ

Əªׄը։գƞ༙ຨঢ়ƥϟҍƤହǀƝƏª

冬期休館期間：11月 25日～ 4月 24日
休館中連絡先：北広島町役場芸北支所 2階
　　　　　　　高原の自然館研究室
〒 731-2323
広島県山県郡北広島町川小田 75
TEL：080-6334-8601
FAX：0826-35-0386
E-mail：staff@shizenkan.info
※平日（月～金）の 9:00 ～ 17:00 まで
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観　察　会　報　告
●サツキマスの産卵床整備
開催日時：2014年 10月 4日（土）9:30
講師：内藤順一

ƅধǂƕƿƍźஂۺƤҍ©ǞǭǖȇǢƤ

ƥఋߴӄƤܹݤƋǂƴƍƕªຬ࣫থƂߙ

ௌঢ়ভƝƏª�ปƂ݅ڻǤȜǨÁơ݊ƍ©

ǞǭǖȇǢơƚźƜࠕਃԇǈܷźƴƍƕªǞ

ǭǖȇǢƥ©ǋȇǝƂӓơ݂ǀণଦƍƜȇǢƞ

ƠƙƕƸƤƝ©�ԓதƂȊǢƖƓżƝƏª

Ɲƥ©রەǈӓơڰໂƜƜ݂ǀণଦƏǁÛ݂

ຬƤƕƷơਟञƍƴƏߙ©٦ǞǭǖȇǢÜƂە

Ƃ©ేؑєƝਞƴǂƕǀ©ǋǓǞǗƠƟƤංी

ຬƂచƍźमơŸǁƉƞߙ©ơƾǀޠƤ੩ࡑ

ǈ൚ƃƴƍƕª

ࠞơఋௌঢ়ভƂ߂йƋǂƕߙຬܷƤкǈ

ଝƍƴƍƕªǓǢƂȊǢƤܷǈॖࠖƜ©੯ࠊ

ƤǓǢơඝযǈƋƑƾżƞƏǁǠÁȜƺ©Ƥ

ࣧƋƠǋȇǝƂ©ߙຬƤࢱգǈਓƙƜਚƅధ

ǀݡǉƝඝযƏǁÛǢǴÁǖȜǙÜƞۋƦǂǁ

ܷ©ߙຬƍƕथࣅơتƛźƕ੯ƤȊǢǈଶź

ൈżथษ©ຈ¾ƠඞචƝ്ࠨƤϹ߱ǈߣƓ

żƞƍƜźǁ߰ƂЊखơߣǀƴƍƕª

থƤਃơ©ਟञƍƜźǁǞǭǖȇǢƤ՞߀

ǈܷźƴƍƕªࠕਃơఋௌঢ়ভƂथࣅǈӽమƋ

ǂƜƀǀ©ƓƉƝƥ©ǓǢƞȊǢƂȃǋƝоź

Ɲźǁ߰ƺ©ৣƤݾᙎƂࡥǀࣗƁǂ©ࣧƤ

౹ƋƂูǈࡣƅߙຬ࣫ƞ©ƓƉƝߙຬǈƍƕ۪

ơ५ƃƕۉǈ՞߀ƍƴƍƕª

՞߀Ƥ۪ƥ©ߙຬ࣫ƤথǈܷźƴƏªচ

ÏƑƂƍƿÐƞۋƦǂǁ©ॼ॓Ƃ৪ƅƠǀ©

ƂໂƚथࣅƤࡧਃơߙຬƍƴƏªƴƐƥ©ৣ

ƤথƝƏªઘƃƠǈࡥǀࣗƃ©ખǅǀơ

ǀƤࣧǈƙƜߕǀƦƷƴƏªࡥǀࣗźƕ

ƥ©ߙຬ࣫Ƃ �ҦࣅƝƃǁƾż©চƤѮ

ơơൣƯƜƀƃƴƍƕªࠞơ©থƍƕथࣅ

ƤञơǯǙǢǈǀƴƏªƉǂƥ©ߙຬ࣫ơ๋

ନƂధƿƠźƾżơƏǁƕƷƝ©໗լơசƍƠ

Ƃƿǡǘǟǘơǀ©ஞ©ৣƤञơݺƍԌƁ

ǁ෧ơǼǴÁȔǈڒǉƝźƃƴƍƕª

ڕ�� �� థƥ©ৣơƜǞǭǖȇǢƤൾਇԗ

ƂƋǂƴƏªƓƤԗƝਟञƍƕǞǭǖ

ȇǢƂ©থƍƕߙຬ࣫ƝоźƝźǁࠕǈ։અ

ƍƠƂƿথԗǈžƴƍƕª¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

整備前に遡上しているサツキマスを観察．警戒
されないように，川辺から離れて静かに歩く．

内藤先生が撮影された映像を視聴する．産卵の
瞬間に口を大きく開ける姿に力強さを感じた．

サツキマスの産卵場所をスライドで説明．サケ
やカジカとの場所の違いも教えていただいた．
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観　察　会　報　告

みなさんの印象に残った物】
ÛȃǋƤǞǭǖȇǢƂڰǂƕƉƞÜÛথਃơ

՞߀ƍƕ©ǞǭǖȇǢƤȃǋÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
Ûߙຬ࣫ޯǀªƕƅƋǉƤߙຬǈ։અƍƜ

ǁ¯ÜÛথƍƕथࣅơ©ߙຬƍƜƅǂǁƞż

ǂƍźƝƏƣÜ

整備開始．前日に雨が降ったため，少し水かさ
が増え，水温も低かった．

整備場所へ到着．内藤先生から手順を説明して
いただく．

サツキマスのペアが泳いでいた！手前の個体が
メスとのこと．

続いてテグスを張る．両岸で釘を使って固定し，
中央にビニール紐を結ぶ．

整備を終えた産卵床．サツキマスが産卵してく
れることを願った．
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観　察　会　報　告
●キノコ観察会
開催日時：2014年 10月 18日（土）9:30
講師：新谷正信

݅ڻơ੍Ƃƀǀ©žݡƵƂƅ֓ƞ

ƠǀƴƍƕªƞۅžƦǖǷǜªǖǷǜƤভઇ

ƂԇƯǁǖǷǜ՞߀ӂǈƍƴƍƕª

�ݤஃǈƋǂƕॎঢ়ভƂॖࡉơǖǷǜƤڕ

ӄƤܹߴƝƏª

žǀඞƤǜǭǈࡥචƺࡥޏơǖǷǜƤࣄވ

ƜźƕƖƃƴƍƕªୗƏǁƕƷơ©ࢫຣǁƖ

Ƈਇ٨ƂŸƙƕƱżƂƾźƞƤƉƞƝ©Ɠƙƞ

όżƾżơૼϪƂŸǀƴƍƕª

ƋŸ©źƾźƾǖȌȜȀथఋơǖǷǜૄƍƝ

ƏªืƤݭƤتƅƺǞǞƤƠƟǈ߶ź߶źơ

ૄƍ©Ёࠝգ۪ơ݊ƍƴƍƕª

җƤଦОƤƑźƁ©ǖǷǜƤঋƺƂࣨƠ

ƷƝƍƕªƓƤ്©ЁƐƚƤӃৗǈޚƺƁ

ơ൚ƅࠕƂƝƃƴƍƕª

௰ǈƸƚǋǚȅǷǲǘǭȔǨǚƺǋǤǨǚ

ƤЁ©ǴǕǘȓǨǚ©ीຌҕౄƠǸǭǨǚ©

ǓǏǗǨǚ©ǋǿȒǠȊǡ©ȉȒǞǖǋǿȒǠ

Ȋǡȋǲǖ©ƓƤ੯ơƸ©ǓǭǶȜǨǚȋǲǖ©

ǋǔǔǹǍȖǨǚƠƟ©ƓǂƔǂƤ௬ଔǈӃৗ

źƕƖƃƠƂƿ©��ǈӽమƍƴƍƕª

ॎঢ়ভƁƿƥ©ǖǷǜƤ๏ԓƥ്ӃࡑƝŸ

ǀ©ভઇٶƤƝƸࢠຒƠ๏ԓǈƸƙƜźǁƞ

Ƥƀ༺ơ©ߑҔࡑƥઘƃƅżƠƐƃƠƂƿࠧǈ

٠ƇƜźƴƍƕª

ǖǷǜƤƥƞƜƸੰƅ©ƴƖปਃƤƚź

ƜźƠźƸƤƸੰźƓżƝƏªȇǍǳÁƠ੩ޠ

ơόǅǂǁǖǷǜƝƏƂ©՞߀ӂƠƟƝԇǉƖ

ǁูǈƸƙƜڰǈହƍƜ©қԇ୵ơǖǷǜǈࠕ

ບƍź©ƞॎঢ়ভƁƿƤۅຐƂŸǀƴƍƕª

ƇඞƸచƍźǖǷǜƝƏƂ©ƴƐ௰ǈƸ്ڰ

ƚƸƤƞ©ीƯƜೣƠƸƤƁƿӿžƜźƅƞ

źź©ƞźżǋǲǹǍǢƸźƕƖƃƴƍƕª

ǾǌÁȔǲƝৡไҙơԇƩ©ƓǂƂভઇٶǈ

Ʃƚƅƾż©ƉǂƁƿƸԉڒơƺϪǁࡦ

ƍƅԇƯǁ՞߀ӂǈӚކƍƕźƞ߶źƴƏª

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏƉżƤƺƾźÐ

※今回の観察会は，SAVE JAPANの取り組みに
より，実施しました．
※集合場所の誤表記によりご迷惑をおかけしま
した．お詫びいたします．

じっくり目をこらしてキノコを探す．

参加者も図鑑を持ってじっくり学ぶ．

講師の新谷先生．約 40 年前からキノコに興味
を持ち，調査されているとのこと．
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【みなさんの印象に残った物】
ÛǲǘǭȔǨǚƤ༺ÜÛǖǷǜƤঋƂࣨƠƅƜ

షƝƍƕÜÛƃǂźƠीƯƿǂǁǖǷǜƸŸߣ

ǁƞ്ƁƙƕƉƞÜÛƞƜƸźஂ֏ƝƍƕƂ©

ǖǷǜƂࣨƠƅߣషÜÛȇǭǨǚƂƠƁƙƕÜÛǖ

ǷǜƤปਃƤӿžգϸžƂŸƙƕÜÛǭǖȑǩ

ǚǈڰƕƁƙƕÜÛǪȌǳȊǭȉǨǚƂीຌƝ

ŸƙƕࠕÏ്ࠨƂޏƙƕƸƤƖƙƕƤƝÐÜÛǖ

ǷǜƂࣨƠźÜÛǖǷǜƤৗฝÜÛǖǷǜƂഗޯ

ƖƞźżƉƞªƸƤƏƊźƂŸǁƞźżƀ

༺ÜÛǖǷǜƤৗฝÜÛ߶ƙƕƱƟƂƠƁƙƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛŸƴǀǖǷǜޏǂƠƁƙƕªߣషÜÛƴƕߑ

Ҕƍƕźƞ߶źƴƏÜÛݤశƝ �శูƝƏªப

૽җƂڰƚƇƿǂƴƑǉƝƍƕªƴƕຣశ©

ԉƍƵơƍƜźƴƏÜÛƴƕߑҔƍƕźƝƏÜ

ÛߒඃƃǈƍƴƍƕªƞƜƸԉƍźࠝգƝƍƕÜ

Ûஂ֏Ƹƅઘ൲ԉƍƁƙƕƝƏÜÛෛுơԉƍ

ƁƙƕƝƏÜÛƞƜƸൺơƠƙƕÜÛ෧శƀշ

źƍƴƏÜÛݤశƥƴƕॎƍź༺Ƃ൚ƇƜƾƁƙ

ƕƝƏÜÛҗƤଦОƂǖǷǜƂࣨƠźڻЍƝŸ

ǁƉƞƂ്ƁƙƕÜÛǖǷǜƤಔভƂࣨƠƅƜ

ٶƞƍƜ©ভઇࡑషƝƍƕÜÛǖǷǜƂ്Ӄߣ

ƤƤࢠຒƠ๏ԓǈૃƙƜźǁƞźżƀ༺Ƃ©

ƞƜƸƁƙƕƝƏÜÛƿƠźƉƞƦƁǀƝ©

ƞƜƸƁƙƕªǖǷǜƤঙӕƤѯƥ॓źƝƏÜ

ÛƞƙƜƸൺơƠǀƴƍƕÜ猛毒のアケボノドクツルタケ．白色がきれいな
キノコ．

キノコの種類は少ないと聞いていたが，けっこ
うたくさん集まった！

マツボックリからキノコが！！ 参加者で記念撮影．
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観　察　会　報　告
●紅葉・冬芽の観察会
開催日時：2014年 11月 3日（月・祝）9:30
講師：斎藤隆登

༳ƤܫຐƂਂƺƁƋǈƍƜźƅ©ܫຐƞ

பһƤ՞߀ӂƂƋǂƴƍƕªݤӄƤܹߴƥ

हോƤৡไҙƤޙௌঢ়ভƝƏª݅ڻƤࠨਆըơ

��ปƤߑҔࡑƂ݊ƍƴƍƕª

ௌঢ়ভƁƿ©பһơƚźޙ©ƞƍƜਃԇࠕ

ƜƤӃৗƞ©பơहോǈ՞߀ƏǁޞƤȆǍȜǱ

ǈƀ༺źƕƖƃƴƍƕªபһƥ©җƺơƥֈ

ơࢫຣƜźƜ©ԵźபǈюƏϮ©һÏƂǀǉÐ

ƞۋƦǂǁƺะ©ࠈơǅǂƜźƴƏª

ƞ©Ɗƞơபһơ௬ଔƂŸǀ©ຐƺื

ЁơӿžǁࠕƝ©பƤգƸहോ՞߀ǈԉƍƷ

ǁƾżơƠǀƴƏªƴƕ©ࢰơƠǁƞ©һƂ

ƂǂຩƗ©һݰÏƂǀǉƉǉÐƞźżݰƂ

ƝƃƴƏª߽ঢ়ƁƿһݰƮસǁƞ©ƓƤ߽Ƃ

�శƤգơণଦƍƕଦƋƂӃǁƓżƝƏª

ƁźƴƏªԌ܃Ʈࣅथ߀Ƥ۪ƥ©՞ਃԇࠕ

ߒߒଧƮࡓƝϱƍ©ƓƉƁƿ©ڄޞݔǢ

ǖÁथƤȓǾǱ݂ǀथƮƞඃƃƴƏªঢ়ভƀࡧ

লƤॵբǈࡧơ©ȔÁȃǈߧƙƜ՞߀ƍƴƏª

ƂੰืƙƜźǁߣƥ©ǅƐƁơຐƂتଧഘߒ

ƅ©பһƞຐǈЁơ՞߀Əǁơƥźࠝ։Ɩ

ƓżƝƏª

ҧƞຐƤ ©ƤபһǈƚƇǁǘȖȋǡƺ�

߽ঢ়ƁƿݹЙञҍơபһǈƚƇƜ߽ǈॄƦƍ©

Ƃுƕǁ߽ϟӟǈຩƞƍƜźƅȍۼແƾƅథۿ

ȇȅǏǠ©һƤƠźຢһÏƿƂÐƞۋƦǂǁ

பһǈƚƇǁǓǓǔȊǷǖǈ՞߀ƍƴƍƕª

ǢǖÁथƤȓǾǱ݂ǀथơƍ©༳ơܐƂ

ǁܫຐơՌǈמƈƠƂƿ©ǯȕǼࣅٸƤ

மƮਫ਼ǈॡƷƜ՞߀ǈƇƴƏª

ઘƃƠபһǈ©ѧೱƤǖȌǬȀƤƾżƠһ

ƝżȄǓǷǖƺ©߽ơಣƦƸǂƕƾżƠப

һƂ߰ǈڰƑǁǵȔǰ©োࠆाƤ߽ƞ࠻ഞƤƾ

żƠఠźƂ௬ଔ୵ƠȈǣȊƂڰƿǂƴƍƕª

੯Ƥ֓Ɲƥ്ڰƇơƅźहോƸ©பһƖƞڰ

്ƇƂƚƃƺƏźथ݊ƂŸǁƉƞǈ൚ƃ©వो

ơƵƵƀߑҔࡑƤ߰Ƃڰƿǂƴƍƕª

ຈ¾Ơ٨Ƥபһǈ©ȔÁȃǈߧƙƜ՞߀ƍƕ

ǀ©பһǈżһƤՃिǈӽƁƷƕǀƞ©ह

ോલƤபƤ߰ǈ©ԉƍƵƠƂƿԇƬƉƞƂƝƃ

ƕ՞߀ӂƞƠǀƴƍƕªÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

クロモジの冬芽．2種類の冬芽をつける．丸い
ものが花，細長いものが葉となることを聞いた．

ブナとイヌブナを見比べながら，冬での植物の
観察ポイントを説明する斎藤先生．

ルーペを使って細部まで観察する．
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【みなさんの印象に残った物】
Ûຈ¾ƠืƤ੩ޠơՃƍƴƍƕÜÛźǃźǃ

ƠƤபһƂڰǂƕÜÛபһƝҐƤืƁǅƁ

ǁƉƞÜÛһƤઘƃƋ©ƚƅǀƤϸźƝƏÜÛԵ

Ƌƞ©हോƤں֏ƋªຣశƤϮƤຌϪǈƍƜź

ƕƤơՃोÜÛƍƙƁǀƞபһƂڰǂƴƍƕÜÛǜ

ǠǋǿȒƞǨǔǷǭȊǈϲՖੜƤঋƝ്ڰƇƿ

ǂǁÜÛȇǨǨǼƞǞȔǳǠƤபһƤϸźÜÛো

źȍȇȍǳǗƤһÜÛืƤһơƚźƜ©ࣄƷƜ

ຐƂܫƋƑƜଧźƜƁƙƕƝƏÜÛஞƤڰ

ƁƙƕÜÛǞǞơƂŸƙƕƉƞÜÛȓȐǏ

ǿǈƊಸơݯƒƜीƏƞźżڸÜÛһݰ

Ɲ©ݤశॄƩƕ߽©יశॄƩƕ߽Ƃ്Ɓǁƞź

żƂ؆॓ƁƙƕÜÛźǃźǃƠຐƤܫຐÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛืƤปਃǈǁƉƞƂƝƃƜƁƙƕÜÛź

ǃźǃƠहോƤปਃƂӿžƿǂƕÜÛษ౹Ɓƙ

ƕƍ©ൺơƠǀƴƍƕÜÛபƝƸࢰƤһॸƃ

ơ܃ƇƜࢻƍƜźǁƉƞƝƏÜÛƞƜƸԵź

Ƃ©ൺơƠǀƴƍƕÜÛƞƜƸԵƁƙƕÏ�ÐÜ

ÛԵƁƙƕƝƏƂษ౹ƁƙƕÜÛபƤԉƍƵඞƂ

žƕÜÛԵźƝƸƁƙƕƝƏÜÛืƂ܈ƃ

ơƠǀƴƍƕÜÛืƤܠƂƾƅǅƁǀƴƍƕÜ

ÛԵƁƙƕƝƏƂ©źǃźǃൺơƠǀƴƍƕÜ

ÛԵƁƙƕƂ©ƉƤࠝ։ơƍƁ൚ƇƠźƉƞƂ

ੰƅ©ƞƜƸܰߑơƠǀƴƍƕÜ

落ち葉の絨毯の上を歩く．カサカサと軽い感触
と音が気持ちいい．

スキー場のリフト降り場付近から，麓の紅葉を
眺める．

葉柄が落ちると観察しやすい，ヌルデの冬芽． ウワミズザクラの冬芽を観察．落ちた枝の脇か
ら冬芽が出ていた．



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）

－ 8 －

観　察　会　案　内

● かんじき作り
開催日時：2014年 12月 6日（土） 10:00
集合場所：八幡高原センター
講師：坂井健作
準備：作業できる服装
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
材料費：1,400 円

ৃƤபƤ೯ÛƁǉƎƃÜǈޯƙƜƵƴƑ

ǉƁÛƃƕƨǃƍƴƤલ।ÜơమୗƋǂƕ©ޥ

ϻޯڙঢ়ভƁƿޯǀඞǈžƜźƕƖƃƴƏª

ƝޯƙƕƁǉƎƃƝ©Ƥञ്ࠨ©శƤபƥݤ

ǈඃƅԉƍƵƂƝƃƴƏƾ¯

● 冬を生きる動物の生態
開催日時：2015年 1月 17日（土） 10:00
集合場所：高原の自然館
講師：上野吉雄
準備：基本セット，双眼鏡，スノーシュー・かん
　　　じき
定員数：30名
参加費 : 無料（広島県生物多様性普及啓発人材　
　　　　　育成事業の支援を受けて実施します）
かんじきレンタル：400円

ơƌƋǂƕ݅ڻǈ©ോƕƗƤݰৌ

ǈૄƍƜඃƃƴƏªƤञǈƾƅڰǁƞ©ਫ਼ৌ

ƺीݰƠƟƁƿ©ƟǉƠോƂԗƍƜźǁƤ

ƁƂ്ƁǀƴƏªƁźുੈƞ©Ƥञǈඃƅ

ϮƤǢǷÁǠȎÁƺƁǉƎƃǈƊຌϪҍƋźª

՞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

©ຐƝడǅƙƜźƕื¾ƸƏƙƁǀຐǈຩƞƍܫ

ƁƿபƮƞ֓Ƃ൲ǅǀ߮ƷƜźƴƏªȓȜǲǏƺ

ǋǖǷǖȓȜǦǏƸ߰ǈ৭Ʒ©ƸżգƸƠƅ©

ơƂ݂ǁƝƍƽżª݅ڻƤࠨਆըƥ©�� ڕ �� థ

Ɓƿ ڕ� �� థƴƝப։ըƞƠǀƴƏªݤశƸ©ੰ

ƅƤඞơƊຣըźƕƖƃ©ŸǀƂƞżƊƌźƴƍƕª

ƴƕຣǠÁǣȜ©݅ڻƤࠨਆըƝƀӂźƍƴƍƽżª

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚÐ

● 雪原のトレッキング
開催日時：2015年 2月 8日（日） 10:00
集合場所：高原の自然館
講師：上野吉雄
準備：基本セット，双眼鏡，スノーシュー・かん
　　　じき
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
かんじきレンタル：400円

ॖபƤ݅ڻƥƟǉƠ߰ǈڰƑƜƅǂǁƤ

Ɓ©ǢǷÁǠȎÁƺƁǉƎƃǈີźƜඃźƜƵ

ƴƍƽżªോલƤਫ਼ৌƺीݰƠƟƤǾǌÁȔ

ǲǞǍȜƤ੯©ȏǖǙȖǔȘǛȒƺǱǼȉǠƠ

ƟƤƤञƝভԗƏǁȏǖȉǠƸૄƍƜƵƴ

ƍƽżª


