
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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観察会案内

ÁபǈźƃǁോƕƗƤভઇ

ÁڻƤǱȕǬǖȜǙ

ÁࢰƤǱȕǬǖȜǙ

●冬期休館のお知らせ
ਆըƥப։ׄըƝƏªׄը։գƞ༙ຨࠨƤڻ݅

ঢ়ƥϟҍƤହǀƝƏª

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
※年末年始のお休み：12月27日（土）～1月4日（日）

●ハカセ喫茶のご案内
ߒݔࠨਆבګߪӂƝƥ©ࠨਆƤ༺ǈ൚ƃƠ

Ƃƿ©ƀƞƀҬ߱ǈԉƍƶӂ LQ ݅ڻǈӚކ

ƍƜźƴƏª

ӵ്๋ƤǸǔǤÏৡไҙÐơࠨਆқԇƤ༺ǈƍƜ

źƕƖƃ©༹ƺƁƠ൘Ϥ֏ƝƀƺƀҬ߱ǈźƕƖ

ƃƠƂƿ©ԉƍƶǞǍǑȜǢǔǾǐƝÛǸǔǤֵÜ

ƞปഘƇƴƍƕªƉǂƴƝ©ÛКÜÛవОÜǈ

ǯÁȇơӚކƍƴƍƕª۪ݤƸຈ¾ƠǛǢǱǈڅž

Ɯ©ٸƏǁୗƝƏª

कƍźऩඔƥ©ߒݔࠨਆבګߪӂƤȄÁȉ

ȃÁǡ©ƴƕƥǸǔǤֵƤȃÁǡƝƊӽమҍƋźª

NPO法人西中国山地自然史研究会ホームページ：
http://npo.shizenkan.info

ハカセ喫茶 Facebook：
https://www.facebook.com/cafe.hakase
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観　察　会　報　告
●ゴギの繁殖観察会
開催日時：2014年 11月 9日（日）9:30
講師：内藤順一

ࣧОƂ݂ǀ©యǂƕܫຐƂೣƍƅкǁ©ǝ

ǗƤರऺ՞߀ӂƂƋǂƴƍƕªݤӄƤܹ

ƤৡไҙƝŸǁఋௌঢ়ভƝƏªצƥ©ેॼߴ

�� ปƂઘଘ۽ฎըơ݊ƍ©ࠕਃԇǈܷź

ƴƍƕª

ǝǗƥ©ǍȘǳƤգƝŸǀ©ഷƤઘƤ

౹źನใƂ௬ଔƝƏªݔඞƤ݅ ��� Æ

��� ȊÁǱȔƤƕźٳơভਗ਼ƍƜźƴƏª

ƿǂƴƑǉڰƅ©തƥŸƴǀ߰ƂӍोƂڀ

Ƃ©ರऺǠÁǣȜƥೋԂ୵ڰžƺƏƅƠǁƓż

ƝƏªÛڽƤצÜƞƸۋƦǂƜƀǀ©ভਗ਼Ց

ƤςҎƺǋȇǝƺȍȇȊƤඝơƾǀ©ۉ

ঋƂࣨڿƍ©ܐலڮƝƥฤպሸ , ơ৽ୗƋ

ǂƜźǁƉƞǈ൚ƃƴƍƕª

źƜ©ǝǗƤರऺƤຈ߱ǈǼǰǓƝࠊଝƍ

ƴƍƕªǓǢƞȊǢƂȃǋơƠƙƜоźƝźǁ

ຈ߱Ƥ੯ơ©ߙຬ۪ơƏƆݾǈƁƇƐ©൶ǈ

ƼƿƼƿƞоƆथษƂڰƿǂƴƍƕªఋௌঢ়ভ

ơƾǁƞ©ƉǂƥÛഴƤܷÜƞۋƦǂ©ຬƤ

ਇƜơয߱ǈܷƃசƿƑƕǀ©ຬƂƋǂƠź

ƾżơ©ࣧƤڋգơధǀݡƴƑǁƕƷƤܷ

ƖƞܰžƿǂƜźǁƓżƝƏª

ࡓƴƝߒƤ۪ƥ©ǝǗƂভਗ਼Əǁਃԇࠕ

Ɲϱƍ©՞߀ǈܷźƴƍƕªࣧОƝोౢƋǂ

ƜźƕৣƤપǀƸƠƅ©ƍƙƁǀƞ՞߀ƏǁƉ

ƞƂƝƃƴƍƕª

ƴƐƥ©ѦƅƁƿƓƙƞ߰ǈӽమƍƴƏªǝ

ǗƥݾƤ່ƴǁ©ǂƤຟǉƖथࣅƝರऺǈܷ

żƕƷ©ৣ ƤञƁƿƝƸƓƤ߰ǈӽమƝƃƴƏª

ƛƃ©ఢհƝتӍƋǂƠźƾżơƼƙƅǀƞڀ

Ƹ߰ǈڰƿǂǁϡƴƝຣǁƞ©ߑҔࡑƥ©ȃ

ǋƝоźƝźǁຈ߱ǈ߂йƍƕǀ©ৣƤݾǈ

©Əǁ߀ຬ࣫ǈޯǁ߰ǈਣհ؉Ɲ՞ߙƙƜو

߶ź߶źơǝǗƞƤƨƞࠝǈҲƊƍƴƍƕª

ƉƤ۪©൭ƤथࣅƝƸǝǗƤರऺƤຈ߱ǈӽ

మƍ©ƴƞƷǈƍƜӃߕƞƠǀƴƍƕªӃ۪ߕ

Ƹ࠾แƺϪ۷ڰՆƂܷǅǂ©ǝǗǈࡥǀԹƅՑ

ƺ©ƟƤຈơൾ۳ƍƜźƇƦƾźƤƁ©ܰž

ǁӂƞƠƙƕ՞߀ӂơƠǀƴƍƕª

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ
繁殖の様子を映像で視聴する．左側にいるメス
が，川底に作った産卵床に尻びれを差し込み，
出来具合を確かめている．

集合場所の大朝公民館で，ゴギについて事前学
習を行う．

頭部に瞳大の白い斑紋があることを，スライド
を使っての解説があった．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛǝǗƤߙຬܷơƚźƜ©ӃৗƍƜƅƖƋƙ

ƕƤƝ©ൺơƠƙƕÜÛߙຬǠÁȜƤǼǰǓÜ

ÛǝǗƤರऺܷƂڰǂƕƉƞÜÛǼǰǓǈڰƕ

ƉƞÜÛצƤۋƩඞƂ©ϽơƾƙƜϸżƞź

żƉƞÜÛǝǗƤߙຬƤкǈƎƙƅǀƞƵǂ

ƕƉƞÜÛߙຬǠÁȜǈкƝƸڰǁࠕƂƝƃ

ƕƉƞÜÛƷƐƿƍźצƖƞ߶ƙƜźƴƍƕƂ©

Ϫӟơ་ߪ୵ơƥ©।ƤভԗƞեٟƂ॓źƉƞ

Ƃ്ƁǀƴƍƕªൺơƠǀƴƍƕÜÛتశ©

࡙ǝǗƂڰǂƠƅƠƙƕÜÛǝǗƤƂ॓ƴƙ

Ɯ©ƍƜƀǀƴƍƕÜÛ�శƬǀơǝǗǈ

Ɯ©ƞƜƸƅӃƙƕªڰÜÛǼǰǓƝࠕǂƕڰ

ৗฝƸƞƜƸźÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛǝǗƤভઇơƚźƜ©कƍƅӃৗƍƜźƕ

ƖźƕƤƝ©ǝǗơઁƏǁƂ॓ƴƙƕÜÛ֙

ƑƜźƕƖƃ©ŸǀƂƞżƊƌźڰƠҹǈࢠ

ƴƍƕÜÛƞƜƸ്ƁǀƺƏƁƙƕƝƏÜÛৗฝ

Ƃ്ƁǀƺƏƁƙƕÜÛкơ݊ǅƑƜकƍź

ӃৗǈƍƜźƕƖźƕƤƝ©ƞƜƸ്ƁǀƺƏ

ƅษ౹ƁƙƕƝƏÜÛǝǗƤ֙ࢠঢ©ভઇǈ݊

ǅƑƜԇƬƉƞƂƝƃƕÜÛƺ©।ƞƤեǅ

ǀƠƟ©ভോੰຈঢƤแછǈय़تơՃƎƿǂ©

ൺơƠǀƴƍƕÜÛ�శƇƜОஂƞƠǀƴ

ƍƕƂ©ভઇơƚźƜƞƜƸൺơƠǀƴƍƕÜ

ÛຣǁதơƂ॓ƴƙƜƀǀƴƏÜゴギを驚かせないよう，少人数で交互に観察す
る．

ペアで泳ぐゴギを発見！

離れた場所からゴギを探す．内藤先生が指し示
す先には・・・．

観察会終了後も，参加者からの質問や意見交換
などが相次いだ．
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観　察　会　報　告
●八幡高原の野鳥観察会
開催日時：2014年 11月 16日（日）9:00
講師：上野吉雄

হؾƂڰžЖǂƏǁஂۺƤҍ©�� ปƂ݅ڻ

Ƥࠨਆըơ݊ƍ©݅ڻƤ๋ନ՞߀ӂƂ

ƥ©๋ନƤৡไҙƝߴӄƤܹݤƋǂƴƍƕª

Ÿǁञֳ๋ঢ়ভƝƏªตȟڻ࠻ƺஏѓ©

©ƿǂǁபନƺڰǀ©ƉƤࠝ։ơࢿǈڻ࠻ࣻޫ

໊ନǈ՞߀ƍƴƏª

ƠபتƁźƴƍƕªय़܃Ʈڻ࠻ơตȟࣄވ

ନƤǋǱȓƤ੯ơ©໊ନƤǠǡȎǏǔȒǈ՞߀

ƍƴƍƕªశƠƿٙǂƝܷƏǁǠǡȎǏǔ

ȒƝƏƂ©ƉƉƝƥ �МƤӽమƞƠǀƴƍƕª

ƉƤࠝ։ơڰƿǂǁࣧନƤ໊ନƤ �Æ � ԓƂ

శᅛҎƍƕନƝŸǁƂ©җƤଦОƤй؊Ɲݤ

еഗਫ਼ƞƠǀ©ƤઘಣƂণଦƝƃƠƁƙƕƤ

ƝƥƠźƁƞ©ञ๋ঢ়ভƂ༺Ƌǂƴƍƕª

थࣅǈϱƍƾżƞƍƕํঢ়©ञ๋ঢ়ভƂȂ

ǴȇǠǜƤ߰ǈಔڰƍƴƍƕªڻ࠻Ɓƿѯƴƙ

ƕथࣅƝ©ȑȋǗƤǈीƯƜźǁຈ߱ǈ՞߀

ƍƴƍƕªƉƤƾżƠഗϪƤੋفƂŸǁƤƸ๋

ନ՞߀ӂƤԉƍƵƤ �ƚƝƏª

źƜ©ஏѓƝƤ՞߀ƝƏªتƅơഢƍƜ

Ÿǁஐ৳ǈӽమƍƜźǁƞ©�ƚƤٙǂơૼู

ƂƴǀƴƍƕªǠȒǕȄǓǡȖƝƏ¯ȄǓǡ

ȖƝވƸઘƃƅ©ƓƤปƤହǀ©ଧഷƂ౹

źƉƞƂ௬ଔƝƏªơƥபନƞƍƜຣƍ©

ƂƸǁƴƝƤգƤƵӽమƋǂǁƉƞǈञ๋

ঢ়ভƂӃৗƋǂƴƍƕªǓǢ߭ƝଶźƁƇ

Ÿƙƕǀ©ஏǉƲơ݂ǀ©ຩƗඇǈीƯƜźǁ

ຈ߱ǈ©՞߀ƍƴƍƕªƉƤ੯ơ©ञؾǈৰӄ

ƍƠƂƿञࣳƏǁǸǍǨǔƺªরەơ܃ƇƜϱ

ƞ߶ǅǂǁ©ǔȘǏƤ߰Ƹڰƿǂƴƍƕª

ƁźƴƏª܃Ƥ່Ʒૢơڻ࠻ơ©ޫ۪ࣻވ

ƼƙƕǀƞоƆǜǕȋƤ߰ƺ©່ Ʒૢ൶Ɲƥ©

థෛƝވƸࣧƋƠନƝŸǁǖǘǍǨǩǖƤมƃ

ǈԻౄƍƴƍƕª

՞߀Ƥ۪ƥନ݊ǅƑƞƴƞƷǈܷź©ݤӄƤ

՞߀ӂƝƥ©�� Ƥ๋ନƂӽమƋǂƕƉƞ

ǈඔݓƍƴƍƕªƴƕ©ȕȜǡȌǘƤຣƂ

ƴƖӽమƋǂƜźƠźƉƞ©శƞϰƠǁ

Ƹ༺Ƌǂ©५ƃƠź༺છơปߣীƍƋǈՃƎƠ

Ƃƿ©՞߀ӂǈžƴƍƕª

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

続いて田園での観察．群れで電線に留まってい
る．シラガホオジロやカワラヒワを観察した．

霧ヶ谷湿原で観察を始める．ススキやヨモギ等
の間を移動しながら採餌するので，フィールド
スコープより，双眼鏡の方が観察しやすいこと
を聞いた．

アトリの特徴を図鑑で確認．街中でも見られる
身近な冬鳥であることを，上野先生が解説され
た．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛǠȒǕȄǓǡȖǈ՞߀ƝƃƕƉƞÏ�ÐÜÛǔ

ȒƂҗƤОƝƂ߿ǉƖƉƞªȄǟǖȍǲ

ȓǗÜÛॵբƺ©ලѦ؉ƠƟࠜƙƜźǁඞƂڰ

ƑƜƅƖƋƙƕƤƝ©ƾƅڰžƴƍƕÜÛǢǣ

Ȋƞ߶ƙƜźƕƸƤƂ©ा¾ƠࣧନƖƙƕƤƂ

ԉƍƁƙƕƝƏÜÛǠȒǕȄǓǡȖƂڰǂƕƉ

ƞ©ǸȜǷǖǈƙƕƉƞÜÛਣհ؉ƖƇƝƥ

ƠƁƠƁڰǂƠźƤƝ©ݤதƥǾǌÁȔǲǢ

ǜÁȀǈࠜƙƜຣƾżƞ߶ƙƕªÜÛǋǱȓƂय़

ƿǂƕڰƅƝتǂƕƉƞÜÛǸǍǨǔƂڰơت

ƉƞÏ�ÐÜÛȂǴǻȘ©ǓǓȇǠǜƂźǁƞź

żࠕǈ൚źƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
Ûڰƿǂǁथ܈©ࣅƃƠीƯോ©ନƤปਃ

ƂǅƁƙƜƾƁƙƕÜÛନƤƉƞƖƇƝƠƅ©

źǃźǃƠࠨਆƤƉƞǈžƜƸƿžƜƾƁƙ

ƕÜÛࣄƷƜ๋ନ՞߀ӂơߑҔƍƴƍƕƂ©ƞ

ƜƸԉƍƁƙƕƝƏÜÛȕȜǡȌǘ©ȂǴȇǠ

ǜǈ։અƍƜźƕƤƝߣషÜÛݤశƥࣧନƂࣨ

ƠźƉƞǈǀƴƍƕÜÛƴƕߑҔƍƕźƝƏÜ

ÛƉǉƠơੰƤନƂźǁƞƥ߶źƴƑǉƝƍ

ƕÜÛźǃźǃൺơƠǀƴƍƕÜÛȄǓǡȖ

ƤȊǢƤ൭ƥచƍźÜÛԉƍźૄନӂƝƍƕ

Ï�ÐÜÛźǃǉƠନơࢫӂžƕÜÛƤඬƁƋ

ǈݤశƸՃƎƕÜÛǠȒǕȄǓǡȖƥࣄƷƜڰ

ƴƍƕÜÛ෧శ©ǠȒǕȄǓǡȖǈԉƍƵơƍ

ƜźƴƏÏ�ÐÜÛƞƜƸƁƙƕƝƏÜÛǔȒ

ƂࣨƠƅƜߣషƝƍƕÜ

対岸近くを泳ぐコガモの群れ．早々に水中に潜っ
てしまったが，カイツブリも確認できた．

尾崎沼湿原の堤から溜め池に来ているカモ類を
探す．

上空を飛ぶハイタカ．よく見かけるトビとは尾
羽の形が違うことが確認できた．

最後に鳥合わせを行う，それぞれ観察したもの
を報告し合って，28種の野鳥が確認された．



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）

－ 6 －

観　察　会　案　内

● 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）
レンタル：かんじき400円，スノーシュー1,000円
※数に限りがありますので，事前にご予約下さい．

ơƌƋǂƕ݅ڻǈ©ോƕƗƤݰৌ

ǈૄƍƜඃƃƴƏªƤञǈƾƅڰǁƞ©ਫ਼ৌ

ƺीݰƠƟƁƿ©ƟǉƠോƂԗƍƜźǁƤ

ƁƂ്ƁǀƴƏªƁźുੈƞ©Ƥञǈඃƅ

ϮƤǢǷÁǠȎÁƺƁǉƎƃǈƊຌϪҍƋźª

● 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・中学生以下は無料
レンタル：かんじき400円，スノーシュー1,000円
※数に限りがありますので，事前にご予約下さい．

ॖபƤ݅ڻƥƟǉƠ߰ǈڰƑƜƅǂǁƤ

Ɓ©ǢǷÁǠȎÁƺƁǉƎƃǈີźƜඃźƜƵ

ƴƍƽżªോલƤਫ਼ৌƺीݰƤǾǌÁȔǲ

ǞǍȜƤ੯©ȏǖǙȖǔȘǛȒƺǱǼȉǠƤ

ञƝভԗƏǁȏǖȉǠƸૄƍƜƵƴƍƽżª

՞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

ǅǀ©Ёਗ਼ƚƅƞ©źƚƤգਆըƤЏюޯؑƂࠨ

ơƺƿ �� Ʒơƥ©Ƃ݂ࣄڕơƠƙƜźƴƍƕªڕ

ǀƸǀ©źƾźƾபෛƞźƙƕƞƉǃƝƍƽż

Ɓªধǂƕ่ƥơࢫƜ©ƤತۼࡊƝതƾǀ

ฝǁƅƠƙƕ่ǈԉƍǉƝźƴƏªݤశƸߣǀŸƞ

ǅƐƁ©శశ߮ǈ֏ࠜƗƅҲƊƑǁƾżơ©�థ

�థǈઘࠕơҲƊƍƜܷƃƕźƝƏƣªÏŸǀƵƚÐ

● 早春のトレッキング
開催日時：2015年 3月 7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 : 一般 300円，賛助会員 100円
  　　　正会員・中学生以下は無料
（レンタル：かんじき400円，スノーシュー1,000円）
※数に限りがありますので，事前にご予約下さい．

ڰƤଊƍƂࢰƍƁƙƕபƂҲƄ©ơƸڼ

ƿǂǁࠝ։ƝƏªࢰǈઅƚहോƺോલƤ߰ǈ

՞߀ƍƴƍƽżªபƞࢰƤ໗ඞǈՃƎƿǂǁ©

ƉƤࠝ։ƠƿƝƥƤǱȕǬǖȜǙƝƏªƂ

ƙƜźǁथ݊ƥ©ǢǷÁǠȎÁƺƁǉƎƃǈߣ

ƊຌϪƅƖƋźª

ċப։Ƥ՞߀ӂƥ©ઘƤςஂۺơƾǀ©

߾ơƠǁथ݊ƂŸǀƴƏª༙ ຨƂࡥǂǁƾż©

೯ƐࠕਃƤ॔ƍݡƵǈƀշźƍƴƏª


