












平尾台自然観察センター

大平山

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒 803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番 40 号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 月曜日（祝日の場合は翌日）

ＮＯ. ２２８　２０１９年７月号

その時々の自然との出会いを大切に、二時

間程度の散策をするミニ観察会です。

開催日：２０１９年７月２日（火）

時間：９：３０～（２時間）

定員：先着１０名( ２名以上開催)

料金：３００円

夏の四方台からの展望と野草を楽しむ。

開催日：２０１９年７月２８日（日）　

夏の平尾台で見られるきのこを観察します。

開催日：２０１９年７月１４日（日）　

時間： ９：３０～１４：００　　

定員：３０名　

こどもたちだけで、カルスト台地平尾台を

学ぶ『日帰り自然体験学習』です。

開催日：２０１９年７月２１日（日）　

時間： ９：００～１６：００　　

定員：３０名（小学 4 年生～ 6 年生）　

参加費：２，０００円（昼食代含む）

子供の送迎必要。平尾台自然の郷と共催。

散策道の点検・整備などを行います。

開催日：２０１９年７月６日（土）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（高校生以上）　

平尾台の主な散策道の草刈整備

開催日：２０１９年７月９日（火）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（大学生以上）　

備考：草刈機使用　　

平尾台の外来植物や竹林を駆除し生物多様

性を維持する為の活動。

開催日：２０１９年７月１３日（土）　

時間： ９：００～１２：００　

時間： ８：００～１４：３０　　

定員：３０名（小学４年生以上）

石のひつじ
「鍾乳洞探検（初級：目白洞）」５月１９日（日）

「花に集まる虫観察会」５月２５日（土）

ムラサキ
トキソウ

ウツボグサ

ヒメケフシグロ

オカウツボ

ノハナショウブ

「大平山登山」６月９日（日）

ムラサキの花岩山から

岩山ごろん

大平山山頂

ベニカミキリ

ジュウシチホシハナムグリ

６月４日

ツレサギソウ コキンバイザサ

フナバラソウ

カキラン

ルリシジミ♀

シロコブゾウムシ

アゲハチョウ

ウラギンスジ

ヒョウモン

セアカオサムシ

ヤマトキソウ

成虫

頭

青龍窟を予定していましたが、未だ入洞禁止の状態なので目白洞に変更し

て実施。（コース）第一ホール～第二ホール～第一プール～第二ホール～

水流コース、 及び観光洞。 参加 9 人中 6 人の方が初体験でした。 皆さん

泥んこになり濡れながら、 普段経験できない洞窟探検を楽しんでいました。

参加者 ：一般９人、ボランティア６人、スタッフ１人。

運動会時期と重なり参加者は少なかったけれど、その分濃いい虫観察会に

なりました。ガマズミの花などに集まるハナムグ

リやカミキリムシの仲間や葉の上にいるハムシや

オトシブミ、 ヒゲコメツキなど多彩な顔触れで、

朽木やキノコには、ゴミムシダマシやキノコムシ

の仲間がおり興味津々の様子でした。 参加

者：一般６人、ボランティア４人、スタッフ１人。

6月上旬から中旬にかけて草原や湿原で観察し

た野草たちです。

コース：センター～平尾百仏～大平台～大平山～小穴分岐 （昼食）～岩

山 （岩山ごろん）～中峠～茶ヶ床 （トイレ）～深窪～山神社。野草、野

鳥、 奇岩などを観察しながらゆっくりと

歩きました。岩山で寝ころび眼を閉じ耳

をすまして自然を感じたり、中峠付近で

やまびこ体験をしたりといろいろと楽しん

だので、 皆さんとても素敵な笑顔に

なっていました。 参加者 ：一般２１人、

ボランティア５人、スタッフ２人。

イシガケチョウ

の幼虫はイヌ

ビワの葉っぱ

などを食べて

育ちます。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の 1 0 日前まで必着。

●

●

●

●

●

●

●

ガイド散歩

四方台急坂登山（小穴：中級）

きのこ観察会

平尾台ふしぎ発見隊キッズレンジャー

散策コース整備ボランティア☆

草刈ボランティア

外来植物駆除ボランティア☆

やぶじらみ

昆虫

イシガケチョウ幼虫



平尾台自然観察センター

スケッチ

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番40号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 夏休み期間中、休館なし

ＮＯ.２２９　２０１９年８月号

ノヒメユリなどの野草を観察します。

開催日：２０１９年８月１０日（土）　

時間： ８：３０～１２：００　　

定員：３０名（小学生以上）

ペルセウス座流星群や惑星の観察をします。

開催日：２０１９年８月１２日（月）　

時間： １９：００～２２：００　　

場所：平尾台自然の郷（駐車料金：３００円）

＊ペスセウス座流星群観賞会は事前申込不要　

竪穴に迷い込んだ生き物を観察します。

開催日：２０１９年８月１８日（日）　

時間： ９：００～１２：００　　

定員：３０名（小学生以上）

参加費：高校生以上500円、小中300円　　

鍾乳洞の中を探検する初心者ケイビング

開催日：２０１９年８月２５日（日）　

時間： ９：００～１４：３０　　

定員：３０名（小学４年以上）

参加費：高校生以上1,500円、小中500円

様々な形や色彩のきのこ写真が大集合

出展者：福岡きのこ友の会

展示数：２１９点

開催日：７月２日（火曜）～８月３１日（土）

場所：センター１Ｆエレベーターホール

石のひつじ
「広谷湿原野草観察会」６月２３日（日）

「きのこ観察会」７月１４日（日）

ノハナショウブ

カキラン

ヌマトラノオ

コバノトンボソウ

きのこの名前調べ

キヌガサタケ

シロイボカサタケ

コオニユリ

スズサイコ

キキョウ

ヨロイグサ コキンバイザサ オカウツボ

ウツボグサ

7 月17日

7月17日

7月18日

7月18日

きのこ探し
キイボカサタケ

ササバラン

７月４日

ウラムラサキシメジ

　　　　　（傘表）

キツネノタイマツ
ガンタケ

ナカグロモリノカサカワラタケ

7月7日

ウラムラサキシメジ

　　　　　　（傘裏）

カナブン

キヌガサタケ

樹液酒場に集

まった虫たち。

シマサシガメ

テントウムシ

イシガケチョ

ウがキヌガサ

タケの臭いグ

レバを吸って

います。

シマサシガメがテ

ントウムシの体液

を吸っています。

イシガケチョウ

ユミアシゴミム

シダマシ
朽木の硬

いきのこ

を食べて

いるよう

です。

ネジバナ白 ノヒメユリ

7月11日

7月23日

7月17日

7月8日

7月17日

マメコガネ 7月14日

7 月11日

7月11日

7月23日

各種の葉っぱを

食べます。

カナブン

クワガタムシ

広谷湿原に咲くノハナショウブ、コバノトンボソウ、ヌマトラノオなどの野草を

観察しました。また、広谷に行く途中の草原や森の中に咲くお花やホトトギ

ス、キビタキなどの野鳥の声も楽しみました。

参加者 ：一般２３人、ボランティア３人、

スタッフ１人。

小雨降る中でのきのこ探しとなりましたが、キヌガサタケやシロキツネノサカ

ズキ、ドクツルタケ、アカイボカサタケなど約50種のき

のこを観察しました。「福岡きのこ友の会」より講師２人

胞子員２人の参加をいただき、楽しい観察会になりまし

た。きのこスケッチやきのこ写真展見学などもしました。

参加者 ：一般３３人、ボランティア４人、スタッフ２人。

７月上旬から中旬にかけて、草原で観察

した野草たちです。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の10 日前まで必着。

●

●

●

●

●

夏の野草観察会

ペルセウス座流星群観賞会

洞窟で生き物観察

鍾乳洞探検（不動洞：初級）

きのこ写真展

ニイニイゼミ羽化

食事をする虫たち



平尾台自然観察センター

ヒメキマダラセセリ ゴイシシジミ

自然の郷 芝生広場

8月9日 8月5日

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番40号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 月曜日（祝日の場合は翌日）

ＮＯ.２３０　２０１９年９月号

平尾台の主な散策道の草刈整備

開催日：２０１９年９月１２日（木）、　　

平尾台の外来植物や竹林を駆除し生物多様

性を維持する為の活動。

開催日：２０１９年９月７日（土）　

時間： ９：００～１２：００　

キセワタなどの初秋の野草を観察します

開催日：２０１９年９月８日（日）　

時間： ８：３０～１２：００　　

定員：３０名

鍾乳洞の中を探検する初心者ケイビング

開催日：２０１９年９月２１日（土）　

時間： ９：００～１４：３０　　

定員：３０名（小学４年以上）

参加費：高校生以上1,500円、小中500円

カルスト台地平尾台から花崗岩の貫山まで景

観の変化を楽しみながら展望を楽しみます。

開催日：２０１９年９月２８日（土）　

時間： ８：３０～１５：３０　　

定員：３０名

散策道の点検・整備などを行います。

開催日：２０１９年９月１４日（土）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（高校生以上）　

開催日：２０１９年９月１２日（木）、　　

　　　　19 日（木）、27 日（金）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（大学生以上）　

備考：草刈機使用　　

石のひつじ
「四方台急坂登山（中級）」７月２８日（日）

「夏の野草観察会」８月１０日（土）

カワラナデシコ

キキョウ

ノヒメユリ

センニンソウザクロソウ

キツネノマゴ
ガガイモ

白花

ヒメシオン

キツネノマゴ

8月21日
8月21日

8月21日

8月21日

8月9日

「ペルセウス座流星群観賞会」８月１２日（月）

天体望遠鏡に長蛇の列

アカガエルの仲間生き物死体

カナブン

ミヤマクワガタ

セアカツノカメムシ

アカアシカスミカメ

オオミズアオ

クツワムシ

ルリモンハナバチ カナブン

「洞窟で生き物観察会」８月１８日（日） 牡鹿洞竪穴底

8 月14日

8月9日

8月9日

8月9日
8月9日

8月9日

コカメモヅル ツユクサ

8月9日

８月２１日

盛夏の急坂登山。熱中症のリスクもあるけれど、四方台の急坂に咲き誇るキ

キョウのお花や展望を楽しんでいただきました。幸い曇がちで風もあり暑さを

あまり意識しないで済みました。展望尾根にはカワラナデシコの群生もあり、

皆さんとても喜んでおられました。参加者：一般９人、ボランティア4人、ス

タッフ2 人。

８月上旬から中旬にかけて草原や草地で

観察した野草たちです。

平尾台を代表する夏の野草ノヒメユリやヒナノキンチャ

クなどをメインに観察しました。しかし両花とも例年の

ように咲き誇る感じではなかったのですが、他にもセ

ンニンソウ、ミシマサイコ、キキョウなどいろんな野草

を観察出来たので、満足されたようでした。

参加者 ：一般 16 人、ボラン

ティア4 人、スタッフ1 人。

牡鹿洞竪穴の底部分で、洞窟に迷込んだ生き物や暗い場所を好む生き物を観

察しました。竪穴の底は約12℃ととても涼しく上着を

羽織っての納涼観察会。両生

類 4 種 （タゴガエル、ニホン

アカガエル、ヤマアカガエル、

ニホンアマガエル）、昆虫11

種他。参加者 ：一般 25 人、

ボランティア1 人、スタッフ2 人。

昨年より更に多い参加者で会場があふれ返りました。ただ、月明かりがあ

り、多い人で流星 5，6 個程度でしたが．．．　オプションとして、天体望

遠鏡で土星と木星も観察しました。参加者：一般5030人、ボランティア3

人、スタッフ5 人 （自然の郷と共催）。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の10 日前まで必着。

●

●

●

●

●

●

草刈ボランティア

外来植物駆除ボランティア☆

初秋の野草観察会

鍾乳洞探検（目白洞：初級）

貫山展望登山（中級）

散策コース整備ボランティア☆

昆虫

エリマキツチグリ



平尾台自然観察センター

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番40号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 月曜日（祝日の場合は翌日）

ＮＯ.２３１　２０１９年１０月号

散策道の点検・整備などを行います。

開催日：２０１９年１０月５日（土）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（高校生以上）　

平尾台の主な散策道の草刈整備

開催日：２０１９年１０月１日（火）、　　

　　10日（木）、16日（水）、18日（金）　、

　　23 日（水）、30 日（水）

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（大学生以上）　

備考：草刈機使用　　

リンドウなどの晩秋の野草を観察します

開催日：２０１９年１０月２７日（日）　

時間： ９：３０～１５：００　　

定員：３０名

ススキを観賞しながら四方台に登ります。

開催日：２０１９年１０月１９日（土）　

時間： ９：３０～１５：００　　

定員：３０名（小学年以上）

季節ごとに移り変わる平尾台の様々な表情を

楽しめる写真展

出展者：フォトクラブ「華蓮」

開催日：１０月１日（火）～１０月２７日（日）

場所：センター１Ｆエレベーターホール

石のひつじ
「鍾乳洞探検（不動洞）」８月２５日（日）

「初秋の野草観察会」９月８日（日）

９月１４日

カーテン（膜状鍾乳石）。薄くて光を

通すものをベーコンと呼びます。

今年は、入口の水深が１３０ｃｍもあったので、ロープを張り、背の低い小

学生は背負って通過。水温約14 度、洞内気温約15℃と涼しく、濡れる、

汚れる、暗い、狭い、足場が不安定と普段経験できない洞窟探検を楽しん

でいただきました。半数の方が初めてでしたが、洞窟探検に魅入られた方

もいました。参加者 ：一般２４人、ボランティア７人、スタッフ2 人。

９月上旬から中旬にかけて草原や湿地で観察した野草たちです。季節

の移ろいと共に野草の種類が次々に入れ替わり楽しい。

少し蒸し暑い天気でしたが、この時期ならではの野草を探しながらのんびり

と歩きました。イヌハギ、ガガイモ、ヒメシオン、ミシマサイコ、マキエハギ、

カワラケツメイ、ツルマメ、ヤブツルアズキ、オミナエシ、サワヒヨドリ、ミズ

タマソウ、ヒメキンミズヒキ、ミヤマウズラなどを観察していただきました。

参加者 ：一般２９人、ボランティア７人、スタッフ２人。

9 月に発生していたきのこです。 この

ホウキタケの仲間は初めて見ました。

ワタヘリクロノメイガ

は、 尻尾の先に

ある黄褐色の毛の

塊をぐるぐる回して

いました。何の意

味があるのだろ

う？不思議です。

久しぶりにタマムシを観ました。見慣れた背中の

模様も美しいですが、腹部の色彩も絶妙です。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の10 日前まで必着。

●

●

●

●

●

散策コース整備ボランティア☆

草刈ボランティア

晩秋の野草観察会

ススキ観賞登山

フォトクラブ「華蓮」写真展

ノササゲ（マメ科） シオガマギク　　

（ゴマノハグサ科）

ミツバグサ（セリ科） カラスノゴマ（シナノキ科）

ヒヨドリジョウゴ（ナス科）

オトコエシ　　　

（オミナエシ科）
サワギキョウ

（キキョウ科）

昆虫
？（ホウキタケ科） アカイボカサタケ　

（イッポンシメジ科）

ベニチャワンタケ　　

（ベニチャワンタケ科）

サンコタケ　　　

（アカカゴタケ科）

ブドウトリバ

（トリバガ科）

ワタヘリクロノメイガ

（ツトガ科）

マドガ（マドガ科）

ヤマトタマムシ

（タマムシ科）

シロオビノメイガ

（ツトガ科）

ベッコウハゴロモ

（ハゴロモ科）

ベーコン

9 月 10 日9 月 5 日
イヌハギ （マメ科）

不動洞入口

9 月 5 日

9 月 10 日 9 月 5 日

9 月 3 日

9 月 3 日

9 月 10 日

9 月 10 日

9 月 10 日

9 月 8 日

ガガイモ（ガガイモ科）

9 月 10 日 9 月 10 日 9 月 10 日 9 月 1 日

9 月 8 日

9 月 10 日

9 月 4 日



平尾台自然観察センター

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番40号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 月曜日（祝日の場合は翌日）

ＮＯ.２３２　２０１９年１１月号

散策道の点検・整備などを行います。

開催日：２０１９年１１月９日（土）　

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（高校生以上）　

平尾台の主な散策道の草刈整備

開催日：２０１９年１１月６日（水）、

　　　　１２日（火）　、１５日（金）

ススキを観賞しながら四方台に登ります。

開催日：２０１９年１１月４日（月祝）　

時間： ９：３０～１５：００　　

定員：３０名（小学年以上）

晩秋の平尾台で見られるきのこを観察。

開催日：２０１９年１１月１０日（日）　

時間： ９：３０～１４：００　　

定員：３０名　

落葉した森を散策した後で、落ち葉を使っ

て絵を描きます。

開催日：２０１９年１１月２４日（日）　

時間： ９：３０～１４：００　　

定員：２０名　

　　　　１２日（火）　、１５日（金）

時間： ９：００～１２：００

定員：１０名（大学生以上）　

備考：草刈機使用　　

平尾台をテーマにした絵画、写真、俳句、工

作物など、一般募集した作品を展示中。

展示数：応募された点数

開催日：１１月１日（金）～１月２６日（日）

場所：１Ｆ展示室＆１Ｆエレベーターホール

石のひつじ
「鍾乳洞探検（目白洞：初級）」９月２１日（土）

「鍾乳洞探検（目白洞：中級）」１０月６日（日）

「ススキ観賞登山」１０月１９日（土）

平尾公民館の敷地に植えられたフジ

バカマに連日アサギマダラが訪花し

ています。

クマノミズキ

の葉っぱを食

べていました。

１０月１１日

成虫

往路は第一プール手前まで行き、

復路は水流コースを通りました。鍾

乳洞内部を観察しながら慎重に活

動しました。途中、コキクガシラコウ

モリや白いヤスデの仲間も観察出

来、興味津々の様子でした。参加

者：一般１３人、ボランティア６人、

スタッフ2 人。

１０月上旬から中旬にかけて見かけた虫たちです。

晴れた日のお花では、まだまだ賑やかです。

参加者が1人だったので、予定コースより奥まで（第二プールの先まで、

支洞２つ）探検しました。濃い

い洞窟探検に魅了されたよう

で、ボランティア登録をされま

した。参加者 ：一般１人、ボ

ランティア５人、スタッフ１人。

小雨模様のスタートになりましたが、雨も上が

り下山する頃には時折お日様も覗いてきまし

た。ススキは陽光が少なくあまり見応えがあり

ませんでしたが、ウメバチソウやムラサキセン

ブリなどのお花が皆さんの心を鷲づかみにし

ていました。参加者：一般１９人、ボランティ

ア５人、スタッフ１人。

の幼虫はスズバチやトックリバチの巣に寄生し、

その幼虫を食べて育ちます （ハチの仲間）。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の10 日前まで必着。

●

●

●

●

●

●

散策コース整備ボランティア☆

草刈ボランティア

青龍窟と広谷台を巡るハイキング

晩秋のきのこ観察会

森の散策と落ち葉絵作り

カルスト文化祭

昆虫
ホタルガ（マダラガ科）

クロヒカゲ

（タテハチョウ科）

アサギマダラ

（タテハチョウ科）

コミスジ（タテハチョウ科）

アカタテハ

（タテハチョウ科）

オオセイボウ

ヒメアカタテハ

（タテハチョウ科）

オオセイボウ（セイボウ科）

キタテハ　　　

（タテハチョウ科）

アゲハモ

ドキ幼虫

10 月 4 日

10 月10日
10 月10日

10 月 4 日

コキクガシラコウモリヤスデの仲間 出洞後

鍾乳石

10 月 4 日

10 月10日

10 月 6 日

ウメバチソウ

四方台山頂

ススキ

ヒメヒゴタイ

ツユ ム シ

の仲間

10 月11日

撮影者 ：ボランティア桃坂氏



平尾台自然観察センター

（時期）４-１１月

（体長）１０-１１mm

（食べ物）小昆虫

（備考）草地などの地表にいます。体と

脚に多数のトゲが生えています。

（時期）８-１１月

（体長）１２-１８mm

（食べ物）小昆虫

（時期）７-１０月

（体長）２３-３５mm

（食べ物）エノキの衰弱木
（備考）照葉樹の落ち葉の間を徘徊

します。羽が短いので飛べません。

非常に敏しょう。

（食べ物）エノキの衰弱木

（備考）幼虫は木を食べて育ちます。こ

の幼虫をオオホシオナガバチの幼虫が

食べるようです。

だより
ホームページアドレス　http://www.hiraodai.jp/hnoc/

〒803-0180福岡県北九州市小倉南区平尾台一丁目4番40号

TEL093-453-3737 FAX093-452-3739

〈開館時間〉9:00 ～ 17:00

〈休館日〉 月曜日（祝日の場合は翌日）

ＮＯ.２３３　２０１９年１２月号

平尾台をテーマにした絵画、写真、工作物な

ど、一般募集した作品を展示中。

展示数：４０点

初冬の九州自然歩道（平尾台コース）を歩

きます。

開催日：２０１９年１２月１日（日）　

時間： ９：３０～１５：３０　　

定員：２０名（小学４年生以上）　

竹や松、梅などの自然素材を使用し、小さ

な門松を作ります。

開催日：２０１９年１２月１５日（日）　

時間： １３：００～１５：３０　　

定員：３０名　

参加費：１、０００円／１対

予備日：１２月２１日（土）

開催日：１１月１日（金）～１月２６日（日）

場所：１Ｆ展示室＆１Ｆエレベーターホール

石のひつじ
「晩秋の野草観察会」１０月２７日（日）

「青龍窟と広谷台を巡るハイキング」１１月４日（月祝）

青龍窟東洞口前

ウメバチソウ

リンドウ

ヤマラッ

キョウ

岩山山頂付近

１１月２日
１１月２日

「晩秋のきのこ観察会」１１月１０日（日）

ツエタケ シイタケ

スッポン

タケ幼菌
きのこ探し

きのこの解説

きのこの観察

滝不動

鬼の唐手岩
青龍窟東洞口ホール

１１月１０日

１１月１５日

山神社の　　

イロハモミジ

ハラビロカマキリ

卵しょう

イッポンシメジ

仲間

ニガクリタケ

クロヤツシロラン クリタケ

実

実

１１月７日

別名ビナンカズラ

気持ちの良いお天気の中、お花好きの皆さんと広々とした平尾台の晩秋

のお花を見て歩きました。リンドウ、ウメバチソウ、ムラサキセンブリ、ヒメ

ヒゴタイ、ハバヤマボクチ、ヤマジノギクなどが満開でした。昼食は見晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　しの良い岩山で摂りました。皆さんとても素敵

　　　　　　　　　　　　　　　　　な笑顔でした。参加者：一般２３人、ボランテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ィア６人、スタッフ１人。
１１月上旬から中旬にかけて見かけた地味な虫たち

です。すべて初めて観察しました。

曇がちなお天気でしたが、平尾台の奥座敷である広谷台やパワースポット

の青龍窟や滝不動などを楽しく巡りました。洞窟探検以外では案内するこ

とが少ない青龍窟目当ての方が多くいました。洞口ホールの大きさや神秘

的な空間に圧倒されて

いました。

参加者 ：一般４２人、

ボランティア５人、スタッ

フ１人。

福岡きのこ友の会より講師2人胞子員2人を迎えて、山神社一帯の森で、

きのこ探しをしました。 午後からはきのこの名

前を調べました。シイタケ、ナラタケ、スッポ

ンタケ、ツエタケなど約40 種類のきのこやヘ

ビヌカホコリ、エダホコリの2種類の変形菌が

見つかりました。皆さんときのこに親しみまし

た。参加者 ：一般２１人、ボランティア３

人、スタッフ２人。

落ち葉を求めて平尾の森を散策してい

るといろんなものが目につきました。

☆イベント情報☆

※往復ハガキにイベント名、住所、氏名、　

　年齢、電話番号を明記してください。

※複数で申し込まれる方は全員の住所、　

　氏名、年齢、電話番号を明記してくだ

　さい。中学生以下は保護者同伴。

※〆切は開催日の10 日前まで必着。

昆虫

ヒラアシキバチ

（キバチ科）

トゲサシガメ

（サシガメ科）

ヒナカマキリ

（カマキリ科）

サネカズラの実

●

●

●

カルスト文化祭

九州自然歩道登山（中級）

ミニ門松作り

晩秋の平尾の森


