
 

 

2015年度総会の報告 

三嶋秀恒（松戸市） 

開催日：2015年2月11日（水・祝日） 

場 所：千葉市生涯学習センター 大研修室 

出席者：71名、委任者数：131名 計 201名、会員数：289名（2月 10日現在） 

特別講演（司会・講師紹介：伊藤道男）    13：00～14：25 

「気候変動による日本の森林への影響:とくにブナ林分布への影響について」 

講師：独立行政法人森林総合研究所 植物生態研究領域チーム長 松井哲哉氏 

総会（司会・進行：佐野由輝）     14：35～15：50 

議題：2014年度行事報告・会計報告・監査報告、2015年度行事・予算案提案 

役員改選・役員紹介 

議長：小島紀彦（我孫子市）、書記：花島伸美（千葉市）・渡辺幸子（四街道市） 

＊特別企画：「自然観察会「バードウォッチング」  09：30～11：30 

担当：和仁道大・綾 富美子、 参加者数：24名 

＊懇親会：千葉市生涯学習センター内「うのまる」  16：10～17：40 

担当 盛一昭代・三嶋秀恒 参加者数：46名 

特別企画（自然観察会）：「バードウォッチング」 於県立中央博物館生態園 

穏やかな日和に恵まれ、2 班に分かれて、青葉の森公園では広場にハクセキレイ、ラクウシ

ョウの木の枝にヒヨドリのつがい、ウメの木のところにシロハラ、池の辺りにカワウ・ムクドリ・カ

ルガモが観られ、各種の紅梅やロウバイを観察できました。生態園では、舟田池の野鳥観

察舎でヒメガマの中にカイツブリ、アオサギ・ホシゴイ（ゴイサギの幼鳥）を観察しました。 

特別講演：「気候変動による日本の森林への影響:とくにブナ林分布への影響について」 

ブナ林は全国的に分布しているが、沖縄県と千葉県にありません の話から始まりました。 

1）日本の森林植生、2）過去の森林の変遷、3）日本のブナ林とその変遷、4）ブナ林と温暖

化影響、5）実際の森林の変化事例 に分けての講演で、専門的なことを 72 枚の PPT 画面

で分かりやすく説明いただいた。温暖化によって 4℃上昇したら、今と同じ気温の場所は約

700m 上昇する計算となる。過去 1 万年間ブナは分布拡大しながら北上してきた。果たして

ブナは急速な温暖化についていけるのか？ 日本の森林は過去の気候変動で分布を拡

大・縮小させたり、南北に移動を繰り返してきた。ブナの潜在生育域は西日本ではほぼ消滅

し、東日本では縮小、北海道では北に拡大すると予測されている。ブナの寿命は 250 年～

300年程度あるので、すぐにブナ林は消滅しないが、変化は起きている。森林が変化するプ

ロセスには長い時間が必要であるため、今後の変化をモニタリングすることが大切である。

温暖化に伴う森林の変化を考慮した森林管理が今後必要である。との結びでした。 

総会：小西代表からの挨拶の後、小島紀彦さんが議長、花島伸美さんと渡辺幸子さんが書記

に選出されて、議事進行しました。行事報告は小西代表から PPT を使用して詳細に分りや

すく発表があり、会計報告は浦部さん、会計監査報告は嶋野さんから発表があり、承認され

ました。行事案は、昭和の森観察会・東葛しぜん観察会・受託事業等・SSN関連・研修会等

および予算の提案で、それぞれの担当役員からの熱のこもった説明があり、承認されました。

役員改選では、小西さんが退任され、晝間初枝さんが新代表に選任され、伊藤道男さんが

事務局長になり、役員全員の紹介がありました。 

懇親会：一階の会場に移り、新代表の乾杯の音頭で、たっぷりの食事と飲み物で歓談して親

睦を深めました。天気が良く風の吹かない一日で、楽しい雰囲気で交流しました。 
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千葉県自然観察指導員協議会

月 昭和の森自然観察会関連 東葛しぜん観察会
（般：一般自然観察会、研：研修観察会）

総会・研修会・ＳＳＮ 受託事業等

１月
12日(日)　265回　「下タ田池のカモたちを観察しよう」
　　　　　　 指導員18名   担当　木下（順）　坂本　綾

19日（日）　98回・般　「冬の自然を楽しもう」
　　　　　　　清水公園近辺（野田市）
　　　　　　　指導員　16名　担当　片岡　鈴木（と）　西池

18日（土）月例会（千葉）

２月

16日(日)　266回　「春の準備」    （中止）
　　　　　　　　　担当　木嶋　佐野

16日（日）　99回・般　「春はもうそこまで来ています」　　（中止）
　　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　　担当　勝股　小島　高橋

11日(火・祝)　総会　　千葉市生涯学習センター
　  特別講演「身近な自然の観察を学校教育の場で支援するネットワーク」
　  報告　佐口　松川　山田
　  特別企画　観察会「地域でのＳＳＮ活動の紹介・体験」　、　  懇親会
15日（土）月例会（船橋）　 中止

3月
9日(日)　267回｢里山歩き」3時間コース
            指導員　14名　 担当　武田　綾　小林

 9日（日）　100回・般　「冬芽と木肌を観てみよう！」
　　　　　 　 香澄公園（習志野市）
　　　　　  　指導員　22名　担当　米澤（理）　米澤（裕）　龍門

15日（土）月例会（千葉）

４月
1・2・4・5・6日　カタクリ特別観察会　　　　担当　小林
13日(日)　268回　「植物のふしぎな生き方」
             指導員　18名  担当　盛一　八木

 6日（日）　101回・般　「利根運河に春の花を訪ねて」
　　　　　  　利根運河（流山市）
　　　 　　   指導員　20名　　担当　北山　高橋　長谷川

15日（火）研修会「ヒカリモの観察と鳥の空間利用を調べよう」
　　　　　　　谷津ﾐｭｰｼﾞｱﾑ（我孫子市）　講師　浅間　茂　　担当　田中
19日（土）月例会（船橋）

５月

10日（土）　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）
11日(日)　269回　「初夏を歩こう！3時間コース」
             指導員　10名  担当　小林　川北 武田

 5日(日）　102回・般　「森で不思議探検ツアー！」
　　　　　　　オオタカの森（流山市）
　　　　　　　指導員　20名　担当　川瀬　西池　片岡

17日（土）月例会（千葉）

６月
 8日(日)　270回　「水辺の生き物」　　　（中止）
　　　　　　　　　　　担当　山下　小川
14・15・21日　ゲンジボタル特別観察会　 担当　小林
　

 1日（日）  103回・般　「自然博物公園の自然めぐり」
　　　　　　　こんぶくろ池（柏市）
　　　　　　　指導員　24名　担当　日野原　大貫　山下　市川

13日（金） 63回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介Ⅰ」
　     　　 場所　四街道市旭公民館　　　　　　　担当　山田
21日（土）月例会（船橋）

７月

13日(日)　271回　「トンボ」
             指導員　9名　担当：佐野　井上
20日（日）　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）

27日（日） 104回・般　「干潟の生き物と遊ぼう！Ｉｎ　三番瀬」
　　　　　 　ふなばし三番瀬海浜公園（船橋市）
　　　　　 　指導員13名　担当　山口　田島　鈴木（俊）
31日（木） 69回・研「阿武隈川源流の自然を歩く」
             指導員27名　新甲子遊歩道（福島県） 担当　渋谷　三嶋

19日（土）研修会「淡水のカメ」　　　　　匝瑳市
　　　　　　　講師　小賀野大一　　　　　担当　　佐藤
19日（土）月例会　（千葉）

８月

10(日)　272回　「セミのふしぎ」　　（中止）
　　　　　　　　　　　担当　晝間

 3日（日） 105回・般　「夏の虫を観察しよう」
　　　　　 　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　 　指導員　20名　担当　藤田　長谷川　草野
　（企画会）「わくわく夏のしぜん探検」　渋谷　田中　高橋　三嶋

9日（土） 64回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介Ⅱ」
　     　　 場所　千葉市稲毛記念館・稲毛の浜　　　　　　　担当　八木
16日（土）月例会（船橋）
16日（土）夏季懇親会

９月

13日（土） 昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　 担当　山田（益）　山下（美）
14日(日)　273回　「飛べ飛べバッタ」
             指導員　12名　担当　山田　　山下

 7日（日）  106回・般「オニヤンマと会おう！」　　　　　（中止）
　　　　　　　大町自然公園（市川市）
　　　　　　　担当　鈴木（俊）　米澤（理）　塚原

20日（土）月例会（千葉）
27日（土）～28日（日）
　　　　　　NACS-J自然観察指導員講習会
　　　　　　千葉県立手賀の丘少年自然の家/手賀の丘公園

１０月

12日(日)　274回　「どんぐり」
             指導員　12名　担当　後藤　岡田
　.

19日（日）107回・般　「里山で素晴らしい秋を見つけよう」
　　　　　 　鈴身川周辺（船橋市）
　　　　 　　指導員　16名　担当　勝股　伊藤　宮川

18日（土）月例会（船橋）
25日（土）研修会「ネイチュア・フィーリング」　　青葉の森公園・中央博物館
　　　　　　講師　鳥山由子氏　藤田浩二　木村　豊
30・31日　宿泊研修「富士山の自然」　　　　　　　担当　盛一

１１月
9日(日)　275回　「　秋の里山」3時間コース
            指導員　13名　担当　武田　綾

 9日（日） 108回・般　「我孫子の史跡と自然を訪ねて」
　　　　　　 ふるさと散歩コース（我孫子市）
　　　　　 　指導員　18名　担当　小島　龍門　鈴木（と）

15日（土）月例会（千葉）

 6日（土）  70回・研　「コケの生活の不思議」　担当　内久根
　　　　　　  2014年度総会　　　　　　　　担当　山口
　　　　　　  指導員　38名　幸谷ふれあいホール（松戸市）

14日（日）  109回・般　「お正月飾り作り」
　　　　　　  松戸市民会館（松戸市）
　　　　　　　指導員　11名　担当　草野　日野原　三角

4

２０１４年度行事報告

１２月

14日(日)　276回　「藁を使って生活用品を作ろう」
             指導員　9名　担当　須田　木嶋

17日（水）65回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介Ⅲ」
　     　　 場所　白井市立池の上小学校　　　　担当　佐口
20日（土）月例会（船橋）
　

ＳＳＮ⇒小学校自然観察ネットワーク  　　 月例会　千葉＝中央コミュニティセンター　船橋＝中央公民館

千葉市関連
１．大草谷津田いきものの里自然観察会(22回)
　　第1・第3日曜日／月（1月・4月第1日曜日除く）
     指導員　38名　　　担当　　山岸　木下
２．ふれあい自然観察会（３回）
　　2月22日　渋谷他5名　　 6月21日　盛一他5名
　　11月15日　川北他5名
３．都川水の里公園自然観察会
　　7月13日　遠藤　晝間
４、稲毛海浜公園自然観察会
　　3月30日（盛一・田島）　　5月31日（盛一・田島）
　　10月12日（盛一　岩澤）　12月6日（坂本・田島）

千葉県緑化推進委員会との協働事業
　  10月10日（金）風呂ノ前秋の自然観察会（中山）
　　10月25日（土）ネイチュア・フィーリング研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中）
　　12月14日（日）お正月飾り作り　(草野）
　

団体・企業等
１．長生・山武自閉症協会「自然散策会」
　　11月8日　　　藤田　佐藤
２．米沢の自然観察会
　　6月7日　　　　谷　　佐野
３．谷当生き生き森づくりの会自然観察会　　晝間
　　2月6日　2月21日　3月7日　3月18日
　　5月7日　7月11日　　10月7日　11月21日
　

　しおかぜ発行
　　編集担当   （印刷・発行）

　 １月１日発行　１６６号発行
　　　担当　太田　　　　（千葉②Gr．）
　 ３月１日発行　１６７号発行
　　　担当　三嶋　　　　（四街道Gr ）
　 ５月１日発行　１６８号発行
　　　担当　高木　　　　（東葛Ｇｒ）
　 ７月１日発行　１６９号
　　　担当　伊藤　　　　（ 千葉②Gr．）
　 ９月１日発行　１７０号
　　　担当　太田　　　　千葉①Gr．）
　１１月１日発行 １７１号
　　　担当　三嶋　　　　（東葛 Gr ）
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千葉県自然観察指導員協議会

月 昭和の森自然観察会関連 東葛しぜん観察会
（般：一般自然観察会、研：研修観察会）

総会・研修会・ＳＳＮ 受託事業等

１月

11日(日)　277回　「青い鳥を探しましょう」
   　　　　　担当　木下（順）　坂本

15日（木）　71回・研　「雨にも負けず…意外とタフなコケの暮らし」
　　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　　担当　内久根　渋谷

17日（土）月例会（千葉）

２月

15日(日)　278回　「春を待つ植物の準備を観て
               みよう」
　　　　　　 担当　奥村　佐藤

1日（日）　110回・般　「オオハクチョウと春を待つ樹木」
　　　　　　　 西白井清水口調整池（白井市）
　　　　　　　 担当　新堀　千葉　木村（将）

11日(水・祝)　総会　　千葉市生涯学習センター
　特別講演「気候変動による日本の森林への影響」
　講師　森林総合研究所　植物生態研究領域チーム長　松井哲哉氏
　特別企画　観察会「生態園でバードウォッチング」、　懇親会
21日（土）月例会（船橋）

3月

8日(日)　279回　｢早春の生き物たちを見つけよう」
　           担当　藤田　田辺

　8日（日）　111回・般　「早春の松虫寺と旧印旛村の里山を歩く」
　　　　　　　松虫寺（印西市）
　　　　　　　担当　田中　高野　小川

21日（土）月例会（千葉）

４月

12日(日)　280回　「雑木林の春の色」
               担当　盛一　八木

19日（日）　112回・般　「ネイチュア・フィーリング 春さがし」
　　　　　　　柏の葉公園（柏市）
　　　　　　　担当　片岡　西池　川瀬

4日（土）研修会「高尾山に早春の花を訪ねて」
　　　　　 講師　前田悦子　　担当　田中
18日（土）月例会（船橋）

５月

初旬　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）
10日(日)　281回　「樹木の花」
              担当　川北　　松本

10日(日）　113回・般　「新緑の森を歩こう！」
　　　　　　　船橋県民の森（船橋市）
　　　　　　　担当　新堀　木村（将）　守永

16日（土）月例会（千葉）
20日（水）66回ＳＳＮ勉強会 「小学生に伝える鳥の基礎知識Ⅰ」
　     　　 場所　泉自然公園（千葉市）　講師　谷　英男　　担当　山田

６月

14日(日)　282回　「水辺の生き物」
　　　　　　　　　　　担当　山下　小川
　
　

 7～8日（日～月）72回・研「ブナ林で原生自然を学ぶ」
　　　　　　　　担当　龍門　片岡　　（福島県只見町）
14日（日）114回・般　「我孫子の里山ウォッチング」
　　　　　　　　谷津ミュージアム（我孫子市）
　　　　　　　　担当　鈴木（俊）　長谷川　遠藤（真）

20日（土）月例会（船橋）
下旬　　　67回ＳＳＮ勉強会 「小学生に伝える鳥の基礎知識Ⅱ」
　     　　 場所　総合公園（四街道市）　講師　谷　英男　　担当　八木

７月

12日(日)　283回　「樹木の名札付け」
　            担当：佐藤　奥村　竹内
中旬　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）

 4日（土）115回・般　「干潟の生き物探検」
　　　　　　江戸川放水路河口干潟（市川市）
　　　　　　担当　山口　田島　藤澤

18日（土）研修会「佐倉の里山・畔田の夏を感じる 」
　　　　　  佐倉・畔田地区　講師　坂本文雄　　担当　佐藤
18日（土）月例会　（千葉）

８月

9(日)　284回　「セミとトンボのふしぎを探ろう」
　　　　　　　　　　　担当　晝間　花島

 2日（日）116回・般　「虫の暮らしにズームイン」
　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　担当　藤田　高野　草野

15日（土）月例会（船橋）
15日（土）夏季懇親会

９月

初旬　 昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　 担当　山田（益）　山下（美）
13日(日)　285回　「バッタ」
              担当　山田　　藤田

13日（日）117回・般「オニヤンマと谷津の自然」
　　　　　　　大町自然観察園（市川市）
　　　　　　　担当　米澤（理）　塚原　上野

19日（土）月例会（千葉）

１０月

11日(日)　286回　「どんぐり」
　            担当　後藤　岡田
　.

 4日（日）118回・般　「秋の利根運河、ご一緒しませんか」
　　　　　　利根運河（流山市・野田市）
　　　　　　担当　高橋　坂部　岩根

1７日（土）月例会（船橋）
未定　　　研修会「植物の分類の変化と現状」
　　　　　 　小石川植物園　講師　山口　煕　氏　　担当　田中

１１月

8日(日)　287回　「　秋の里山」3時間コース
　          担当　小林　武田

下旬　119回・般　「千葉大と戸定ヶ丘の歴史・自然を巡る」
　　　　　　千葉大　戸定ヶ丘（松戸市）
　　　　　　担当　小島　田中　野坂

中旬　　　「種のふしぎ」
　　　　　　　四街道総合公園　　講師　栗山　忠俊　担当　盛一
21日（土）～22日（日）　NACS-J自然観察指導員講習会
　　　　　　 千葉県立手賀の丘少年自然の家/手賀の丘公園
28日（土）月例会（千葉）中旬
下旬　　　68回ＳＳＮ勉強会 「小学生に伝える鳥の基礎知識Ⅲ」
　     　　 場所　西印旛沼（佐倉市）　講師　谷　英男　担当　佐口

5日（土）73回・研「身近な自然観察報告と周辺技術」
　　　　　　　担当　鈴木（俊）、 2015年度総会：担当　山口
　　　　　　　 松戸市内（研修会と総会）

13日(日)120回・般　「お正月飾り作り」
　　　　　　　 松戸市内（室内）
　　　　　　　 担当　草野　日野原　遠藤（鏡）

6 ＳＳＮ⇒小学校自然観察ネットワーク  　　 月例会　千葉＝中央コミュニティセンター　船橋＝中央公民館

１２月

19日（土）月例会（船橋）

２０１５年度行事予定

千葉市関連
１．カタクリ特別観察会　　4月初旬　　担当　小林
２．ゲンジボタル特別観察会　6月初旬　担当　小林
３．大草谷津田いきものの里自然観察会(22回)
　　第1・第3日曜日／月（1月・4月第1日曜日除く）
   　　　　　　　　　　　　　　　　担当　山岸　木下
４．ふれあい自然観察会（３回）
　　　2月21日　 6月初旬　7月下旬
５．都川水の里公園自然観察会
　　7月12日
６、稲毛海浜公園自然観察会
　　3月21日他未定

千葉県緑化推進委員会との協働事業
　 団体　日時未定
　

団体・企業等
１．長生・山武自閉症協会「自然散策会」
　　日時未定
２．谷当生き生き森づくりの会自然観察会
　　日時未定
　

　
　　　しおかぜ発行
　　編集担当   （印刷・発行）

　 １月１日発行　１72号発行
　　　担当　高木　　　　（四街道Gr．）
　 ３月１日発行　１73号発行
　　　担当　伊藤　　　　（千葉①Gr ）
　 ５月１日発行　１74号発行
　　　担当　太田　　　　（千葉②Ｇｒ）
　 ７月１日発行　１75号
　　　担当　三嶋　　　　（ 東葛Gr．）
　 ９月１日発行　１７6号
　　　担当　高木　　　　（千葉① Gr ）
　１１月１日発行 １７7号
　　　担当　勝股　　　　（四街道Gr．）

13日(日)　288回　「稲わらで正月飾りをつくろう」
　            担当　須田　綾


