2017年度総会の報告
三嶋秀恒（松戸市）
開催日：2017年2月11日（土・祝）
場 所：千葉市生涯学習センター 大研修室
出席者：59 名、委任者数：136 名 計 195 名、会員数：262 名（2 月 10 日現在）
特別講演（司会・講師紹介：佐野由輝）
13：00～14：20
「ニホンジカの高密度化による生態系への影響」
講師：国立研究開発法人 森林総合研究所 大橋 春香氏
総会（司会・進行：佐野 由輝）
14：30～16:00
議長：高木純一（習志野市）、書記：田邉裕美(大網白里市）
・八木千里(千葉市）
議題：2016 年度行事報告・会計報告・監査報告、2017 年度行事・予算案提案
＊特別企画：「青葉の森公園でバードウォッチング」
09：30～11：30
担当：和仁道大・坂本文雄、 参加者数：13 名
＊懇親会：千葉公園内ボートハウスレストラン
16：20～18：10
担当 盛一昭代・三嶋秀恒 参加者数：35 名
特別企画（自然観察会）：「青葉の森公園でバードウォッチング」 於：青葉の森公園
穏やかな日和に恵まれた観察会でした。博物館前の集合場所で、アトリ（花鶏）の話題、橙
色の肩や胸、スズメ目で実が付いた街路樹などに群れで移動する。冬鳥としてシベリア方面
から飛来する野鳥、今日見られるとラッキー！で盛上り。歩き始めてエナガの群生を観察し
たが、カラ系が続いて来ない。生態園に入り、植物群落を歩いて舟田池の野鳥観察舎へ。
舟田池でシロハラが水浴び、コサギがまだ冬なのに早くも繁殖期の兆候の飾り羽根をつけ
ていた。観察舎の窓越しにシジュウカラが葦の茎にいる虫を採食している様子が肉眼でも
観察、杭に止まるカワセミは良い写真のモデルでした。見られた鳥：エナガ、モズ、アオサギ、
シメ、キジバト、メジロ、アオジ、ヒヨドリ、シロハラ、ムクドリ、カイツブリ、コガモ、バン、コサギ、カルガ
モ、カワウ、カワセミ、コゲラ、シジュウカラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ハクセキレイ、ツグミ等々

特別講演：テーマ「ニホンジカの高密度化による生態系への影響」
ニホンジカは一夫多妻で、1 年に 1 回 1 頭を出産し、15～20％の増加率で 4～5 年で生息
頭数は倍増する。オオカミが絶滅して天敵が少なくなり、猟師が高齢化でハンターが減少し
捕獲が出来なくなると、繁殖力の高いシカは地域で高密度になる。シカの好物は柔らかい
草で、越冬期の主食はササで、樹皮剥ぎをやり、植林をしたスギやヒノキの樹皮も食べ、枯
葉まで食べてしまうとのこと。シカが好む植物が消失し、採食されにくい植物が繁茂するとい
った植物群落の種組成の変化が起きる。直径１m 以上もある木の皮が剥がれて枯れてし
まうと土壌流出など、生態系の基盤崩壊につながることになる。3000m 級の高山までシカ
が進出して、高山植物、お花畑を食べ尽くし、尾瀬にもシカが入って湿原を荒らすと
か、シカの被害は各地で深刻化しているとの講演会でした。
総会：晝間代表からの挨拶の後、高木純一さんが議長、田邉裕美さんと八木千里さんが書
記に選出され、議事進行しました。行事報告は晝間代表から 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。続いて 昭和の森観察会・東葛しぜん観察会・研修会・SSN・受託事業等々の行事
案および予算の提案で、夫々の担当役員から熱のこもった説明があり、承認されました。
懇親会：千葉公園の会場に移り、晝間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。天気が良く風の弱い一日で、楽しい雰囲気で交流しました。

2016年度行事報告（１）
昭和の森自然観察会

東葛しぜん観察会

10日(日）

289回 「今日からバードウオッチング入門」 16日（土） １２1回 「水と緑の回廊で冬の自然ウォッチング」
参加者20、指導員23 渋谷（孝子）、米澤（裕）、 渋谷（孝）
参加者34 指導員13
坂本 木下

21日(日）

290回 「春の準備：冬芽」
参加者７ 指導員９

1月

2月
13日(日）
3月

7日(日）
木嶋 井上

291回 ｢早春の生き物たちを見つけよう」 6日(日）
参加者15 指導員８
佐野 田邊

10日(日）

292回 「春の花」
3日(日）
参加者26 指導員13
川北 武田
4月
30日（土） 親子田んぼ教室「田植え」
参加者36 指導員等5 山下 山田 小林
8日(日）
293回 「3時間コース 土気城跡方面」
1日(日）
参加者30 指導員11 小林 川北 武田
5月
12日(日）

294回 「水辺の植物」
5日(日）
参加者11 指導員10
晝間 井上
6月
25日（土） 親子田んぼ教室「草取り」
参加者19 指導員4
武田 岡田 山下
10日(日） 295回 「水辺の生き物」
27日(水）
参加者24 指導員11
山下 小川
7月
30日(土）

1２２回 「春はもうそこまで来ています」
参加者13、指導員15 勝股 高橋 片岡

123回「印西の里山歩きで春を見つけよう！」
参加者20、指導員19 林 小川 伊藤

12４回 「利根運河で春を満喫」
参加者26、指導員20 渋谷 西池 大木

1２５回 「湧水のこんぶくろ池ー新緑と草花と」

参加者28、指導員24 前田 長谷川 坂部

1２６回 「干潟の生き物わくわく探し」
参加者13、指導員15 山口 田島 米澤（裕）

７４回・研修会 「ほ・ほーたる来い」
参加者0、指導員12 鈴木（と） 遠藤（鏡）
127回 「わくわく夏のしぜん探検」
参加者94、指導員27 藤田 野坂 壱岐

14日（日） 296回 「仲良くなろう！トンボとセミ」
20日（土） 1２８回 「わくわく夕涼み・虫とコウモリ観察会」
参加者30 指導員11
木下 花島
（雨天中止） 草野 三角 守永
8月
28～29日 76回･研修会「尾瀬の自然を歩く」
参加者4、指導員24 勝股 藤澤 三嶋
11日(日） 297回 「秋の虫」
11日(日） 1２９回「初秋の金杉で谷津田の自然を楽しみましょう」
(雨天中止）
山田 藤田浩
（雨天中止） 塚原 伊藤 勝股
9月
17日（土） 親子田んぼ教室「収穫」
参加者24 指導員4
小林 山田 山下
9日(日）
298回 「3時間コース」
4日(日）
1３０回 「小さい秋見～つけた 清水公園」
（雨天中止）
佐藤 伊藤
参加者10、指導員11 片岡 高橋 小島
10月
13日(日）
11月
11日(日）
12月

299回 「タネの不思議・ひっつき虫」
6日(日）
参加者15 指導員10
盛一 八木

300回 「里山の暮らし」
参加者77 指導員11

3日(土）
須田 木嶋
11日(日）

１３１回 「鳥と植物のおいしい関係」
参加者9、指導員14 鈴木（俊） 遠藤（真） 鈴木（と）

76回・研修会 「自然観察と科学」
参加者0、指導員27 鈴木（俊）
1３２回 「ワラで楽しく作るお正月飾り」
参加者33、指導員16 日野原 遠藤（鏡） 草野 三角

計

（観察会） 参加者249

参加者348 指導員120

指導員201

（研修会） 指導員62 一般４

2016年度行事報告（２）
大草谷津田いきものの里自然観察会
17日(日）

大草の伝統文化にふれよう
参加者12 指導員2
木下 山岸

7日(日）

春を待つ植物たち
参加者１0 指導員2
遠藤 岡田
アカガエルの卵はあるかな？
参加者16 指導員2
木下 山岸
うぐいす色はメジロさん
3月
参加者13 指導員2
芳我 藤田 26日（土）
虫さん 花さん もう起きた？
3月
参加者16 指導員2
岡田 松本
26日（土）
ムシは花の大事なお友だち

1月

2月

21日(日）
6日(日）

3月

20日(日）
17日(日）

参加者14 指導員2

4月
1日(日）
5月

15日(日）
5日(日）

6月

19日(日）
3日(日）

7月

17日(日）
7日(日）

8月

21日(日）
4日(日）

9月

18日(日）
2日(日）

10月

16日(日）
6日(日）

11月

20日(日）
４日(日）

12月

計

18日(日）

長生・山武自閉症協会自然観察会
参加者10 指導員2
木嶋 佐藤
稲毛海浜公園「海辺の生き物」
参加者19 指導員２
盛一 田島

小川 晝間

春の香りを楽しもう
参加者13 指導員2
藤田 山岸
トンボ博士になれるかな
参加者37 指導員2
木下 山下
カエルぴょこぴょこ何種類？
雨天中止
芳我 松本
でんでんむしむしカタツムリ・・・
参加者37 指導員2
遠藤 藤田英
楽しもう！草花遊び
参加者9 指導員2
佐藤 松本
夏の谷津田はムシ天国
参加者27 指導員2
岡田 田島
かっこいいぞオニヤンマ
参加者23 指導員2
木下 山岸
セミのぬけがら、みっけ！
参加者18 指導員2
太田 山下
クモはおもしろいぞ！ パート１
雨天中止
小川 遠藤
オニヤンマとアカトンボ
参加者24 指導員2
太田 芳我
バッタとカマキリ
参加者31 指導員２
岡田 晝間
クモはおもしろいぞ！ パート２
参加者31 指導員２
小川 和仁
谷津田でアート
参加者25 指導員２
川北 佐藤
タネの旅立ち
参加者26 指導員２
遠藤 松本
生きものたちの冬支度
参加者10 指導員２
田島 山下
冬の木肌ウオッチング
参加者8 指導員２
芳我 川北
参加者400 指導員40

行政受託・企業・団体等との連携

5月
8日（土）
5月
2２日（日）
6月
18日（土）
6月
24日（土）
7月
10日（日）
7月
23日（土）

稲毛海浜公園「海辺の生き物」
参加者28 指導員２
盛一 田島
ふなばし「春の観察会」（緑台・高根コース）
参加者14 指導員７
林
ふれあい「コアジサシと浜辺の生きもの」
参加者22 指導員6
田島
ふなばし「夏の観察会」（藤原・丸山コース）
参加者15 指導員8
勝股
千葉市都川水の里公園自然観察会
参加者27 指導員2
山岸 伊藤
イオンチアーズクラブ自然観察会
参加者154 指導員７
小川

8月9日（火） 手賀の丘少年自然の家 自然体験研修会

参加者36 指導員２
日野原 内久根
連合千葉「自然を守ろう・自然と親しむ会」
8月
27日（土） 参加者202 指導員13
川北

10月
15日（土）
10月
16日（日）
10月
2２日（土）
10月
15日（土）

稲毛海浜公園「海浜植物」
参加者8 指導員2
盛一 平田
ふなばし「秋の観察会」（松が丘・木戸川）
参加者19 指導員8
宮川
ふれあい「秋風そよぐ鹿島川・里山を歩く」
参加者17 指導員6
晝間
イオンチアーズクラブ自然観察会
参加者12 指導員３ 小川 片岡

11日（日） 稲毛海浜公園「海辺の鳥」
参加者20 指導員2
坂本 田島

参加者 591

指導員69

ふれあい： 千葉市ふれあい観察会
ふなばし： ふなばし自然散策会

2016年度行事報告（３）
総会 研修会 ＳＳＮ
1月

16日(土）
11日(祝）

2月

20日(土）

月例会(千葉）
SSN活動 4回 児童167 指21 協３
総会（千葉市生涯学習センター）
総会70 懇親会40 特別観察会２２
月例会(船橋） 13
SSN活動 9回 児童648 指39 協79

3月

19日（土） 月例会(千葉） 14
SSN活動 1回 児童30 指3 協1
13日（水） 研修会「佐倉城に残るシダ」 村田威夫氏
指導員26 一般７
田中 佐藤
4月
16日(土） 月例会(船橋） 15
SSN活動 7回 児童280 指24 協9
21日（土） 月例会(千葉） 13
SSN活動 8回 児童414 指37 協15
5月
29日（日） 研修会「虫愛ずる縄文のかそりーぬたち」
指導員21 他団体6
盛一
18日（土） 月例会(千葉） 13
SSN活動 8回 児童414 指33 協15
6月
20日（月） 第69回SSN勉強会「各地の実践から学ぶⅠ』
松川裕 指導員15 会員外12
7月

16日(土）
9日（火）

8月

20日(土）

月例会(千葉） 14
SSN活動 6回 児童268 指23 協6
研修会「銚子ジオパーク」 藤田英忠氏
指導員24 一般２
田中
月例会(船橋） 13
SSN活動 0回

その他

1月1日

しおかぜ178号（太田）

2月8日

朝日新聞「五感を澄まして新発見」

3月1日

しおかぜ179号（三嶋）

3月5日

晝間代表講演「SSNの活動について」
長野県協議会シンポにて
4月1～5日 カタクリ特別観察会（計5日間）
（金～火） 参加者1079 指導員16

5月1日

しおかぜ180号（勝股）

6月4日～
18日

ゲンジボタル観察会（計5日間）
参加者1951 指導員32
小林

7月1日

しおかぜ181号（高木）

8月11日

千教組長生支部青年部 夏の研修会
参加者30 晝間 木嶋
おゆみ野の道「夏の雑木林」
参加者25 田島 渋谷雄 伊藤
しおかぜ182号（太田）

8月27日
9月1日

9月

17日（土） 月例会(千葉） 16
SSN活動 2回 児童275 指10 協14
６～７日
Ｆ研修「筑波のふもとは学園都市」
（木・金） 指導員24 一般２
田中 佐藤
10月
15日（土） 月例会(船橋） 13
SSN活動 6回 児童169 指21 協12
19日（土） 月例会(千葉） 13
SSN活動 11回 児童635 指59 協11
11月
28日（月） 第70回SSN勉強会「各地の実践から学ぶⅡ』
山田益弘 指導員11 会員外1
12月

計

17日（土） 月例会(船橋） 16
SSN活動 0回

研修会

指導員95 一般17

Ｆ研修：
児：
指：
協：

フォローアップ研修
参加児童
指導員
協力者

9月24日
10月2日
10月22日

おゆみ野の道「初秋の生きもの」
参加者13 藤田浩 木下
緑の募金「小さい秋見つけた」

10月29日

おゆみ野の道「赤とんぼ」
参加者36 山下 山田
緑の募金「佐倉の秋なんでも観察会」

11月1日

しおかぜ183号（三嶋）

