
札会長312え主

口総会・スライド会

・日時:2002 (平成 14)年 3月 31日(日)

午後2時-5時 30分

-場所.北海道環境サポートセンター

.参加者:25人

-平成 13年度行事と会計決算報告E平成

14年度行事と会計予算案審議。

-小講演 野坂志朗先生、『北海道の希少野

生生物北海道レッドデータブ yク

2001，についてなど。

・スライド会・梅沢俊氏他

-吉野博吉さん提供の穂子の配布 (15穣

類)

-高野洋子さんのご尽力により北方山草会

創設者の阿保さんの奥様より幻のパック

ナンバー創刊号と第 2号が贈呈されまし

たので、注文を Eり販売しました。第 3

号は発行部数が少なくこの度入手できま

せんでした。

編集部

(根室市)に購入して頂きました。

口北海道新聞野生生物基金の助成金決定

r北方01草』第 20号は特集テーマを掲げ

て編集する方針を企画し、野生生物基金に

申請したところ 30万円の助成金が付きま

した(平成 14年5月 1B) 0 7月にこの結

果を会員に報告し、改めて原稿の依頼をし

ました。

口ISSNを取得する

この皮、国立国会図書館に申請して

ISSN (International Standard Serial 

Number国際標準遂次刊行物番号)が付与

されました。第 20~ より表紙右 l二に ISSN

1347-4006と表示されます。『北方山草』会

誌が年 I回の定期刊行物として一層の責任

が増した感がいたします(平成 14年 5月)。

・エコネットワークによる書籍の販売を行う 口特定希少野生動植物の指定、公聴会

-総会終了後近くの居酒屋で懇親会を実施 ・日時平成 14年 5月 13日13時 30分~

し、交流を 深めました。場}好.かでる 2・7

口「北方ilJ草J 第 19号の発行

総会と|司日に 400部発行する。会員数75

名と会誌会員(10人)に発送。エコネット

ワーク、弘南堂、サッポロ堂、春陽堂(帯

広市)、成美堂、南陽賞、北海賞、権古書底
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北海道より①ヒダカソウ、②キリギシソ

ウ、③ダイセツヒナオトギリソウ、④レブ

ンソウ、⑤シソパキスミレ、⑥ユウパリコ

ザクラ、⑦ウ/レ yプソウ、③ユウパリソウ、

⑨オオヒラウスユキソウ、⑬フタナミソウ、

⑬キバナノアツモリソウ、⑫ヤチランの 12



種が指定予定種として提示された。

これに対して丹 1if:昭氏がすでに栽培が

広〈普及しているヒダカソウ、キリギシソ

ウなどの種について除外するよう窓見陳述

を述べた。高野洋子氏は傍聴人として、山

草会も山盗りはしないで実生栽培を楽しむ

i剥芸文化があること、会の検討委員会に植

物;f;JU音(ナーセリー)の専門家が入ってい

ない不備などを指摘した。

その後、上記の穂から 5種を除く、キン

ポウゲ干ヰのヒダカソウ、キリギシソウ、サ

クラソウ科のユウパリコザクラ、ウノレップ

ソウ手十のウ/レップソウ、ユウパリソウ、ラ

ン科のキパナノアツモリソウ、ヤチランの

7種が特定希少野生動中lff物として指定され

ました。平成 14年 9月 1Rから業務として

の譲渡しが;規制lされることになりました。

口山草栽培講習会

・日時 2002 (平成 14)年 5月 18R (土)

今後 111寺-3時:'1':。

-場所札幌市西氏小別沢、丹征昭氏闘場

(アノレム)。

-参加者 8人。

吋クラソウ類、エンレイソウ類、民t種の

チューリップなどを観察した。私個人(松

井)として、この日7 メ科ゲンゲ属のアス

トラガノレス・アノレピヌス、 日本名はマツワ

ゲンゲ、ヒメモメンヅ/レという千島列島に

自生している柄物を観察することができて

後 LJの研究に多いに役立ちました。

日野外観察会

・日H者:2002 (平成 14)年6月29日(土)

午前日 時一15時頃

-場所倶知安町鏡沼iR原など

.参加者:15人

晴天に恵まれ快適な観察会て府あった。地

元会員の中川!伊佐美さん、大倉正美きんに

は資料の作成から当日の案内など多大なお

世話になりました。なお、地元でペンション

「ふさのとう Jを経営している池田高1I郎さん

鏡泊湿原の観察会
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にも現地案内に協力していただきました。

ニセコ山系銭沼はツ/レコケモモーミズコ会

ケクラスの高層湿原(プノレト)で、ホロム

イイチゴ、ワタスゲ、コノ〈ギボウシ(タチ

ギボウシ)、モウセンゴケ、ツマトリソウ、

ウメノミチソウ、サワギキョウ、ヨシ、ヤマ

ドリセ。ンマイ、木本のイソツツジ、ハイマ

ツなどのi需生植物を観察しました。

ここでちょっとしたノ¥フqニングがありま

した。鏡沼から通称、Jil;fけ湿原に移動し

たとき、私一人(松井)がお化けに令いた

どりつけず迷い込みました。帰り際にやっ

とのことでヒメカイウ、オオカサスゲ、ミ

ズバショウをなどを観察することができま

した。ここで観察された植物リストは本号

で五卜嵐博さんが報告していますので参考

にしてください。

ロキノコ&秋の野草観察会

・日時 2002 ('f"成 14)年9月 14日(土)

午前 101時~15 1待頃

-場所中山峠駅逓沢

・参加者 6人

北方1I1草 20(2003) 

谷口正美さんのキノコの解説でオンロイ

シシメジ、ツチスギタケ、クサウラベニタ

ケ、ナラタケ、ニワホコリタケ、クロサカズ

キシメジ、ノ、、タケシメジ、ムジナタケ、ヒト

ヨタケ、オキナクサノ、ツ、クリタケ、ニカ守

クリタケ、ヤ7 プシタケ、ハツタケ類、ブ

ウセンタケ科の一種など観察できました。

特に、印象に残ったのはヤマフシタケ(山

伏茸、サンコハリタケ科)で変わったキノ

コで傘はなく、内い圭|が長〈垂れ Fがった

同まりであった。阿鐙では食用とあるがど

んな昧がするのか興味があります。

五十嵐博さんの解説で野草鋭察を行いま

した。この時観察された柄物リス|は本号

に掲載していますので参考にしてくださ

し、。

口忘年会の開催

・日時。平成 14年 12月14[) (土)

中lli峠駅i盟沢町観察会
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-場所:~酉1奄我ん坊

・出席者 8人

央図書館に送付しました。

ほぽ幹事会の様子であったが、第 20号の

進捗状況、平成 15年 3月初日の総会の後

に企画している記念講演等について話し合

いました。

口交流機関への会誌送付

かねてより神戸111草会、大阪山草会、関

西lli草クラブ、東京山草会、日本スミレ同

好会、北海道山草会、北海道山草趣味の会

E交流をしそれぞれの会誌を謹呈して頂い

ております。

図書館には国立国会図書館、北海道立肉

書館、札幌市中央凶書館に加え北大附属中

広〈北海道の博物館関係との交流を深め

るために以下の機関に会誌を送付しまし

た。国立科学博物館、札幌市博物館活動セ

ンタ一、北海道環境サポートセンタ一、小

橋市博物館・美幌博物館・斜里町立知床博

物館・利尻町立博物館・市立雨館博物館・

旭川市博物館・名寄市北国博物館・土別市

立博物館・針|路市立博物館・穂別町立博物

館・上士別IUJひがし大雪博物館・苫小牧市

立博物館・網走市立博物館・層雲峡博物館・

倶知安風土館・骨?広百年記念館・北網国文

化センター・根容ー市博物館開設準備室・黒

松内ブナセンター・様似郷土館・ユウパリ

コザクラの会、山歩集団青い山脈など。

口種子配布用リスト

科名 手1良名

1 タデ科 ムカゴトラノオ

2 ナデ ン コ 科 エ ン ピ セ ンノウ

3 キンポウゲ利 シロパナミヤマオダ7'<
4 エゾカラ 7 ツ
5 ボタンキンノぐイ
6 エゾノホソパトリカプト
7 ハノレサキ秋明菊

8 メギ手十 タ yタソウ

9 ウ7 ノスズクナ科 ヒタカサイシン
10 オクエゾサ イ シ ン

11 ケン科 メ コ ノ プ シースカンプリカ

12 アプラナ科 アラピス・アンドワサヶ-

13 ノ〈ラ科十 タテヤマキンノマイ
14 チシマキンノ〈イ

15 ?メ不斗 カラフトモメン、ゾル
16 トカチオウ ギ
17 ムラサキモメン、ゾル
18 タイツリオウギ
19 ンュミットソウ
20 ヒダカミヤ7 ノエンドウ
21 守 Pシケろ〆ンクJ

22 リシリゲン ゲ

23 フウロソウギ十 ザシマフウロウ

24 アカノ〈サ科十 シロノぐ f→ヤナギラン

25 セリネキ ミヤ7 トウキ、イワテトウキ

26 →ナクラソウ手斗 クリンソウ

27 ".ク不十 フタナミソウ
28 レフーントウヒレン

29 ユリ科 ハゴロ王京下下手ス

2003年 3月29日の組会で配布をする睦 fリストです。

総会に111席できない方はハガキか FAXで巾し込んで下さい。

ただし、数に限りがありますので品切れの時はお許し下さい。

この種子は吉野博吉きんから提供Lていただいたものです。
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産地

道内産

石支冨
大平山産
不1/尻山産

アポイ岳

外国産

大雪山系
控島大島，iJi.
富 i一山産
樺太産
道内泣

北方系

道内産

礼文島
札 1 島
大雪山系


