
花会長313え主主

口総会兼記念講演会

・日時 2003 (平成 15)年 3月29日(土)

・場所:かでる 2・7 ・天候:雪

総会(13時 30分-14時 30分)

・総会参加者:28人

-平成 14年度行事と会計決算報台および

平成 15年度行事予定と会計予算審議。

一記念論i寅 (15時 00分-18時 00分)

・『北方山草』第 20号は記念サとして、特

集最近20年間の北海道植物研究とい

うテーマーを掲げて編集をしました。幸

い北海道新聞野生生物基金より助成金を

頂きましたので、記念講演会は市民の参

加を求め公開しました。一般参加者は悪

天候にも関わらず約 60人と、借りた会議

室(定員 96人)がほぼ満席になる盛況て守

した。

・講師:元愛知教育大学 野坂志朗先生、

i寅題・『山・ :{E・人』

・講師Î: 椋物~:真家梅沢俊氏、 i寅lIfi

r北海道の花この 20年』

祝賀懇親会 (18時 30分-21時 00分)

目参加者:14人於中村屋

-吉野博吉さん提供の種子の配布 (29種

類)。一般参加者もあって全ての種子を

貰って頂きました。

・パックナンバーの販売、第四号まで

2，500円/1冊、第 20ザ 3，000円/1間十

編集部

送料340Pl。

・エコネットワークによる書籍の販売を行
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口「北方山草」第 20号の発行

記念すということもあって例年より 100

部多く、総会と同日に 500部発行しました。

特集テーマを掲げて、会員および特別執筆

者より原稿を頂きましたので、総数 226頁

と例年の倍のページ数になりました。会員

数 78名と会誌会員に発送。古書j占などのエ

コネ y トワーク、目、南堂、サッポロ賞、南

陽堂、成美堂、北海堂、春陽堂(帯広市)、

権書房(根安市)に購入(計 43itlj-)して1:ri

きました。

ロr~t方山草」第 20 号(特集)への報告兼

紹介

「北方山草』第 20号は北海道新聞野生生

物基金より助成金を頂きました。その報告

記事が北海道新聞 (2003年 5月26日)に紹

介されました。北海道新聞札幌担当版(6月

23日には紹介記事を載せて頂きました。さ

らに、北海道新聞野生生物恭金が発行する

北海道ネーチャーマガジン『モーリーj 8 

号に平成 14年度助成事業報告として記載

きれています。全国誌の隔月干11 r植物の自

然誌プランタj 2003年 5月サに図書紹介
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tl唱で紹介されました。さらに植物の専門誌 晴天に恵まれ快適な観察会でした。地元

『植物研究雑誌， Vol. 78 N 0.5 (2003年 10 会員の佐々木純一氏には現地案内をしてい

月)の新刊欄に紹介されました。その効果 ただき大変お世話になりました。当日の観

があって、北海道ないし本州より注文が多 察会の様子は佐々木さんに、観察した柄物

数ありました (64i叶)。 リストは五十嵐押さんに報合して頂きまし

口山草栽培講習会

・日時 2003 (平成 15)年 5月 17日(土)

午後 I時-3時。

場所札幌市西区小別沢、汁征昭氏周場

(アノレム)。

・参加者 5人。

快晴に恵まれ、国場には春のI11野草が所

狭しと開花していました。 トリリウム(エ

ンレイソウ)属のグランデンフォリウムヱ

ヨウシュウエンレイソウ(八重、自花)、エ

レクタム、スルカースム(白・赤花)、ペー

ジィ、 リノミデム、パノレなど。和名は日露戦

争時代の軍艦、龍同丸の名にちなむタツタ

ソウ、また北アメリカ北部産のアメリカタ

ツタソウも栽倍されています。ポノレトガノレ

産のスイセンの民将軍、北アメリカ産のカタ

クリ(黄色・白1E)、シラネアオイの白花、

アノレケミラ属のハコロモグサ(夕張岳)、ア

ネモネ(イチリンソウ)属などを観察しま

した。

口野外観察会

・日時:2003 (平成 15)年 6月28日(土)、

快晴。

午前9時30分現地集合、 16時 40分山

小屋帰着、 17時 00分解散。

-場所雨竜iBi担原 ・参加者 16人

.案内人.佐々木純一氏
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たので、本文をお読み下さい。

同竜沼観察会 (2003年 6月28日)

ロキノコ&秋の野草観察会

・日時 2003 (平成 15)年9月13日(土)

・集合場所午前 10時、峠の茶屋

-観祭場所.中山根!京

・参加者 6人。

当日は台風 14号が通過中で朝から土砂

降りの雨でした。観察会はできないと思っ

たが、 とりあえず中山射さの茶屋に千子きまし

た。担当者はもとより何と計 6名も集まり

ました。コーヒーを飲みながら、情報交換

をして 11時頃に解散をしました。昨年は同

の中での昼食でしたので、秋の観察会をも

う少し早めたいと思います。

口忘年会の開催

. RI時:平成 15年 12月13日(土)

・場所北海しゃぶしゃぶ

-出席者 10人
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ほぽ幹事会の様子ですが、第 21号の進捗

状況、 2004(平成 16)年 3月27日の総会の

講師、観察会の場所等について話し合いま

した。

央凶書館に送付しました。

北海道の博物館関係との交流を深めるた

めに以ドの機関に会誌を送付しました。国

立科学博物館、倉敷市立自然史博物館、札

幌市博物館活動センタ一、北海道環境サ

ポートセンター、小樽市博物館、美帆博物

館、斜里町立知床博物館、市立函館博物館、

旭川市博物館、名寄市北悶博物館、上別市

立博物館、釧路市立博物館、上士幌町‘ひが

し大雪博物館、層雲峡博物館、倶知安風土

館、帯広百年記念館、北網圏文化センタ一、

黒松内プナセンタ一、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。

口交流機関への会誌送付

神戸山草会、大阪山草会、関閉山草クラ

ブ、東京山市会、日本スミレ同好会、北海

道山草会、北海道IIt草趣味の会と交流をし、

それぞれの会誌を謹呈して頂いておりま

す。

凶書館には国立国会図書館、北海道立図

書館、札幌市中央図書館および北大附属中

口種子配布用のリス卜

科 名 f重

1 ウマノスズクサ平二十 ヒダカサインン

2 ナデy コ科 ンロノ〈ナタカネナデシコ

3 "ンポウゲ平斗 サラシナンョウ7

4 7フ'フナ手十 ミヤマガフン

名

5 ケシ手干 メコノプシス・カンアリカ(貫花)

6 ベンケイソウ平ヰ キリンソウ

7 ?メ科 寺ングサリ(木本)
8 ヒダカミヤマノエンドウ

9 フウロソウ干ヰ トカチフウロ

10 スミレ干千 アポイタチツボスミレ

11 アカノ〈ナ科 ヒメヤナギラン
12 ンロパナヒメヤナギラン

13 ノ、すンノフ干十 アソハナンノプ(希少植物指定種)
14 エゾハナンノプ
15 キョクナハナンノブ

16 ンソ干ヰ ウツボグサ
17 シロパナウツボグサ

18 キキョウ干午 モイワンヤジン(コノ〈コシセジン)

19 ユリ科 タマガワホトトギス
20 ハゴロモホトトギス
21 シロパナシロウマアサツキ
22 タチギボウシ

23 イグサ科 ラセンイ(螺旋:Ikのイ)

2日04年 3月27日の総会で肝t!，:{Jjした穂子リストです。
この種子は吉野博古さんから提供していただいたものです。
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産地

日高山系特産

日商社l系特産

大雪山系Jlli

洋種


