
札会長312え主

ロ総会兼講演会

・日時:2004 (平成 16)年3月27日(土)、

天候 H青。

-場所北海道環境吋ポートセンター

.総会参加者:27人

総会(13時 30分-141侍30分)ー

-平成 15年度行事と会計決算報告および

平成 16年度行事予定と会計予算審議

-自己紹介と近況報告

一講演 (15時 00分-17時 30分)

・講師 札幌国際大学講師 中井秀樹博士

r植物の学名についてJ

・ 講師槌物写真家梅沢俊氏『モン

スーン初期のヒマラヤの花』

一懇親会 (18時 00分-22時 00分)

・参加者 8人 酒庵我ん坊

・吉野博吉さん提供の種子の配布 (29種

類)

-古書の頒布 新しい試みとして会員より

古書を寄贈していただき、販売しました。

売上は 5，700円です。本を寄贈していた

だいた皆様にご協力有難うございます。

.パックナンバーの販売、第 19号までと第

22 ~J 2，500 IlJ / 1冊、第 20号 3，000円/

1flH送料 340円。

・エコネ"Iワークによる書籍の販売を行

7， 
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編集部

ロ「北方山草」第 21号の発行

・ノj、特集:湿原&絶滅危倶穂、総頁 119、発

行部数 300部。

-会員数81名と会誌会員 (11件)に発送。

古書庖などのエコネットワーク、弘南魚、

サ yポロ賞、南陽堂、成美堂、春陽堂(帯

広市)などに購入して頂きました。

口山草栽培講習会

・日I侍:2004 (平成 16)年 5月 16日(日)

曇り~小雨、午後 11時-3待。

-場所:札幌市西区小別沢、丹征昭氏問場

(アJレム)

-参加者 4人

岡場には春の山野草が所狭しと開花して

いました。私が興味を持った植物を列記す

ると、オキナグサ、リシリゲンゲ、 ト方、ク

シショウマ、エゾモメンヅノレ、ヤマシャク

ヤク、シロパナコマクサ(アメリカ産)、ケ

7 ンソウ(中凶産)、ビオラジョーイなど

がありました。

ロ西の河原&神威岬の観察会

・日時 2004 (平成 16)年6月26日(土)、

6快晴0

・1時間 101時00分-1511寺00分0

・参加者 7人。

-案内人細尾孝氏、大倉正美氏。
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神恵内村西のi1u原(撮影 水野|専介)

-観察場所神恵内村阿の河原&積丹町神

威岬。

晴天に恵まれ快適な観察会でした。砂磯

地にハマエンドウ (fl-r)、ハマベンケイソ

ウ(fl)、エゾヒナノウスツボ(fl)、ハマツ

メクサ (fl-r)、ハマオトコヨモギ (v)、ノ

コギリソウ (v)、ハマニンニク(fl-r)、エ

ゾオグルマ(fl)、コウボウシノく (fr)、ハマ

ハコベ(n)、ヒロハクサブジ H、テリハ

オオノぐコ (v)、エゾ↑ウヒレン (v)、ホソ

ノミノハ7 アカザ (v)、ハ?と/レガオ (fl)な

ど。士~~rfvJ也にウミミドリ(fl)、シバナ (fr) 、

ドロイ(fr)、イヌイ(fl-r)、ヤラメスゲ(fr)、

アズ7 ナJレコ(-)、エゾツ/レキンパイ(fl)

など、岩場にはゼンテイカ(エゾカンゾウ、

fl)、ハマナス (Fl-r)、アオノイワレンゲ

(v)、アサツキ(fl)、エゾフウロ(fl)、イワ

ギク(ピレオギ夕、 v)、エゾノカワラマツ

バ(fl)、ミヤマトウキ(fl)、エゾオオバコ

(fr)などが生育している。(なお flは開花、

frは果実、 fl-rは花・巣実、 vは生長期1を意
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味します)。海岸の規模は小さいが砂I約也、

塩湿地、岩場と環境の遠いがあって海浜植

物を観察するのには過したところです。駐

車場の岩場に白花のエゾマンテマが満開てト

したのでカメラを持って行ったのですが、

途中のガレ場にマムシが群れていました。

要注意/

当日の観察会で見た梢物リストは瓦卜嵐

博氏が報告していますので、本文をお読み

下さい。

ロ西岡公園観察会

・日時:2004 (平成 16)年7月 11[j (tl)、

寸、Tmo

・1時間 10時 00分-14時 00分。

・参加者 3人。

-観察場所西岡公園および農水省森林研

究所。

小雨の中、西附水源地を 周した後、農

水省森林研究所の資料館と標本閣を見学し

ました。開花していた主なI直物はキンミズ



ヒ三号、ウメガサソウ、アクシパ、クサフジ、

オニシモツケ、クサレダ7 、ミヤマニガウ

1)、キツリフネ、ノリウツギ(サビタ)、ヨ

ツノミヒヨト 1)、オオダイコンソウなど。ラ

ン科で腐生植物のオニノヤガラ(鬼之矢柄)

が草刈りされずに 1本だけ残っていまし

た。腰;tくらいですから高き 90cmくらい

あります。これなら鬼が使う弓矢の軸にな

るのでしょうか?

口秋の野草&キノコ観察会

・日時:2004 (平成 16)年8月 29日(日)、

小雨。

• 11守間 10時 00分-14時 45分、峠の茶

屋。

-観察場所:中山湿原

・参加者 5人。

昨年は台風の影響てb中止になりました

が、今年は小雨がパラつくなか第一中山i!ffi

原と第三中山湿原をめぐり、秋の湿原の花

を観察することができました。湿原内の周

辺部にはア力エソマツ、ハイマツが生え、

その周囲はイネ科のヌマガヤが優占してい

ます。特に秋の花としてエゾオヤマノリン

ドウ、ウメノ〈チソウ、ナガボノシ口ワレモ

コウ、ミヤ7 スミレ(秋咲き)などが満開

でした。花期はすでに終わって果実を付け

ていたがタチギボウシ、ホソノてノキソチド

リ、ハイイヌツゲ、ツノレコケモモ、 ミツバ

オウレン、モウセンゴケ、ワタスゲ、エゾ

ノサワアザミ、ヒオウギアヤメ、ク口ウス

ゴウ、ホロムイスゲ、 ミカズキグサ、イ、

ミタケスゲ、 ミヤマイヌノハナヒゲなど湿

性寸iA:物が群生していました。

さらに観察した植物リストは五ト嵐博氏

が報告していますので、本文をお読み下き

し、。

ウチパチソウ(撮影 五十嵐博)
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口運営会議

・日時平成 16年 12月 11日(土)

・場所沼庵我ん坊

-出席者:10人

運常会議兼忘年会ですが、第 22号の進捗

状況、 2005(平成 17)年 3月27日(日)の

総会の講!ili、2005年度の観察会の場所等に

ついて話し合いました。

口交流機関への会誌送付

大阪山草会、関jJlj山草クラプ、東京山草

会、日本スミレ同好会、北海道山草会、北

海道山草趣味の会と交流をし、それぞれの

会誌を謹呈して頂いております。

図書館には同立同会凶書館、北海道立岡

口種子配布用のリスト

手下 名

l !¥;ンポウゲ科
2 
3 メギ科

4 オトギリソウ干:十
5 ユキノシタ1トヰ
6 
7 ケシ手三十
8 

9 ?メ科
10 
11 セリ干ヰ

12 サタフソウ科

13 リンドウヰ+

14 ゴ7 ノハグサ科
15 
16 ?ツムンソウ科

17 ユリ科
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書館、札幌市中央図書館および北大附属中

央閃書館に送付しました。

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。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一、 4、樽市博物

館、美悦博物館、斜泉町立知床博物館、キIJ

FLI町立博物館、市立函館博物館、旭川市1'4

物館、名寄市北国博物館、士別市立博物館、

釧路市立博物館、上士別町ひがし大雪博物

館、層雲峡博物館、倶知安風こi館、帯広百

年記念館、北網I劃文化センタ一、黒松内ブ

ナセンタ一、様似郷土館、ユウパリコザク

ラの会、 IlJ歩集団青い山脈など。

干重 名

フウリンオダ'7:号
アポイカラマツ

サンカヨウ

イワオトギリ

ヤクシ7 ショウマ
ヒトツバショウ7

メコノフqシス・カンフ。リカ
コマクサ

タイツリオウギ
イワオウギ

ホソノ〈トウキ

クリンソウ

エゾリンドウ

イワブクロ
エゾシオガ7

エゾマツムシソウ
ショウジョウパjJ?

2005 .{!'. 3月27日の総会て官司布した種子リストです。
この穂子は古野博古きんから提供していただいたものです。
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