
花会長~~え主

口総会&講演

・日時:2005 (平成 17)年 3月27日(日)、

天 候雪

-場所:北海道環境サポートセンター(北

7条附 5丁目千代田ビル 1F) 

-総会参加者 25人

一総会 (13時 30分一15時 00分)

-平成 16年度行事と会計決算報告および

平成 17年度行事予定と会計二f算審議

-自己紹介と近況報告

講演 (15時 00分-17時 30分)

・講自Ii: JlIJ野実樹郎氏「大雪山 高山風街

地の環境と植生・植物 」

-講師:植物2子真家梅沢俊氏「秋の雲

南省に花を訪ねて&対馬の植物」

[話題]

*北海道になぜ道立の植物園は無いのか、

出米ないのか。高山植物園を含め大雪山

の滋の旭川市近郊か帯広市近郊に作れな

いものでしょうか。絶滅危倶種の栽培や

シード・パンク(種子銀行)を作り、種

の遺伝子の保全などの研究施設も含めて

できないものでしょうか。

*札幌市博物館活動センターがあるが、早

期に市立自然史博物館を設立してほし

し、。

-吉野博吉さん提供の種子の配布 (17種

類)
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編集部

-古書の頒布会貝(小宮、吉野、松井、

梅沢、五卜嵐の各氏)より新・占書を寄

贈していただき、販売しました。売上は

17 i叶27，000円ありました。本の寄贈お

よび購入していただいた背様にご協力を

感謝申し上げます。なお、不要の本があ

りましたら、寄贈していただけませんで

しょうか。

・パ yクナンバーの販売をしました。

ム懇親会 (18I時00分-22時 00分)ー参加

者 12人於我ん坊(北 13条西4T目)

口「北方山草」第 22号の発行

・小特集 隔離分布、執筆原稿 22何、総頁

138、発行数 250音1¥0

・会員数 79名と会誌会員(6件)に発送(4 

月 1B)。古書応ーなどのエコネ y トワー

夕、 j1、雨堂、サッポロ賞、南陽堂、成美

魚、春陽堂(幣広市)に購入(計 22ilサ)

して頂きました。

口山草栽培講習会

・日時・ 2005(平成 17)年 5月22日(日)

快晴、午後 1時-3時

・場所:札幌市西灰小別沢、丹征昭氏闘場

(アlレム)

-参加者。 3人

・今年の冬は豪雪で、例年より雪解けも遅



〈、開花J¥lJも20日くらいj星れているI直ヰ拘

もある、とのことでした。それでも、い

ろいろな花々がところ狭しと咲いていま

す。その中で小形で可憐な::(~を付けてい

た、内アメリカ地方に自生するユリ科エ

ンレイソウ(トリリウム)属の 2種を紹

介します。

世界で一番小きなエンレイソウ属と紹介

されたのは、市丈 5-6cmくらいの前ヒベ

ノレソニーグという種でした。花はピンク系

で葉の縁はゆるくウエーブ'していて、なか

なか可愛らしいお泊落な花です。カナダか

ら種子を輸入して、開花までに 6年かかっ

たといいます。ヒベノレソニーは母積は白花

の Trillillmovatll/JIの品種でformaIdb-

bersoJ1iiです。

もう一種は川jパレグ TrilliulIIrevaleで、

本丈は前種よりやや高〈、花はやや上向き

にl咲き、白花に1専いピンクの斑が入ってい

る可憐なエンレイソウでした。

この Hは気1ULも高〈、胤辺の林ではキタ

コブシやエゾヤ7ザクラの花が康りから散

り際でした。

口ワッカ原生花園&幌岩山の観察会

・臼時 2005 (干成 17)年6月25日(土)

快H古

-時間・ 13時 00分一17時00分

・観察場所 e ワッ力的;生花岡~ところ遺跡、

の森ーキムアネップ仰

-参加者 13人

-案内人林康志、五十嵐博

・宿泊先:民宿いとう(佐呂間同J富武士サ

ロマ湖畔)

， 6月初日(日)、快晴

時間 8時 00分-12時 45分

・観察場所跳TtJlI(376 m) 

事前調査メモ(下見 FI: 6月 23日、記録

者林成志)

今年 (2005)は例年にない天候で6月初

日ころまでは、ワッカでは気温が 20'C以ド

の低温続きと雨不足で花園はカラカラ状態

で、例年とは様子がだいぶん違っています。

現在開花中のものをワッカ原生花陳!と幌岩

山について、それぞれメモしておきました。

〈ワッカ原生花園〉

センダイハギ、エゾスカシユリ、ゼンテ

イカ(エゾカンゾウ)、ハマヱン}ウ、ハマ

ナス、エゾノシンウド、ハマボウフウ、ヒ

オウギアヤメ、オオツリノマナ、ハ7 ニンニ

ク、ツ/レキジムシ口、オニツノレウメモドキ、

ヒロハノカワラサイコ、エゾオオバコ、エ

ソPノコウボウムギ、エソ事ツノレキンノ〈イ、 ウ

ミミドリ、ハ7 ツメクサなど。

例年はミヤコグサ、ハマヒルガオ (n花

あり)、エゾフウ口、ムシャリンドウ、ウシ

オツメクサなども咲いている時J¥lJなのです

が、まだのようです。特にムシャリンドウ

の紫色の唇形花を見たかったのですが残念

でした。

〈幌岩山〉

コケイラン、オオレイジンソウ、オニタ

ヒラコ、ササノ〈ギンラン、ヤフーニンジン、

エゾノヨツバムグラ、ジンヨウイチヤクソ

ウ、アオチドリ、ズダヤクシュ、クサノオ

ウ、ヤ'77'キショウマ、 ミヤ'7'7タタビ、

エゾカラ7 ツ、ギンリョウソウ、オオヤマ

フス7、クノレマノ〈ツクノ〈ネソウ、クモキリ
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ソウ、サイハイラン、ホザキイチョウラン、

オドリコソウ、シウリザクラ、ノリレカラマ

ツ、ヤ7 グワ、ミヤマハタザオ、キジムシ

ロなど。

例年はエゾノクモキリソウ、サルメンエ

ビネ、 トラキチランなどが咲いているはず

なのですが?当日はエゾノクモキリソウ、

サルメンエビネの開花個体には会えました

が、 }ラキチランについてはまたの機会に

お越し下さい、という結果でした(再挑戦

しましょう)。当日の観察会で見た柄物リス

トは五十嵐博が報告していますので、本文

をおi売み下さい。

口有明の滝観察会

・日時 2005 (平成 17)年 7月 10日(日)、

小雨

-時間 10 I時00分-12時 45分

・参加者 4人

・観祭場所有明の滝

・案内人松)1会 j芋

・生憎の小雨の中、バス停「三j竜のj沢」の

ところに有明の滝の入口がある。開花し

ていた主な植物は、サワギク、エゾナミ

キソウ、ツlレアジサイ、クサノオウ、オ

オダイコンソウ、サルナシ、へビイナコ、

ウノミユ 1)、ウメカサソウ、キヨスミウツ

ボ、ハイイヌツゲ、コイチヤクソウ、オ

ニシモツケなど。ウマノミツバ、ハエド

クソウはまだ菅でした。 1~JlIJが終わって

結実していた主な直物はコンロンソウ、

ズダヤクシュ、フタリシズカ、ヒトリシ

ズカ、コメガヤ、アオミノエンレイソウ、

サワシパ、ナンブソウ、シラオイハコベ、
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ツノレネコノメソウ、ブデリンドウ、ベニ

ノミナイチャクソウなど。まだ花芽を付け

ていないドクタミが生育していたのです

が、制11Mの環境から見て植栽きれていた

ものが逃げて生育している感じはしない

のですが。このドクダミは自生種ではな

いかと感じたのですが。

この中てeキヨスミウツボは ~ti年i草 RDB

(レッドデータブ、ック)の希少種 (R)、エゾ

ナミ寺ソウは環境庁 RDBの絶滅危倶 1B 

類 (EN)に指定。サワギクの分;{fiは北海道

南西部の禍J11・胆振・日高・石狩・空知支

庁内生している、とあるので北海道では比

較的珍しい植物です。

ロキノコ&秋の野草観察会

・日時:2005 (平成 17)年8月初日(日)、

H青

. I時間 10時 00分一15I時30分

・集合場所.こぶしの湯あつま

・銃祭場所松の沼

-案内人・谷口正美、五卜嵐博

・参加者 7人

ここでは谷口正美に解説していただい

た、キノコについて紹介します。

キンメジ平:十のウラムラサキ・モリノカレ

ノくタケ・サ7 ツモドキ・ツエタケ sp、テン

グタケ科のドクツノレタケ、 タコウキン平三十の

カワラタケ、ベニタケ科のオキナクサハ

ツ・チチタケ sp、イグチ科のコショウイグ

チ(カラアミタケ)などを観察しました。

ここで観察した維管束植物については五十

嵐博が報告していますので、本文をお読み

下さい。



口市民フォーラム 滅びゆく高山植物を守

るための

・日時平成 17年 11月 19日(土)

・場所北大学術交流会館

・出席者北方111草会として 5人

第 I昔日 ノマネlレディスカッション 高山梢

物保護活動を振り返る

アポイ昔(水野洋一)、雨竜沼湿原(佐々

木純一)、大平山(古津隆)、大千軒長(清

水平日男)、夕張昔(水尾君尾)からの報告が

ありました。

第 2部講演「高山植物と雪の関わり

そして地球温暖化の影響J (工藤

学)

第 3部保護活動及び現状報告

I 利尻と礼文の高山梢物保護活動(小

杉和樹・ 4山田美野里)

11 道条例による希少植物の指定と保護

の現状(佐藤議)

第4古1¥ 講演 rUIあるき 花めくり J (梅

沢俊)

興味のあった花に、コパナアザミはチシ

マアザミと同種とされているが、別種ない

し変種でもいいのではないか? オオワク

ノテが宗谷岬から採集報告があるが、稚内

市内のあるお寺で園芸として植えられてい

た可能位があるのでは?
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口運営会議

. RI時:平成 17年 12月 10日(土)

-場所 盆栽0'甲小路2丁目)、名前は山草

会向きでしたが、ちょと若者向きの居酒

屋でした。

-出席者 12人

・運営会議兼忘年会ですが、第 231.1の進捗

状況、 2006(平成 18)年 3月初日(日)

の総会待の講演者、および観察会の場所

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、関西山草クラブ、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。

図書館には国立国会図書館、北海道rL図

書館、札幌市中央図書館および北大附属中

央図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 F

の機関に会誌を送付しました。倉敷市立同

然史博物館、札幌市博物館活動センター、

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J立知床博物館、利

尻町立博物館、市立函館博物館、旭川市博

物館、名寄市北同博物館、士別市立博物館、

事11路市立博物館、上士JJIj町ひがし大雪博物

館、層雲l挟博物館、倶知1安風土館、帯広百

年記念館、北網圏北見文化センタ一、黒松

内ブナセンタ一、様似郷J:s官、ユウパリコ

ザクラの会、山歩集団青い111脈など o


