
花会長311え主

ロ総会&講演会

(tJ 時)2008 (平成20)'f3月221::](土)、情

[場所]北海道環境サポートセンター

北4条西4丁目伊藤・加藤ビル4F

一総会(13:30-15:00)

平成19年度行事と会計決算報告および平

成20年度行事予定と会百|予算案審議

自己紹介と近況報告白

総会出席者・ 22名

講演会(15・00-17:30)

講師'北海道大学教授火原雅氏「ヱン

レイソウじゃない研究j

講師:植物写真家梅沢俊氏「シダ械物

一年生j

参加者数・ 49名. r~r訳は総会IH席者22名

に本会員3名、すみれの会6名、北海道植物

友の会・野の花会など18名の参加があり、

ホールの定数45名を超える大盛況でした。

懇級会(18:00-20:00)ー

福久楼(北3条西7T日)

参加者:16名.総会の時間では充分な情

報交換などができませんので、和やかな雰

凶気で縞物談義ができました。

口『北方山草』第25号の発行

小特集:シダ植物.総頁128執筆原稿20

編(内依頼2編)発行部数300部.

会員 (70名).交流機関、図書館および博

物館関係などに発送しました (3月241::J).一
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編集部

部の古書庖等(札幌4応、帯広I庖)に購入を

してI良きました.

口国京;閏一氏の写真展

[とき) 2008年3月 1 日 ~3月 31 日

[ところ]おうちカフェ・ McyMc's(メイミ

ーズ)、恵l庄市上rlJ口580-2(黒氏牧場内ロ

グハウス)

本会員の図京i間会氏の写真展を見ること

ができました。テーマは「スプリング・エ

フェメラル(ニはかない・短命泊で、ニリン

ソウ、ヱゾヱンゴサク、カタクリ、キクザ

キイチゲなど、早春の花が可憐な写真、さ

らには色変わりの花ミドリニリンソウなど

を紹介していました。嬉しいことに国京さ

んの紹介ですと言ったら、何とコーヒ一代

が安くなりました。(松)

口春の川|汲公匿&恵山の観察会

[とき)2008年6月7日(土)~8 日(l:J)， r清

[集合場所]函館市川汲町、川汲公闘 12:00

から13:00(その間に属食)

{観察場所1

JI!汲公題 (7日13: 00~16 ・ 00)

函館市高岱町、 410m峰ci毎向山の淘側)

&寮の河原周辺 (8 日 8 ・ 00~13 ・ 00)

[や ど]商館市恵山岬町、ホテル恵風(ケ

ープ)

[案内人]丸藤久平氏



[参加者J13名(男性7人、女性6人)

7日の川汲公園で見た主な梢物。

黒松内低地借以南を代表する木本はブナ

林でこの公園にも多い。ブナの他北海道の

南部に自生するハナイカダ、キブシ、リョ

ウブ、オオバクロモジ、サラサドウダン、

ノイバラ、ムラサキシキブなどを観察しま

した。

京本ではマルバヒレアザミ(渡島半島)、

キバナイカリソウ(留萌地方以南)、ヤマジ

ノホトトギス(胆振地方以南)など道央間で

はなかなか見られない植物です。

8日は恵山 (618111)のI員きにはツツジが少

なそうなので止めて、ツツジの山といわれ

る海向山 (569111)は少し距離が長いので締

めて、海10J山に向かう左コース分岐点より南

側(左手)には入り、 410111峰を目差しました。

ここは全山、満開状態のサラサドウダン

が生え、樹高5111前後ありますかツツジのト

ンネルをくく手つての、幸せな山行でした。

ピークの410111峰は展望が良く、周辺に

はゴヨウマツ、ハイネズ、ワタゲカマツカ、

マルバシモツケ、シバ、ツマトリソウ、コ

メススキなどが生えています。

他に主に開花していた植物で目立ったの

はチゴユリ(多い)、シラネアオイ(多い)、

マイヅルソウ(多い)、ツツジ科ではイソツ

ツジ、コヨウラクツツジ、ヤマツツジ、コ

ケモモ、ハナヒリノキ(実)、開花には早い

がホツツジ(前年の実の大きさから)、ハク

サンシャクナゲなどが生育、ツボスミレ、

ハクサンチドリ、ササバギンラン、キンギ

ンボク、アキグミ、ツクバネソウ、サルメ

ンエビネ、エゾノコリンゴ、タニウツギ、
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ギンラン、フデリンドウ、ニシキゴロモな

ど咲いていました。

下山持、シハイスミレの変種になるマキ

ノスミレを見つけました。 :!ioは終わってい

るので葉だけですが、やや小形で二等辺三

角形をしたような葉が印象的でした。北海

道ではこの付近だけに自生しているようで

す。

この日観察した植物目録は1441'iをご覧

ください。

410m峰の集合写真(昂影青は水野博介氏、

セルフタイマー使用)

ロ夏の弁天沼の観察会

[ときJ2008年7月12口(土)、附

10:30~15:00 

[集合場所]芹小牧市.間設鳥獣保護医ウト

ナイ湖野生鳥獣保護センター 10:00

[観察場所]苫小牧市字弁天、弁天沼

[案内人]高橋 誼氏

[参加者J8名(男性6人、女性2人)

弁天沼は苫小牧市東部に位置し、株式会

社「苫東Jの私有地なので沼畔まで行くの

には途中車止めのゲートがあります。鍵を

借りて入ったのですが、途中からは車高の

高い4WDでなければ無理のようです。

案内人は高橋誼氏で彼は『北方山草』



第23号 (2006)に「苫小牧市弁天沼とその

周辺の梢生jという論文を書いています。

午前中は沼の北東部を観察しました

(10・30~12・30)。私が注目した植物は高山

の燦地に生えるウラジロタデ、初めて見た

ヤマトキソウ(トキソウと違って花は聞か

ない)、基音Ilが鉾形になるナガパノウナギツ

カミ。初めカマヤリソウと見間違ったカナ

ビキソウ。帰化種のクシロヤガミスゲ(ア

メリカヤガミスゲよりも花段、数が多い)、乾

燥地に多いへラバヒメジョオンなどを観察

しました。

水生植物はエゾヒルムシ口、フトイ、ヨ

シ、アゼスゲ、マコモ、ハリコウガイゼキ

ショウ、ヒメガマなどそれそ、れが小群落な

して生育しています。私は昼食後用事があ

り早退、 'H査のコースは欠席しました。(松)

弁天沼の観察(撮影水野博介)

午後の観察は}jrJの道から沼に入り、弁天

沼の西側を観祭しました。ややi思った環境

も多く、新たにシズイ、サギスゲなどが目

録に追加できました。(五)

この日観察した植物目録は149頁をご覧

ください。

jtjjrlr草加 (2009)

力ナビキソウ(指影五1嵐博)

ロ第11回日本植物函倶楽部巡回展北海道

展

[とき12008年7月161::1(水)~21 日(月)

[ところ]札幌市民ギャラリー(南2条束6丁

目)

[テーマ]企図テーマ部門「植物画で見る帰

化植物J&自由テーマ部門

第11回になる巡同展は北海道に初めて来

ました。木会会員の船i!d古江・須山靖子i判

氏が中心となって受け入れ準備をされ、主

に道外からのお客様を野幌森林公国や日帰

りで大雪山の姿見の池までご案内したよう

です。本会会員の五十嵐博氏は「北海道の

外来植物Jについて講演されています。

企i!IJiテーマ部門「縞物I山lで見る帰化植物j

が62画、自由テーマ部門画77画が展示され

ていました。どの作品も繊細な筆さばきで、

それぞれの植物の特徴と美しさを表現して

います。これら作品画すべてを載せたガイ

ドブ、ックが発行されています。

口秋の濃昼山道の観察会

[とき12008年9月13R (土)、晴 10:00

~15・00
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[集合場所]札幌勢、石狩市厚田公園の前、

夕日の丘駐車場 9:30.

[観察場所]石狩市厚山区、 i農昼峠(ごきび

る、 327m)の往復.

[案内人]佐々木純一氏

[参加者110名(男性7入、女性3人)

天候に恵まれ10人でi農昼バス停口よりス

ター卜、入口すぐにハエドクソウと一緒に

イノコズチ(ヒカゲイノコズチ)が果実を

下向きに付けていました。つる性木本のミ

ツバアケビの果実を見つけるが、少し早い

のか色はまだ緑色でした。

シダ類で生育量の多いのはオシ夕、、ジュ

ウモンジシダ、リョウメンシダの 3種、他

にはハイイヌガヤ、ムカゴイラクサ、オト

コヱシ、オクエゾサイシン、ホウチャクソ

ウなどがやたらと日に付きました。

ラン科では果実をやlけたサイハイラン・

サルメンエビネ・ヱゾスズラン・アケボノ

シュスラン、葉だけのクモキリソウを観察。

岩場にはエゾノイワハタザオが生育してい

ます。

コースのピークになる濃経峠 (327m)に

は鳥の糞で運ばれた海浜性のハマナス、オ

トコヨモギが生え、オトコヨモギにはハマ

ウツボの品穏になるオカウツボが寄生して

います。周辺にはエゾノキリンソウ、エゾ

ノカワラマツバ、花が咲いているエゾムカ

シヨモギ・ミヤマスミレ、エゾノシロバナ

シモツケ、赤い実を付けるチョウセンゴミ

シなどが生育していました。

この日観察した植物目録は151頁をご覧

ください。

ミツバアケビの巣実(撮影松井 洋)

口運営委員会兼忘年会

[とき12008年12月13日仕立、 18: OO~ 

20・。。
{ところ]福久楼(北3条西 7丁目)

[参加者115名(男性10人、女性5人)

運営委員会兼忘年会ですが、第26号の編

集の進捗状態、 2009(平成21)年3月21日

(土)の総会時の講演者、第27乃の小特集

テーマ、 2009年度の野外観察の場所などに

ついて話合いました。

口第2回すみれ会槌物画展

[とき12008年11月 17R~22 日

{ところ]オリジナル画廊(南2条西26T臼)

すみれ会は船迫の「私のすみれJがご紋

で誕生したサークルです。今のところ、個

性の強い7名が参加しております。

野の花や樹を題材に植物測であったり、

組物画風であったりですが、梢物を描くこ

とを通じて人の輸を楽しんでおります。

今回も展覧会にお運びいただき、花談義

を楽しませて頂きました。特々様に感謝申

し上げます。

スケッチの絵は春、九州方面へ「いがり

158ー



まさしさんの観察会Jに参加した時のもの

です。南阿蘇のキスミレ、ヒゴスミレ、 ン

コクフクジュソウなどです。(船)
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[ お詫びと訂正 ! 
! 本誌第25号56頁左15行・;fi24行。 i

l永義英俊教授(誤)ニ永益英敏准教授(正)I 
l 謹んでお詫び申し上げます。


