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第２６回南区きのこ展

きのこ展日程（概要）
開催日： 9月7日(土）～8日（日）
会場： イトーヨーカドー福住店
＜１階催事会場＞
住所： 豊平区福住2条1丁目2
＜地下鉄東豊線福住駅＞
開場： 9時～18時
開場準備： 8：00～
※ 採集・同定・梱包・会場準備
準備日程： 9月5日（木）～6日（金）
開設準備会場：西岡福住地区センター
豊平区西岡4-9-1-17（852-4687）
同定作業: 9月5日・6日12：00～17：00
会場設営: ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 6日16：00～
展示きのこ・作業の協力お願いします。

きのこ展日程（概要）
開催日： 9月１4日（土）～１5日（日）
会場: さっぽろ市民生協「ソシア店」
＜１階野外イベントスペース＞
住所： 南区川沿5条2丁目3番地
開場: 9：00～17：00（15日16：00閉館）
開場準備：15日(土) 7：00～
15日(日） 7：00～
※ 採集・同定・梱包・保管
採集： １2日(木)～１3日(金)
（藤野東光ストアー７：30集合）
同定会場： 菅氏山小屋
同定梱包： 13：00～16：00
展示きのこ・作業の協力お願いします。

トピックス
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きのこ展日程（概要）
開催日１０月１４日（月祝）
きのこ&写真パネル展
＜キノコ鑑定会＞
札幌市清田区主催イベント
スポーツフェスタ白旗山
協賛イベント主催：第6支部
スポーツフェスタ
ｉｎ
白旗山きのこ展
会場：白～山競技場グランド
開設準備：8：00～
開場：9：00～15：30
事前採取 桜山研修会
豊平区羊ヶ丘 森林総研
会場に展示用キノコの持ち込
み協力をお願い致します。

指名手配書：お見かけの方は至急連絡ください

テングツルタケ属 フクロツルタケ節 のキノコ調査
これからが本番！ 採集にご協力お願いします！！

受け取りに行きます.連絡ください。
連絡先 TEL(090-6260-1635）
第４支部 菅 拓暢
最近の図鑑にシロウロコツルタケ(フクロツ
ルタケ)の記載があり改名されたと思われて
います。本当にそうか？
真実探究の調査です。

チョット気になる話
アスパラ畑 & ニセアカシア林の新種のキノコ発見！
2019年7月国内6例目 北海道に新種の白いトリフ？
函館でアスパラ畑に白いトリフ発生、もちろん食可能、スィーツキノコ確認
函館北斗市でアスパラ畑に白いトリフ発生（サッカリンの様に甘い）報告
は、函館キノコの会会長石垣氏、石垣氏は宿泊研修で講師としてお世話
になった方。今年９月に地下生菌調査団が来道されるが。そこに降って湧
いた様な珍品キノコが採集、報告された。この白いトリフ状のキノコは、日
本珍品キノコ大賞に輝いた珍品中の珍品である。（和名は無い）子嚢菌門
チャワンタケ科、属名：マッティロロミュセス属、見た目は白トリフだが、本当
は違う属だそうだ。ハンガリーではニセアカシヤ，ヨーロッパ、バラ科、イチ
ジク、スペイン、ミカン科日本は大分県でアスパラガス畑で発見、仙台でも
アスパラ畑で発見されている。日本ではアスパラ畑であるが、ハンガリー、
ヨーロッパの気候は北海道に近い、アスパラは北海道が主産地、ニセアカ
シヤに至っては桜山にも蔓延る外来種である。外国ではスィーツキノコとし
てデザートとして食べられている。アスパラの根や樹木の根に共生？する
菌らしい。発生すれば根元にゴロゴロしているそうだ。今回は函館だが、い
ずれ北上するだろう。楽しみだ、気になるのは、わが会員、家族にはいな
いと思うがアスパラ畑を見ると、むやみやたらに畑に侵入し農家の方に叱
られない様に注意されたい。チョット気になる話。
、
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第１２回 スポーツﾌｪｽタ ｉ
ｎ 白旗山きのこ展

第２２回豊平キノコ展

～公開講座桜山キノコ研修会

札幌キノコの会

会員の動静
（お詫び）会報誌３５号名簿訂正
第2支部 高木 賞子さん（追加、家族）
第５支部 二瓶 英夫さん（氏名訂正）
所属無指定 名部 みち代さん（氏名訂正）
新入会員
第3支部 前島 イソさん（再入会）
第4支部 鈴木 幸仁さん
堀家 不二子さん
小熊 哲也さん（再入会）
第6支部 澤田 昌広さん（追加、家族）
横山 忠範さん
吉田 玄一さん
カルシだより
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会長から一言

札幌キノコの会 会長 田上 祥二

今年は春先からヒグマの出没が頻繁です。札幌近郊の里山だけではなく清田の市街地まで出
没しました。今のところ人的被害はありませんが、皆さんも十分に心して、野外活動にあたるととも
に、ゴミの持ち帰りを忘れずにお願いします。最近の気候変動は自然界に様々な影響を与えて
います。キノコの発生環境にも少なからず影響を与えていると思います。自然からの恩恵を受け
るだけでなく、環境に対しても私たちの責任を果たしましょう。自然の中で楽しみながら自然への
心配りを忘れずに‼ 後期活動もよろしくお願いします。

宿泊研修会 & 観楓会 ｉｎ 定山渓ホテル鹿の湯
※札幌キノコの会 宿泊研修会参加方は（9月30日）迄に返信下さい。
研 修会
日程 返信のはがきは参加の方だけ投函ください、お願いいたします。
研 修日
2019年11月10日（日）～11日（月）
宿
泊
定山渓ホテル鹿の湯(定山渓温泉西3-32）ｔｅｌ011-598-2002
宿 泊費
11，5００円＜夕食（懇親会：貸切会場）・朝食付き(昼食自己負担)＞
集合場所
現地集合（自家用車・定鉄バス等の交通機関）定鉄＝定山渓神社前
無料バス「鹿の湯号」札幌ＪＲ北口（観光バス乗り場）出発時間15：00～ホテル鹿の湯
受
付 15：00～ホテル鹿の湯（各支部会費集約納入）
集合時間 16：00～定山渓鹿の湯ホテル（会議場）
行
程 （10日）研修会16：30～17：30～会食18：00～20：00（二次会20：00～22：00）
（11日）朝食 7：00～9：00 （現地解散）無料バスホテル10：00（ＪＲ札幌北口行き要予約）

第 8 回 円山動物園キノコ展 ：自然界のキノコの役割ときのこの生活 2019.10.5～6
円山動物園キノコ展は札幌市主催札幌キノコの会後援[全面協力]で開催され、特に自然界の中のキノコの働き、（役
割）を前面に動物園で開催される意義あるキノコ展であり、本部の役員はもとより各支部役員、各支部会員各位のご協
力頂く中で、札幌市民に好評を得る秋終盤のキノコ展となります。各支部キノコ展と準備等が集中し会員の皆様にはご
迷惑をおかけいたしますが何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。
キノコ展、準備、日程概要。
☆メインテーマ
自然界のキノコの役割ときのこの生活
展示用写真デター募集 8月10日～8月31日
展示写真選定作業
9月 1日～8日写真パネル選定（野外展示ポスター8月中旬）
備品 準備
９月10日～25日・備品準備（準備作業）（動物園：印刷）
キノコ収集活動
10月3日～6日 （事務局・小野副会長待機）
各支部要請期間
10月3日～6日 （各支部に時間別要員配置）別途要請
きのこ受け入れ
10月3日～6日
（守衛：職員入口から）
キノコ同定準備室
10月3日～4日 13：00～18：00 円山動物園プラザ
準備 期間中
10月3日～4日 13：00～18：00 第1～2駐車場：検印 （16：30までに検印）
開催期間中
10月5日～6日 7：00～１8：00 第1～2駐車場：検印 （16：30までに検印）
開催準備室及び開催会場準備室＝動物園プラザ/展示会場=科学館ホール
開催準備委員
10月3日～4日 13：00～18：00 (鑑定・梱包作業）4日14:00～会場設営（科学館ホール）
当日準備委員
10月5日～6日 7：00～10：00 （冷蔵庫→科学館展示準備）
説明 委員
10月5日～6日 10：00～17：00 （保安要員・解説・説明委員）
収納作業委員
10月5日～6日 16：30～18：00 （冷蔵庫保管・最終日撤収）

第１支部 からのお便り

支部長 佐々木 進

新年度のスタ-ト

今年は新年度令和元年に当たり、気持ちも新た
に、４月１９日穂別方面（参加者８名）５月１２日浜益
方面（参加者８名）の2回勉強会を実施しました。両
日共天候に恵まれ、行者ニンニク、ウド、 ウド、フ
キ、ワラビ等を採集することが出来、毎年変らぬ自然
の恵みに感謝。最近はタモギ茸、ナラ茸等をゲットし
ましたが、林道が荒れていて車での走行に支障を
来すところが多くなっている印象です。毎度のことな
がら健康に留意し、足腰を鍛え、息切れをしない身
体をつくり軽快にフィールドを歩きまわりたいもので
す。 無事故で充実した一年であったと笑いにつつ
まれた納会を迎えたいものです。
入山する時は、山の神の領分と言い聞かせながら
慎重に行いましょう。

早春山野草勉強会 行者ニンニクゲット

第 2支部 からのお便り

今年度前期の活動

2019.4.19

支部長 大川 繁美

今年度前期の行事も、1月の総会から始まりま
した。総会では、久し振りに会員、家族会員に
会い楽しいひと時を過ごしました。新会員も参
加していただき感謝しています。雷雨で中止の
支笏湖復興森の下草刈りを除いた、他の行事
は5月赤井川方面、6月ニセコ方面、7月勇払方
面と好天に恵まれました。第2支部も会員数が
減少し15名となりましたが、家族会員の協力に
より、会運営に支障きたす事がありません、感謝
しています。
後期行事もキノコ最盛期に入りますが、天候が
気がかりです。楽しく山であそびましょう。多くの
参加をお願いします。

第４支部 からのお便り

「安全と健康を活動の基本として」

支部長 平井 美昭

臨時「そば道場」 出来栄えはグット
第４支部の令和元年度の支部活動は、会員の高齢化等に伴い
十数名の退会者がありましたが、５月には、３名の入会者があり、
「安全と健康、出来ることから、出来る範囲」を基本として、入林の
ルールを守り事故防止に努めていくこととしました。活動は、５月
「支笏湖復興の森の散策会」においては、事務局の事業「刈払機
の取り扱いの講習会」への参加後、近隣で春の山野草の散策を
実施。６月「支笏湖復興の森の下草刈り・恵庭ふるさと森林公園
の野立てそば会」を計画していましたが、前日からの暴風雨によ
り、支笏湖への道が土砂災害指定を受け、札幌キノコの会として
中止を決定。 当日、恵庭ふるさと森林公園への道も通行止め。
会員の希望が多い「野立て手打ちそば会」は、会場を近くの町内
会館に変更して19名が参加。３名の新人受講者を含めての「そば
道場」、会員からの寄贈の７種類キノコの具材による 「ぶっかけソ バ」を賞味し、盛況のうちに終了しました。
今後、野外勉強会が本格化することから、「マダニ」「熊」情報等に注意しながら事故の無いよう活動していきます。「南
区キノコ展」等も予定されています。各支部の皆様ご協力よろしくお願いいたします。

第５支部 からのお便り

里山といえども油断大敵、

平成３１年４月２１日に１０名が参加した山野草勉強会から始まり
ました。その時、山に入る入口の小さな橋が崩れて穴が開いてた
のに気が付かず落ちてDOさんが膝を打撲しました。野草採集後
に移動し、バーベキューで盛り上がりそのあとコーヒー、惣菜など
などをいただき楽しい昼食で美味しかったです。皆さんの顔から
笑みがみられました。令和元年５月２6日は、８名参加で山野草勉
強会を実施した。収穫が少ないので奥へ移動したところみんなの
笑顔で満足度があがったが家族連れの親子が迷っているのがわ
かり、TA夫妻が救助しました。支笏湖下草刈りは、雷注意報がで
ていたので前日に土生事務局長から中止を知らされて参加者１０
名へ通知した。７月７日山野草勉強会は、１０名の参加があり日曜
なのにまだ、はしりの成果、大粒が採れたようでした。初参加のSU
さんは、楽しかったと言っており良かったです。８月２５日からキノ
コ野外勉強会が始まるが日常生活で塩飴、補水などで体調管理
をおこない、勉強会を楽しみに待っててください。

支部長 林 伸幸

2019.4.21山野草勉強会

みんな笑顔で楽しく山遊び

第３支部 からのお便り

早春のキノコ、山野草勉強会

2019年度野外勉強会は５月５日定山渓薄別で開催さ
れた。昨年は天候不順前日からの大雨で止むを得なく
中止となり年２回の山野草の勉強会が１回だけとなって
寂しい思いだつた。令和と新元号が５月１日施行、令和
元年5月5日こどもの日であり、９連休のど真ん中である。
参加者の動向が心配であるが天候はどうやら持ちそうと
の事で、集合場所に午前7；00、点呼を取り出発、定山
渓のチエーン脱着場に集合先発隊が駐車スペースを確
保、当日参加者（一般、他支部会員）含めて46名大所帯
である。会場の広場ではアミガサタケが６本ほど我々を
出迎えてくれた。支部長・長谷事務員の注意事項と集合
時間の周知が行われ、8：40分入林した。11時にはほぼ
全員が広場に集まり，早速山野草の勉強会となった、長
谷会員は最近死亡事故の起きたイヌサフランを家から持
参、約20種の山野草とエノキ、トガリアミガサタケが採集
され山菜研修が行われ、12：00昼食は、畑事務局長担
当山野草天ぷら、支部長と長谷亮治さんらが担当のさぬ
きうどんが完成、60杯分すべて完食。程よい天候、気
温、皆さんの笑顔の中、13：00に無事閉会した。

支部長 土生 茂一

第６支部 からのお便り

前期野外活動研修会報告

支部長 中島 惣平

4月21日 春キノコ（ギョウジャニンニク）か
ら7月6日（ハスカップ）迄が今期上期研修
です。計5回 但し 6月23日（復興の森）は
除く。延べ参加会員数 99名 １回当り≒
20名程参加の運びとなりました。毎年の参
加数は程変わらず、年齢が1才は増えてい
る今日この頃です。上期記憶に残る研修
を、紹介させて頂きます。

早春のキノコ & 山野草勉強会

2019.5.5

春のキノコ（ギョウジャニンニク）採集場所
穂別方面 26名参加1週間前の下見時、昨
年9月 胆振地震（厚真中心とする震源）より
町を通過する際に数多くの斜面が崩壊して
おり、まだまだ復旧に時間を有する状況であり災害の甚大、自然の力の大きさを改めて痛感いたしました。当地ではま
だまだ仮設住宅で不便な生活を多くの方々が過ごされている事。更には数多くの尊い人命が失われて居る事実等。こ
のような状況を見ながら通過する際は胸が詰まる思いがした事を覚えています。幸いにも、採集場所近くの斜面には
崩壊も無く、各自其れなりの成果が有りました、どんなにも大きな天変地異があろうとも、草木は芽吹き、春が訪れる。
自然の恵みに感謝する次第です。昼は昨年同様に楽しくジンギスカンを食し会員の融和を図る事が出来ました。事故
も無く、上期研修を終える事が出来ました、有難うございました。

