
５月定点観察会 
  
大雨警報の出ていた先月とうってかわり、 
緑も深くなり、はや夏を思わせる空のもと 
沢山の新しいお仲間をお迎えして５月の観察会は始まりました。 
  
この季節は風が優しく虫も少なく 
お目当てのきのこが見つけられなくても 
葵祭より神戸祭りより、ここに居ることで癒される。 
  
まず駐車場脇で出迎えてくれたのが、 
弘法さんが投げてくれたか（笑）サンコタケ 
何時もの切り株の奥に、ルビーのように光るカンゾウタケ 
この株がきのこによって土に戻されるにはどれだけかかるのだろうか。 
  
会員年数は増えても知識の少しも増えない私でも 
今日はマツオウジ、カンゾウタケ、池の周りにはアミタケもあるかな～ 
（食菌ばかり）と推測できる。 
  
乱雑だった林が整備され美しくなったけれど、これ以上 
修法ケ原のきのこ発生環境が変わりませんように。 
  
夕餉にはマツオウジを美味しく頂きました。 
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５月の主役はやはりこのきのこ/カンゾウタケ 

集合場所脇にて異臭を放つ/サンコタケ 裏が美しい/アカヒダカラカサタケ 超極小きのこ/オチバノアカビョウタケ 

小さいながら健気に大発生！/オリーブサラタケ 芸術的！/ウラスジチャワンタケ めずらしい植物も/ギンラン 

さらにすくすくと…おいしくなあれ/マツオウジ ずいぶん成長してにぎわってます/ニカワラッシタケ 肝臓と言うより舌！？/カンゾウタケ 

←Before(4月） 
After（5月）↓ 
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After↓ 

←Before 
After↓ 

～先月の赤ちゃんの成長記録～ 

カンゾウタケ撮影大会！ 

こちらにも一人…表紙の芸術作品撮影中 

これはですねえ…ふむふむ 

お昼休憩和気あいあい 
もう同定会始まってますよ！向こうでサボっている重鎮方～ 

勉強熱心！将来有望！ 

若者解説中！ ベテラン解説中…しかしきのこの名前が出て来ない（汗） 同定台撮影…閉会後の一仕事 

  2016年 5月 15日   観察記録 
天候：晴 

参加者：40+5名（みかげ） 
同定：85種 

  和名 属名(新分類/旧分類) 科名(新分類/旧分類) 
1 マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科 
2 ハダイロガサ オトメノカサ属 ヌメリガサ科 
3 アカヤマタケ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科 
4 ワカクサタケ ワカクサタケ属 ヌメリガサ科 
5 シロコケシジミガサ属の一種 シロコケシジミガサ属／ヒダサカズキタケ属 ヌメリガサ科／キシメジ科 
6 ハマシメジ キシメジ属 キシメジ科 
7 ザラミノシメジ属の一種？ ザラミノシメジ属？ キシメジ科 
8 Cellypha goldbachii類似種 ケルリファ属？ キシメジ科？ 
9 シイタケ シイタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科 

10 ダイダイガサ ダイダイガサ属 タマバリタケ科/キシメジ科 
11 アクニオイタケ クヌギタケ属 ラッシタケ科/キシメジ科 
12 チシオタケ クヌギタケ属 ラッシタケ科/キシメジ科 
13 ベニカノアシタケ クヌギタケ属 ラッシタケ科/キシメジ科 
14 ヌナワタケ？ ヌナワタケ属／クヌギタケ属？ ラッシタケ科/キシメジ科 
15 ニカワラッシタケ ラッシタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科 
16 ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科/キシメジ科 
17 キシメジ科の一種？1 ？属 キシメジ科？ 
18 キシメジ科の一種？2 ？属 キシメジ科？ 
19 クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科 
20 コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科 
21 ウラベニガサ ウラベニガサ属 ウラベニガサ科 
22 ベニヒダタケ（広義） ウラベニガサ属 ウラベニガサ科 
23 ウラベニガサ属の一種1 ウラベニガサ属 ウラベニガサ科 
24 ウラベニガサ属の一種2 ウラベニガサ属 ウラベニガサ科 
25 ヒイロベニヒダタケ ウラベニガサ属 ウラベニガサ科 
26 アカヒダカラカサタケ アカヒダカラカサタケ属 ハラタケ科 
27 アシナガイタチタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科 
28 ムササビタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科 
29 ニガクリタケ ニガクリタケ属 モエギタケ科 
30 チャツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科 
31 ザラツキキトマヤタケ アセタケ属 アセタケ科 
32 フウセンタケモドキ？ フウセンタケ属 フウセンタケ科 
33 ムラサキフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科 
34 ウスフジフウセンタケ亜属の一種 フウセンタケ属 フウセンタケ科 
35 フウセンタケ属の一種1 フウセンタケ属 フウセンタケ科 
36 フウセンタケ属の一種2 フウセンタケ属 フウセンタケ科 
37 フウセンタケ属の一種3 フウセンタケ属 フウセンタケ科 
38 ミイノモミウラモドキ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 
39 イッポンシメジ属の一種1 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 
40 アミタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科 
41 カラムラサキハツ ベニタケ属 ベニタケ科 
42 ベニタケ属の一種 ベニタケ属 イッポンシメジ科 
43 アカシミヒメチチタケ（仮） カラハツタケ属 ベニタケ科 
44 アシボソチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科 
45 ニセヒメチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科 
46 スエヒロタケ スエヒロタケ属 スエヒロタケ科 
47 カンゾウタケ カンゾウタケ属 カンゾウタケ科 
48 アクイロウスタケ アンズタケ属 アンズタケ科 
49 キソウメンタケ ナギナタタケ属 シロソウメンタケ科 
50 ウスタケ ウスタケ属 ラッパタケ科 
51 ハナホウキタケ（広義） ホウキタケ属 ラッパタケ科 
52 チャウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科 
53 ニクウスバタケ ミダレアミタケ属 タマチョレイタケ科 
54 アミスギタケ タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科 
55 ハチノスタケ ハチノスタケ属 タマチョレイタケ科 
56 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科 
57 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科 
58 カワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科 
59 アラゲカワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科 
60 シハイタケ シハイタケ属 ?科/タコウキン科 
61 ハカワラタケ シハイタケ属 ?科/タコウキン科 
62 ミイロアミタケ チャミダレアミタケ属 タマチョレイタケ科 
63 ミダレアミタケ ミダレアミタケ属 タマチョレイタケ科 
64 ホウネンタケ クロブドウタケ属 タマチョレイタケ科 
65 シミタケ属の一種 オオオシロイタケ属 ツガサルノコシカケ科 
66 ホウロクタケ ホウロクタケ属 ツガサルノコシカケ科 
67 ツガサルノコシカケ ツガサルノコシカケ属 ツガサルノコシカケ科 
68 コフキサルノコシカケ マンネンタケ属 タマチョレイタケ科／マンネンタケ科 
69 ワヒダタケ キクロミュケス属 タバコウロコタケ科 
70 ネンドタケ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科 
71 ネンドタケモドキ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科 
72 アズマタケ オンニア属 タバコウロコタケ科 
73 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科 
74 ノウタケ ノウタケ属 ハラタケ科 
75 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科 
76 ヒメツチグリ属の一種 ヒメツチグリ属 ヒメツチグリ科 
77 サンコタケ サンコタケ属 アカカゴタケ科 
78 アラゲキクラゲ キクラゲ属 キクラゲ科 
79 オチバノアカビョウタケ ランツィア属 トウヒキンカクキン科 
80 ニセキンカクアカビョウタケ ディケファロスポラ属 ルトストロエミア科 
81 Arachnopeziza aurata クモノスヒナノチャワンタケ属 クモノスヒナノチャワンタケ科/ヒナノチャワンタケ科 
82 ウラスジチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科 
83 カバイロサカズキタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科 
84 オリーブサラタケ アレウリナ属 ピロネマキン科 
85 クロコブタケ アカコブタケ属 クロサイワイタケ科 
※ クロメロスポリウム属の一種 クロメロスポリウム属 チャワンタケ科 
※ ココミケス属の一種 ココミケス属 リティズマ科 
※ ツノホコリ ツノホコリ属 ツノホコリ科 
※ マツノスミホコリ スミホコリ属 ムラサキホコリ科 
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※BeforeとAfterは別個体です 
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