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葦のねぐらにしようと思ったのでしょう。し

つ

かし、サンドボン．ブの砂利採取作業は、よう

会

長

Lやなく進められ、それをうけつけません。

渡 辺 義 雄

あの白鳥たちは、何処へいったのでしょう。
もう2度とこないのではないか。そんな不安

あけましておめでとうございます1

と心配がよぎります。それにしてもまったく

昭和50年を迎え、みなさま益々御健膠の
事と存じます。今年は野鳥の会にとりまして、

残念です。布佐中の先生、石井さん、生詳諸

過去を．顧みる年でもあり、明日への躍進をは

君の御苦労に対して感謝の意を表したい。雨

かる年でもあるように思われます。

のRも風の日もいとわず根気よくエづけをし
てくれました。

かえりみきすれば探鳥会からはじまって、
ホタルの養殖、水鳥の観察、白鳥飛来のため

野鳥の会がこゝまでくるにはその他にも沢

の手助け、オオムラサキの蕃生、センタイノ、

山の協力がありました。ホタル池設置にして

孝の蒋増、ふくろうの手あて、どれをとって

も、カモのエサ場を作るにしても、中村さん、

も忘れがたいものばかりでした。ホタルも何

山崎さん、石戸さん、武子きんの。自分の仕

とかだいじょうぶだし、オオムラサキもはじ

事をなげうってものお骨折りは、大変なもの

めは幼虫がいなくなったが、又、手を加えて

でした。またエサ供給の市内農家の皆さん、

いるし カモも入れかわりたちかわりやって

学校給食のパンくすもありがとうございまし

くるようになりました。3塵前渡来した水鳥

た。

け9，O r・G羽、年々拭って昨年野鳥の会の

以上のような過去の苦しい貴重な体験をも

調香によると4，000羽と推定という悲し

とにして、今年こそ，飛躍の出来る年であり

い現実がありましたが、これも何とかくいと

ますよう、市当局並びに教育委員会の御指導、

められました。それには多くの人達の協力や、

会員一同の御協力をお願いします。最後に皆

ェサ場の設置があったからです。その上に水

様の御津庚をお祈りして新年の御挨拶といた
します。

鳥観察所撼彰小巨もたてられたことは、さら

■一一・一・一一一■・−〜一、・〜一一一一一−一、・′′・・一・′・、一・′・・・・−′・−′■、一・■−−〜一・一■■−

にうれい、ことでした。
しかし、こういう中でただ一つ案じられる
のは白鳥のことです。
47年私達には、まさかと．思われた手賀沼に
白鳥飛来の活、やがてそれは刑枝川にも。し
かも7羽が日羽になって、48年11月
12日には16羽になって現われました。信
じられないおとろくべきことでした。やがて
1年は過ぎ、49年1日∃10日6羽の偵察
の一群が3度も中州にやってきました．自升
−1−

1

こ

ツバメを、いつ、どこで見ましたか（打諾）

□

自然観窯のすすめ（1）

といったようなもので上いのです。
ざあ小さな手帳（野唄）と鉛肇を用意して

（我孫子の生物課を私達の手で）

はじめてみて下さl二。

本年を初産産として我辞子を中心とした生

珍事なものでなくとくありふれた情報で上

物誌を毎年作る計画です。ついては、みなさ
んから自然の詐察情報をいたゞかなくてほま

いのです。観察は野息野草、昆虫、小動物

とまりませんので是非御筋力をお願いゝたし

生物なら何でも結構です。
ウグイスの動勢、ヒバリの抑島、ホオソロ

ます．

の初鳴、筆は如何です。7オジ、アカハラが

自倍の朝窯はわざわざ遠出をする必要はあ

さえづりはじめたら旅立ちする日が近＼「と思

りません。ごく身近かなお宅の磨、通凱通

って下さい。

学、買物等のゆきかえり、又は散歩の折に一

ノツバキ、スミレ、ウメ等の花のたよ

寸と声環に注意をむけて下さい。その気托な
れは尽きろことのたい弊しんを引きだせると

ほしいをのヾ亡す。
（このことでのお問合せは

思います。同じ鱒所をつゞけて観察してゆく

0471−

82−2783の高橋へお願いします）

ことが貴薫な資料となります。
はじめは知っているものからはじめましょ

なおフタロウを親祭されたときは、御連絡＿
下されは幸甚です。

う。あなたは．いつ、どこでウグイスのさえ
づりをきゝましたか（初鳴）そして、いつま

以下次号

で囁いていましたかく終認）、今年はじめて
一、・・一一′一一一・、・−一一一、一・一一〜・・−一一一〜．−〜・一一〜一一一一■−′一一一■−
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影できますから利用して下さいq

◇ 行 事 案 内

防寒は十分に。

◇ 手賀沼探鳥会（雨天中止）
月日

◇ 手賀沼上沼探鳥会（雨天中止）

1月26日（日）

月日

集合 我孫子市役所玄関前■ 9時
予定コース 市役所一高野山地先遊歩道−
ホタルの園まで。徒歩約2KM

つ千むきます。徒歩紆3KM余￣「
解散日時半頃
；

解散1】時頃
備考・今冬は鴇が咋シーズンより多いよう

備考 鴨、7オナ宅ミコアイサがきれいです。

です。観察所と写貫撮影用の小屋が

まだ寒いので防寒具はお忘れなく。

できました。望遠レンズなしでも撮
′、−〜・、一一一一一一一■〜一一一一一一一一一一一一一一一一〜一一一一一一一一■−
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◇ 行 等：報 告
◇

2月23日（日）

集合・我原子中央公民館前 9時＿
予定コース・公民館一沼の北岸を北柏に向

〜〜一、′′一一一■一一一一■一一一一一・一−′ヽ一■一一一ヽ→ノヽ一■■−′−

ヒヨト・リ、ハシポソガラス、キジバト・コジ√
ユケィ、イソシギ、クカブツギ、コチドリ、l

′？7ナ
手賀沼探鳥会（49年10月■10日）

タイナ、カイツブリ、以上32種

カケス、ヒバリ，ホオソロ、ムクドリ、ムギ

＜参加者＞ 相葉此壊、水垣勇、水垣きよ子、
中弘、中睦子、三保菊枝、三角静敏、三角佐

マ寺，コサギ、ダイサギ、ヨシゴィ、ベニス

和子．石戸源次、谷野剣治、坂巻忠雄、高橋

ズメ、セツカ、ハクセキレイ、オオバン、バ

敏夫、石戸いち子、三谷澄子、渡辺義雄、大

ン、＝ガ毛、ハシピロガモ、カルガモ、ユリ

竹徳治、以上16名（途中で囁られた方が

カモメ，クツギ、エリマキシギ、チユウサギ、

数名記帳もれとなりました、あしからず）

≪認めた鳥≫

スメメ、カワテヒ7、モズ、

−2一

◇

手賀沼探鳥会（49年11月10日）

＜認めた鳥＞

ノ、シポソガラス、カケス、ム

◇

印旛沼探鳥会（49年12月8日）

＜認めた烏＞

ウグイス、ムクドリ、ハシポ

クドリ、スズメ、カワラヒワ、ホオソロ、ピ

ソガラス、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、

ンズィ、ヒバリ、クヒノリ、′、クセキレイ、

オオジュリン、ヒバリ、クヒノくり、ハクセキ

セグロセキレイ、キセキレイ、モズ、ヒヨド

レイ、モズ、ヒヨドリ、セツカ、ツグミ、ツ

リ、セツカ、ツグミ、アオサギ、タイサギ、

バメ、コサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、

コサギ、ゴイサギ、カルガモ、オカヨシガモ、

ヒトーリガモ、キンタロ′、ソロ，ハシピロガモ、

コガモ、オナガガモ、ハツビロガモ、ミコア

スズガモ、ミコアイサ、オオノくン、カイツ

イサ、カワウ、カイツブリ、キジパト、クカ

ブ．リ、ユリカモメ、オナガガモ、ノてン、クシ

ブシギ、オオハシシギ、クツ孝、ツロチドリ、

ギ、′、ジロカイツブリ、キンバラ、ホシハソ

コチドリ、ユ1Jカモメ、オオノミン、コノユケ・

ロ、コハクチョウ、以上34種（但しコ・ノ、ク

ィ、ドパト、＿以上38種 ￣二

チョウは木下地先の利根川にて）。

＜参加者＞ 三角静敏、三角佐和子、坂田実、

＜参加者＞

飯泉亡、三拝鶴首、三拝濱子、水野義宏、水
野′ト夜子、青山一二、三谷荘子、岩井涼子、

渡辺浪江、三角静敏、三角佐和子、水野羨

三谷育子、水垣勇、布勢むつ子、

渡辺敏子、岩内恵美子、海老原五月、渡辺敬

次、石戸清次、志賀鉄雄外小2、須藤襲久、

子、穫辺善活、岩村曜子、深谷幸枝、布施む

渡辺義乱中村曙、三神韻書、三神淑子、飯

つ子、田中菅也、石戸源次、渡辺義雄、吉田

川誠一、三侯きくゑこ神長、神長 外′トユ

昇、山崎慶治、中村脛、青田孝、高椅敏夫、
以上27名

畑幸正、中村成男、田中秀雄、柴田満子、川

宏、水野ノ」＼夜子、松島まき、島臥 山崎慶

村謎治外小1、舌関せき、上原美子、坂巻忠

上記手賀沼探鳥会は、いづ九も沼の南岸を

取高棒敏夫、吉田昇、上野成久、妻沼久三

手賀大譲から柏まで同一コースを探鳥したの

郎外′j、】、岩村守外大3′」、9、岩井涼子、渡

ですが、天候と鳥種に悪まれ、ムギマ考、オ

辺敏子、岩内恵美子、海老原草月、渡辺敬子、

オハシソ声、等珍らしいものにも出あえて大
変倫しい会でした。

渡辺義治、坂本コツミ、烏井、松田幸保、

◇ セイタカアワダチソウ退治
（49年11月4日）

福田、以上61名
予約取消0という盛況、水垣、三谷両幹事
の手ぎわのよい受付のおかげで∴定時出発、
ノてス1台と乗用車5台に分乗、途中木下寄り

＜参加者＞ 渡辺義雄、坂巻息軋石戸清次

の利横川でコハクチョウ16羽を観察、幸先

高橋敏夫、金子さん、三谷澄子、畑幸正、香

きよいスタートとなりました0

田孝、橋本えい、渡辺浪江、外市役所より
10名、以上20名。
急な行事となりましたので、参加者が少な

船戸大審で下車、霜の堤の上を北進、日本
野鳥の会千葉支執成田野鳥を守る会、の方
方ともー諸になり、たのい、顔寮をLました○

かったようですが、市役所の方々の応援や得

ツノくメが20数羽認められました、おそら

て手賀沼公知から手賀大橋の間で除草作業を

くこのまゝ越冬するのでしょう。無事に越冬

行ないました。棺在住の会員の方が参加して
下さいましたが、厚く御礼申しあげます。又

してはい、ですね。
更に甚兵衛渡しの方の沼にもよって帰って

市の方々にも大変御世話になり厚く御礼申上

きました。朝の内芸が多かったが間もなく晴

げます。

れあがって暖かな快晴となり無事たりしく柊

一一〜一・】一一一一一一一一一一一一一一一一一一へ一、■一・一■一一一一■−′、■−￣−

了いたしました。
■

☆

野鳥の観察
我孫子第3小学校生徒

渡辺敬子、磯辺敏子、岩内恵美子．
11月10日私達は手賀沼8キロコースに
野鳥を見に行きました。夏とはちがって、今
ごろになると見たことのない鳥がたくさん来

らい、たいへん親切にしてもらいました。
最後 つコースにはかん仁）するどい鳥はかり
集っていた、おじさんたちは私達がさわい
でいるのを見て「静かに」と注意された。土
はブカブカしていて望遠き上うを立てるのに、
いろいろ場所をかえました。
しばらく鳥を見て、来た道をもどりました。

ていました、例にあげれば、ミコアイサ、ユ
リカモメ、ピンズイなどほか教程夢のめずら

そのときおじさんがこ⊥らへんでとりあわせ

しい烏がいろいろ見られました。なかでも印

をしましようかと言ったので、私達はとりあ

象に残ったのは、ノ、クセキレイで、ほかの鳥
とちがって波形のように空を飛びまわって、

わせつて何だろうなあと思いました。そを思

異が白く光っていました。
コースをまわっているときなど、おじさん

んな鳥が見られましたかと、ほかのおじさん

っていると、おじさんが鳥の本をたして、ど
たちに開いたので私達は、とりあわせという

たちが親切にしてくれて、そうがんきような
と4つぐらい私＝達にかしてくれました。

のは、どんな鳥がいたのか、何種類の鳥が見

野鳥観察にこなかった先生のかわりにしん

いました。みんなで話し合った結果見られた

られたか、みんなで話し合うことなのかと恩

せつなおじさんが、先生のかわりに鳥の名や

鳥は38種類で私達が見た鳥は23種類で、

特長などを数えてくれました。お昼のとき、
私達は会長さんにパンを買ってもらい、はか
のおじさんたちには飲物やゆで玉子などをも

おじさんが「あんたゝちでもそんなに鳥が見

′■■一一、．．′、■一、一一、．．・〜′、一・〜一、一一一一一ノー）ノヽ′一−′ヽ・・・〜〜〜・．■■・−′ヽ−〜ノ、・′

られたの」と言ってくれたので、私蓮はうれ
しくなりました。
一、一一、．・へ日．、−〜〜〜一一〜一・一・・・一八一一一・一・、一′・・−−−・￣・・一・′■一・【一・■、′

ザックから出し、仕夏をしていると、80才

☆ 手賀沼へ水鳥を求めて
畑 幸正

ぐらいの老人がそばに来て「なにをLK来ら
れたのですか」と話しかけてきたので「鳥を

私は水鳥が好きだ よくシギ・チドリ・カ

見に来たんですよ」と言うと、老人は「私の

モを見に行徳の新浜へ探鳥に行ったが、その

若い項は、カモが何万羽と来て、舟で猟に出

うちに埋立がはじまり、ダンプカー一価砂壊り
を上げて通るようになり私は嫌気をさしてど

ると、舟の中が山になるくらい、ガンやカモ

こか静かな探鳥地はないかと地図をひろげて

出したもんだが、今ではカモが少なくなって、

探したところ、手賀沼が、まず私の家から行

寂しくなりました」ときかんに昔をなつかし

きやすかったので、43年10月26日、今、
私は手賀沼へたぶんカモ遠がもう渡って来て

がっていた、私はその話を聞いて、この沼に

いるだろうと心はずませて、早朝まだ人通り

は夢のような話である、老人が立ちきったの

の少ない道を一人、観察道具をひとそろい入

で、私はススキの間から、20倍の望遠鏡で、

ったルックザックをしょって歩いていた、ま

ヵモ蓮の様子をのぞきこむ、まだ狩猟解禁前

もなく手賀湾に近づくと、水面を這うように，

なので、のびのびと、2．000羽近くのカモ

朝番がただよっている中から、オナガガモの・
ピッ。ピッ・と鳴く声、又、マガモのカー・

と、オオパンが500羽ぐらい、30メート

が取れて、東京の方へお歳暮用に、沢山送り

ガンが来ていたなんて、今の手賀沼の様子で

ルの距離まで近づき、動作をはっきり見るこ

ガーの声を聞いて、はやる心をおさえて静か

とが出来た。今キンクロノ、ソロの食事時辞

に沼へ近づき、鳥を見る為に望遠鏡をルック

で、さかんに潜水して、貝をくあえて上って

‡

きて、おいしそう托月を食べている、太陽が

遠くの＿方から、白っぽい鳥がト羽、だんだん

上がる把つれて、霜も晴れて、キンクロハソ

此方へ飛んで来た、私はこれでカモ達が飛び

ロの紫色の丸い覇が、金属光沢に光り、又、

立づたのがわかった、ざサ才が来たのだ、ミ

キンタロハソロの特長である羽冠も、はっき

サブはすぐ側までくると倖空飛翔をして、下

り見え、黄色の目がばっちりと、とても可愛
らしい、私iLはらくその場に見惚れていた

の様子をうかがっていたが、そのまま柏方面
へ飛びきり姿を消してしまった。カモはそれ

が、しばらくすると、頭上をオナガガモが、

を境に移動してしまったので、私も沼を去り

羽音を響かせて50羽、100羽と飛びはじ

家路につく。それ以来和ま手賀沼が好きにな

め、カモが落ち着きをなくしてきた、そして
′、■〜一一一一一′一、一一一一一一、一・一一〜一一一〜−（一へ・一一一〜

、〜、一

◎ オウムラサキ（牲）の幼虫採集行
我孫子市野鳥の会々鼻
水垣 相子

り、暇さえあれは手賀沼へ璃うようになった。
〜〜一■、一へ一一、一

ヽ一一、一〜〜一一一一一一・・．・、一一、一一・一・√・〜→■】一・一・一、■・・、■

とよ、なんと超世俗的な暮しぶりよと三嘆、
驚嘆した、やれイン∵7レた、超物価高だ、政治
治不在だ、ストライキーた、プロパン爆発だ、
殺人だ・。‥日とよくもまあロクでもない

11月23日（勤労感謝の日）朝7時過ぎ
に渡辺会長さんに電話する。寮は昨夜9時過

ことが次々に発生してゆくま紗的症状の昨今
の世相の中にあって。。・‥柴の幼虫を探

ぎに隼者宅に渡辺さんから電話があったと家
族から知らされたからである一一一 当夜、私

用』を地でゆくものでたくてなんであろうっ

は明日からの連休2日を掩えて例の如く縄の

結果は行くも行かないもない、我が5￠年の

れんの吊り下がって居る巷を彷径して屠って
留守であった。 さて電話に出て来た渡辺さ

生涯において混沌たる浮世を外にこんな素適
な体験なんて滅多にあるものではない、瞑っ
てもないことゝ、電車行の予定を急遽自動車

んとの会話は、「モシモシ渡辺さん、おはよ
うございます、何か昨夜私に電話があったと
のことですが、御用件はなんなのでしょう」
rおはよう、実は今日水垣さん東関なら筑波
方面にオウムラサキの．幼虫を探りに車で同行
してもらいたかった、突然のことなので大方
無理と思うので一緒にゆく人達と相談して電
車で行くことにした云々』 電話の途中で私

し求むるとは．正にこれ荘子物語の『無用の

行に変更して頂いてこの僕雅托して有意義た
こゝろみに参加させて頂く、
同行は渡辺会長の外に槽物や野鳥に滅法強
いⅠさん、手先きの茅用た∵一一 尤も本業が
銀治屏さんなので至極当り前ではあるが−
Nさん、それに温厚なYさんと運転手の私の

は大いにあわてた。オウムラサキと言う言葉

計5名、思えはこの人達とは今年だけでも合
計三回同行させて頂き、そのどれもが一生の

が忽然と会話の中に現われたからである。

中に何度もあるまいと思われる珍重な経験を

一曖頭の中が錯乱した 〟待てよ、この俺は
昨夜の続きでまだ酔っているんではないか．′

味あわせて頂いた、即ち早春2月には山百合
の球横を市役所の周辺の丘陵に植え夏に綺贋

と0 そこで慌てゝ聞きかえした「モシモゾ

に咲いた。市役所に来られた人の中には御覧

オウムラサキと言うと集の一種で、例の国床

になった方も居られることでしょう。次は6−

に指定されたアレですネ」『そうです、その
幼虫を採集して来て成虫に育てゝ野鳥の森に

月に館林市の茂林寺にコウ木ネの根をいたゞ
き把一一一 これは野鳥の会で手掛けて居るホ

放餌するんです』聞いて居って、次第に事情
が判明するに従い筆者はだんだん自分自身が

タルの養殖池に格安するため、そして年末近
き今日はオウムラサキの幼虫採集である。大

興奮して来るのを禁じ得なかった。なんとこ

の男が5人もで、高いガソリンを消費して仕
様もないホタルとかチョウチョウなどを餌育

の仲間の人達は素請い、生き方をして居るこ

して自然に放って、なんと言ふことだと世の
ii｝連の中には笑って居る人もあることで‥

しよう。左横ゼこ儲けに血まなこ把なって居
ろ御仁には、我々の一連の行砂は層の骨頂で
あり到底理解してもらえないことでしょう。
なんと思われようと、なんと言もれようと我
々一行5名は叛が重牽前に集合L8陸前に目
的地筑波に向って出発した。連休のことゝて

好んで樹液に来集する、本種は大型のうえに
美麗なことで世界的に有名で、全世界のクテ
ハチョウ利中最大の荏類である。なお本楓は
1957生10月の日本昆虫学会40周年記
念大会のおりに日本の国策に決定され、その
后75円の通常切手の図案にも使用された。
ともあれ寒風吹きつさらしの筑波山ろくの
山野に庚の幼虫を求めて帯々一行は終日菅斗

懸念された6号国道の革ラッシュも大したこ

した．そして所期の巨的な完遂し、夢にまで′

ともなく原調に目的地に・到弄、一同荒野神社

見た幼虫を辞典することが出来年。軌、中を
ェノキの櫻方にうずくまり鼻水をすゝり乍ら

に参詣、相憎と本日の夢改行は昨日迄の汗ば
む芦の小春日和とは打ってかわって、今にも
雪でも降って来そうな寒い寒い一日であった○
名物の訝滞おろしもヤケ乙で身にLキミした。

無数の渾薫の1枚1枚を拾い上げ、ざ￣せ表（
を凝視しろし体長20与り・完全保護色の幼▲
虫を発見するのは決して容易な作業ではない

息以外の4人はどなたも60才過ぎ√1・．人許り、

しかし、帰途予定通りの成果を得て山を去る

鼻水をすゝりすゝウ、来い寒いと言いながら

ときの青々は幸福感で一杯でふった。あとは
この冬を上手に啓年させて羽化させるのみ。

田の中、畑の中、一林の中、薮つからの中と藻
の幼虫を求めて浄時間かけずり廻りました。

来年の夏には美事なオウムヲサキの網隊を手

全くもって普通の人の胆からほ正に気狂いの

賀沼畔でお目にかけることが出来るでしょう・L
寒くつらくはあったが幼虫採取の外に晩秋

且に手許の図鑑、参考書によると、オオムラ
サキ＝＝＝ タテノ、チョウ科オオムラサキ尾。

の山野は黄葉、紅葉、数多くの宝石のような
木革の実等は大いに我々の巨を楽しませ、慰

日本の国東で、朝鮮、台湾、中国などにもい

め、本日の行舟を厨してくれた。天に感謝す

る。閑張（環の大きさ）は13センチあまり

る●

で大きく、6．7月に姿を現わす、幼虫はエ
ノキを食べて育つ∵又百科辞典には、雄は地

筒、今回；の一連の行動の詳凝欣ついて採集
した場所、その方法、その他諸々については

色は黒色、前はね及び後はねの基部から中央

諸般の事情から公園出来ません、宜しく御賢

部は美しい紫色で、異色部には黄綬を散布し、

察下きい、末尾に当然のこと乍ら採葬一吃お

草色部には臼鞍を散布する。雌は地色は一面
に黒色で紫色部を欠く、裏面はオスメスとも

いて我々は幼虫の欝やてなとりつくす＼卓奏
上不可能ではあるが）といった暴翠は絶体や

に濃も、緑黄色であるがメスはオスよりも黄色

っては屠らず稽当数は自然のまゝに残して来

がつよい、真に幼虫はエノキの葉を食べ、幼

たことを付記してわく。
S49．日．24．道睡魔にて

虫のまゝエノキの静本の落葉の下で越冬する。

成虫は6月に発生し、高所

を頓にとぷが

編集後記、折角利根川に涯一来した白鳥既に
なし、私達に力のないことを痛感しています
（T．T）
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仕業と思われても致し方ないことです。ちな

