我孫子市鳥の博物好
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我孫子野鳥を守 る会
◇行事
手賀沼探鳥会とカウント
／〈期日 9月12日（日）雨天中止
j合 我孫子市役所前 午前9時
、内 秋の渡りのシーズンです。どんなカモやシ
ギ・チが来ているか注意して観察しまし上う。
正午頃解散予定
担当 向井、飯島、土堅

幹
日時

事

事務局

環境省やんぼる野生生物保護セント 小高信彦
「グアムクイナの保護20年」
タ■ァム政府水生野生生物資源局ホ■巾・ケェ三が−
●総合討論「ヤンバルクイナに明日はあるかj
コ・テ ィネ一軒 山階鳥研所長 山岸 哲

参加費：500円
申込方法：往復はがき（1通2名まで）に
「講演会参加希望い参加者全員の住所・氏名・返信
用の宛先を明記のうえ、9月10日必着で下記へお
申込み下さい。
定員：550名 応募多数の場合は抽音。申込み・
問合せ： 〒27かu45
我孫子市高野山115 （財）山階鳥類研究所
「山階賞・シンポ」係 電話04−718かuOl

9月12日（日）13：80〜

場所 水の館 研修室（3F）
議題・「手賀沼の鳥Ⅱjの発行体制等
・JBF2004 作菓分担等
・その他（議題を提出される場合は事務局
にご連絡願います）
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9月23日（祝）13：00〜16：10

g場 有楽町朝日ホール（千代田区有楽町2・5・1
マリオン11F）
内容：第1部
●平成16年度山階芳麿賞贈賞
● 第13回受賞者、由井正敏・岩手県立大学教授
の記念講演
「森に棲む野鳥の生態及び保護施薬」
第2細
●シンポジウム「ヤンバルクイナに明日はあるかJ
rヤンバルクイナとはどんな鳥か」
元・山階鳥研所見 真野 徹
「ヤンバルクイナの分布域と個体数の減少J
山階鳥研標識研究室長 尾崎清明
「ノネコ、マングースによるヤンバルクイナの捕食j
琉球大学教授＋伊沢雅子
「ヤンバルクイナの交通事故死」

第8回 手賀沼流域フォーラム
日時10月2日（土） 9：00−18：（粕
場所 手賀沼親水広場
主催 手賀沼流域フォーラム実行委旦会
（美手連、山階鳥研、頼市、沼南町、我孫子市
手賀沼浄化事業連絡会議）
内容 基調講演（講師NpO法人アサザ基金代表
飯島 博氏）
環境学習の事例発表（小学校）
参加団体のポスター展示
（当会は出展等に参加しません。イベントの詳細
については柏、我孫子、沼南町の広報紙をご覧下

○伊良湖岬でタカの渡りを見る
我孫子野鳥を守る会の伊良湖岬探鳥会は久しぶり
です。初めての方にはお勧めです。なお、幹事研修
も兼ねていますので幹事は是非参加してください。
この時期、渥美半島の先端、伊良湖岬ではタカの
仲間をはじめ沢山の種類の鳥たちが次々に海峡を越
えて南を目指す姿を観察することが出来ます。チョ
ウのアサギマダラも謀っていきます。沼南で繁殖し
たサシバを見送ることになるかもしれません。帰路

は河口のシギ■チドリを探してみます。
日雀10月2日（土曜）・8日（日曜）
宿泊 伊良湖ビューホテル
（10／2の昼食は持参または現地で）
集合 我孫子駅北口 朝6時細分 観光バス利用
定見
25名
費用 割引X的円（予定）
申込租当 木村 04−7182−7958
北原 04−7183−4688

担当 虫基、中野、飯島、

手賀沼クリーン作
期日10月10日（日） 雨天中止
集合 我孫子市役所玄関前 午後1時16分
案内 まだ残暑の時期ですが、いつもの観察ポイ
ント付近でゴミ集めを行います。近ごろは大
分きれいになってはいますが、まだゴミの散
乱を見ることがあります。年に一度だけです
が手賀沼の美化活動に多くの会員のご参加を
お願いします。

○手賀沼カウント
日時 E D l 年 6 月 13 日（日）雨 奏曇 り 触
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ため中止となりました。

期日10月10日（日）
雨天中止
集合 我孫子市役所
午前9時
案内 カモ達はまだエクリプスの季節です。この時
期に見分ける力をつけましょう。いつものと
ころにノピタキがきてくれるかもしれません。
正午頃解散

実施 時 間
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＊定例探鳥会は集合時刻の9時には雨の

手賀沼探鳥会とカウント
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○守る会「道東制軌の顛末
6月14日（月）−18日（金） 清岡万紀子
昨年r北海道鳥見撮り旅行」の申込をしてから、2
回の事前打ち合わせを経て当日に至るまで、旅への
期待は、弥増すばかり。本当に行けるかしらと不安
をいださながらも、6月14日はついにやってきた。
朝6：50羽田集合。22名つつがなく揃い、7：55一
路釧路へ早速バスで釧路湿原展望台へ。湿原の向
こうに遠く、難阿寒岳、雄阿寒岳、斜里岳を望む景
色は雄大、クワーツ広一い。湿原に降りるも、蝉時
雨ばかりで鳥の声は聞けず，その後厚岸湖一愛冠岬、
琵琶瀬展望台一霧多布湿原、墓相別木道を扱息こ
の日はタンチョウ、ハジプトガラ、エゾムシクイを
始め35種を観象特に圧巻だったのは、木蓮のそこ
此こで繰り広げられるオオジシギのディスプレイ飛
行。鳴き声もさることながら、急降下するときの尾
羽を奮わせる音にはピックリ。
2日目は、霧多布岬。断崖の上から覗くと海上の
大きく振れる波間にシノリガモの鮮やかな模様がし
っかりと見えた。次なるは牧草地の柵桂に2羽、オ
ジロワシが悠然と止まっている。格好いいな−と覗
いていると、カラス3羽が襲撃を企て5羽が空中で
絡み合う。そこにハヤブサが加わり、大空の中で三
種三つ巴の空中戦。見応えありました。さらにアゼ
チ岬では待望のノゴマが、真っ赤な喉を膨らませて
きれいな鴨りを聴かせてくれた。走古舟では、カッ
コクが湿原に立つ樹の枝に止まり、遠くまでよく通
る声を姿と共に楽しませてくれた。ショウドゥツバ
メ、エゾセンニュクなど36種。
3日目は、春国岱、野付半島、ポー川史跡自然公
園を探鳥していよいよ羅臼へ．シマフクロウに会え
るだろうか。期待に胸膨らませながら、ズワイガニ
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にむしゃぶりついていると、出た！大き−い。雌雄
一札まずメスが大きな羽を拡げるなり生け賓に飛
び込み、魚を衛えて飛び去る。スゴーィ。オスはし
ばらく様子をみながら待機。アッ飛び込んだ。足に
は魚用素早い。数匹食べた後、幼鳥に運んで行った。
魚を捕らえようと身構える姿は、鳥と言うより獣の
迫力。時々民宿の方をキッと見つめる目の輝きにも
圧倒された。亜種。
4日巨＝ま知床峠、プレペの滝、ワッカ原生花園で
探鳥。寒かった北海道が、オホーツク海側に出たら
暑く汗をかき日焼けしながらの探鳥となった。一瞬
のギンザンマシコ？∴何度も姿を見せてくれたべニ
マシコ。亜種。
いよいよ最後の日。シプノツナイ湖、屈斜路湖の
寸琴半島、鶴居村で操鳥後、摩周湖を観光して空港
新しい鳥との出逢い、北の国の美しきに感動する
毎日。素晴らし隼、計画による充実の旅を、ありがと
うございました。＿思い出深い、記念すべき旅となり

○手賀沼探鳥会とカウント
調査日時2004年7月11−日（目）曇り 気温30℃
実施時間 9：20へrll：30
くカウント班 飯泉 仁・久美子＞

＜探鳥班＞飯島 博、宮下三機、小林寿美子、
浦野栄一郎、甲中 功、桑森 亮、常盤孝義、
野口隆也、谷決幸次、川田光男、北野建郎、谷
山晴男、村瀬和則、一間野吉事、大久保隆夫、玉
井修一郎、中野久夫∴猪爪敏夫、向井章雄、榎
本 右、橋本■浦、吉田隆行、諏訪哲夫、植田
啓介、井上 正、島崎耗遣、西巻 実、田丸喜
昭、佐々木 隆、藤井みち子、佐藤弘美、首藤
佑音、野口幸子、小玉文夫、野口紀子、西城一生、
梅村康之 以上39名
鳥
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計21種 合計31種
外来種アげモ下沼2、抑ラハ○ト
★印はカウント班のみ

○幹事会報告（事務局）
日時 7月11日（日）13：（旧〜15：（氾
場所 市民会館 第6会議室 ￣
議題・JBF2004実行委員会の動き
・16年度第1四半期決算報告
・NPO法人野鳥千葉について
・その他

○納涼会 報告
7月24日（土） 島崎純造
梅雨明け前から記録的な猛暑が続き、実によい
タイミングで今年の暑気払いが行われました。
盛りだくさんの映写会後、会場のr養老の滝」へ
参集したのは別記の27名、生ビールの注文が多
くて店長がてんてこ舞いでした。
初参加の人があったり、常連の欠席があったり
で恒例の行事ですが、少しづつ顔ぶれが変わって
いくのが面白いですね。
皆さん十分に英気を養ったことと思います。
会の財政にも貢献することができました。

＜参加者＞田中 功、桑森 亮、向井章雄、西巻
実、大久保陸夫、川田光男、 北原達郎、谷山晴男、
中野久夫、猪爪敏夫、榎本 右、諏訪哲夫、吉田
隆行、小玉文夫、村上 稔、 木村 稔、松田幸保、
小林秀美、清岡万紀子、井上 正、柴本三弘、
柴本法子、佐々木隆、平岡 考、梅村泰之、田丸
喜昭、島崎純造
以上27名

＊御礼

会計幹事北原建郎

中村 宏様より多額のご寄付を頂戴しました。
厚く御礼申し上げます。

05．27【金山）サシハ●（2）電柱に止まる

鳥だより

05．27【着日毛〕チュケサキや（1）採餌
05．28〔泉〕キヒ◆舛（1）疇り

05．01Hヒ新田〕チョウゲげり（1）電柱から飛去
中野久夫

05．28【藤ヶ谷】キヒサケキ（1）噛り
05．29〔兵〕キビ舛（1）蠣り

05．05【泉〕州州（1）ナシハ に絡む
中野久夫
05．05〔泉〕サシハー（2）柑紬・カラスに絡まれる中野久夫
05．07〔北新田】クス ラ沖寸（1）けタ○打の群れ中中野久夫
05．11〔北新田】如珂（1）河川敷で鳴き声 中野久夫
05，12〔北新田〕クス〜ラシで（1）ムげロの群れ中中野久夫
05．17【北新田〕トと中（1）飛翔
中野久夫
05．17【北新田〕チョげンボケ（2）電柱から飛去
中野久夫

05．29〔泉〕巾がテ（1）噛り

05．18【つくし野7〕ホトげス（1）午前3時ごろ鳴き声
中野久夫
志賀鉄雄
05．21〔大島田〕セげイムシタイ（1）嶋り
志賀鉄雄
05．21〔金山〕キヒ寸舛（1）鴫り
志賀鉄雄
05．22〔片山〕彗′ハ○（1）飛翔
05．22【鼻〕チ1桝●（4）採餌

志賀鉄雄
志賀鉄雄

05．22【藤ヶ谷〕キビ舛（1）嶋り

志賀鉄雄

05．22【金山〕キビタキ（1）嘲り

志賀鉄雄

05．22【藤ケ谷新田〕キヒー舛（1）蠣り

志賀鉄雄

05．22【手賀新田〕チュ桝■（14）採餌

05．22【北新田〕クすげ（1）排水路から飛立ち
中野久夫
05．23【下沼〕げシ■サシ（2）飛翔（初認）
志賀鉄雄
志賀鉄雄
05．23【手賀新田〕チュクサキ○（8）採餌
志賀鉄雄
05．23【布瀬新田〕チ1押キ寸（2）採飼
志賀鉄雄
05．23【泉】チュウサキ◆（4）採餌
05．23【金山〕キヒ■舛（1）嶋り
05．23〔藤ヶ谷新田〕枇●舛（1）鴫り
05．24〔藤ヶ谷薪田〕キビタキ（1）嶋り
05．24【藤ヶ谷〕キヒりキ（1）疇り
05．24（金山〕キビ舛（1）嶋り
05．24【若白毛〕ナシハ◆（1）飛翔
05．24【若自毛〕チュウサキ中（1）採餌
05．25〔箕輪】†シハすく1）飛翔
05．26〔藤ヶ谷］枇◆舛（1）疇り
05．26〔金山〕批■舛（1）鴫り
05．26〔若白毛】キビ舛（1）嶋り

05．29〔藤ヶ谷】キヒ●舛（1）嘲り
凪が【藤ヶ谷〕押ハ〜（1）電柱にて物色
05．甜【北新町】わコウ（2）河川敷の柳上′
05，卸〔兵〕キビ舛（2）嘲り（鳴き交わす）
05．30【金山〕ナシハ◆（2）送電紺こ止まる
05．30〔藤ヶ谷】キビ舛（1）嶋り
05．31【泉〕キヒ○舛（1）嶋り
06．02【泉〕キビ舛（1）疇り
06．02【金山〕キビ押（1）噛り

志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
中野久夫
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄

志賀鉄雄
帆02【金山〕サンコ沖1ウ（1）雄、飛翔、竹林に志賀鉄雄
志賀鉄雄
06．02〔藤ヶ谷）仲ハ◆（1）鳴声
06．02【金山〕ナシハ◆（2）送電線で物色

鵬．02〔花野井】如叫（1）鳴声
06．03〔五本松公園〕わ叫（1）鳴声
鵬．83【泉〕キビ舛（1〉嶋り
06．04【泉〕和げス（1）声（初）
06．04〔泉〕キビ舛（1）疇り
06．04【若自毛】サシハ●（2）飛翔
06．05〔大島田〕陶ハ寸（2）巣に出入り
06．05【泉〕キー■舛（1）疇り
06．05〔金山〕ホトげス（】．）声
06．05〔藤ヶ谷〕朴げス（1）声

向井治子
大久保陸夫
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄

06．06【泉〕キヒ■舛（1）疇り

志賀鉄雄

志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄

06．06【泉〕サシハ書（1）飛翔

志賀鉄雄

06．休t大島田〕；けタカ（1）飛翔、林の影に

志賀鉄雄

06．07〔泉〕キヒ○舛（1）蠣り

志賀鉄雄

06．08【大島田〕サシハ〜（1）飛翔

志賀鉄柾

志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄

06．08【金山〕キビ舛（1）疇り

志賀鉄堆

06．09【泉1キビ舛（1）l疇り

志賀鉄雄

06．㈹【藤ヶ谷〕和げス（1）声

志賀鉄雄

05．26〔鷲野谷】削げス（1）斜面林で鳴き声中野久夫
05．27〔藤ヶ谷）キビタキ（1）嶋り
志賀鉄雄
05．27【金山〕キビタキ（1）疇り
志賀鉄雄

06．09〔北新田〕チョ妙ナンポウ（4）物色飛翔・電柱上
中野久夫
06．10〔金山〕キビタキ（l）噛り

志賀鉄雄

06．10【藤ヶ谷新田〕キビ舛（1）噸り

志賀鉄雄

06，10（藤ヶ谷新田）フグ叫（2）林の中へ

志賀鉄雄

06．11【藤ヶ谷〕ナシハ○（1）木の枝に

志賀鉄雄

06．11〔藤ヶ谷〕キヒ○舛（1）噛り

志賀鉄雄
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06．11〔岡発声〕和げス（1）疇り

染谷辿夫

06．21〔藤ヶ谷】ホトげス（1）声

志賀鉄雄

00．12【藤ヶ谷新田〕キヒ■押（1）嘲り

志賀鉄雄

帆21〔鹿ヶ谷〕キヒ■舛（1）嶋り

志賀鉄雄

06．12【花野井〕かげス（1）嶋り

向井章雄

志賀鉄雄

06，12t花野井〕如コウ（1）鴨り

向井章雄

06．21〔若白毛〕チュウサキす（1）採餌
06．21【若白毛〕虚トげス（1）疇り、樹上

06．13【片山新田】チュウ舛■（3〉下沼

飯泉 仁

06．22（泉】キヒ○タキ（1）嶋り

志賀鉄雄

06．13〔岩井新田〕ナシハ●（1）飛翔

飯泉 仁

06．23〔泉】ボ′ハ○（1）木にとまる

志賀鉄雄

06．13〔日の出）コイ加イ1）l縛り

木村 稔

06．23〔泉】ナシハ■（1）樹頂部にとまる

志賀鉄雄

帆14〔泉〕キビ舛（1）鴨り

06．17〔泉〕キビ舛（1）疇り

志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄■
志賀鉄雄
志賀鉄雄

06．23
06．24
06，24
06．24
06．24
06．25
06．25
06．26
脆26
06．26

06．17〔金山〕和げス（1）声

志賀鉄雄

06．18【兵〕キヒ◆舛（1）噛り

志賀鉄雄

06．27〔東中新宿〕ツミ（1）17時すぎに上空を鳴きな
がら旋回、餌の受け渡し場所と思われる木に

雅．14【鹿ヶ谷〕キヒ○舛（1）蠣り
06，14〔若白毛〕ナシハー（2）上昇気流に
06．15〔泉〕キビタキ（1）噸り
鵬．15〔藤ヶ谷新田〕キヒ○舛（1）嘲り
．へ．06．16〔泉】キビタキ（1）嶋り
・鳩．16〔藤ヶ谷〕ヤ了がテ（1）疇り
ふ16〔藤ヶ谷〕サシハす（1）電柱に止まる
06．17〔泉〕齢トキやス（1）声

06．18〔金山〕醇ハさ（2）斜面林 攻に1、電柱に1
志賀鉄雄
志賀鉄雄

〔片山〕チュ卵寸 （4）採餌
〔金山〕キビ舛（1）蠣り
〔金山〕示トげス（1）声
〔藤ヶ谷新田〕キビ舛（1）嘲り
〔北新田〕わ可く1）河川敷の柳上
〔金山〕キヒ◆タキ（1）嘲り
〔金山〕すシハ■（1）電柱上で物色

志賀鉄雄

志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
志賀鉄雄
中野久夫
志賀鉄雄
志賀鉄雄

〔金山〕キビタキ（1）疇り

志賀鉄雄
志賀鉄雄

〔若白毛】チュウげ（2）採餌

志賀鉄雄

〔泉〕如け ス（1）声

06．27〔金山〕枇○タキ（1）疇り

飯兵 仁
志賀鉄雄

もとまった
06．27〔金山〕サンコウチ拍（1）声

志賀鉄雄

06．18【着日毛】ナシハ （1）ヘビを掴み飛翔

志賀鉄雄

阻27〔金山〕すシハ■（1）樹頂部にとまる

志賀鉄雄

06．18〔手賀新田〕わ桝◆（4）採餌

志賀鉄雄

06．27〔金山）ホトげス（1）声

志賀鉄雄

06．19〔着日毛〕チュウサキ○（4）採餌
06．19〔若白毛〕ホトげス（1）声

志賀鉄雄

06．27〔藤ヶ谷〕射げス（1）声

志賀鉄雄

志賀鉄雄

06．19〔泉日が舛（1）l縛り

志賀鉄雄

06，19〔藤ヶ谷〕ホトげス（1）声

志賀鉄雄

06．27〔若白毛〕削げス（1）声
志賀鉄雄
06．27〔北新田〕ホいキ■ス（1）河川敷で鳴き声中野久夫
06．28〔泉】チュ桝ナ（1）採餌
志賀鉄雄

06．19【金山〕すシハ■（1）電柱に止まる

志賀鉄雄

06．18【藤ヶ谷〕ホいキ○ス（1）声

′￣＼

6．20〔大津が丘〕ツミ（6）営巣、雛4羽中3羽が6／16
に巣立った。1羽は18日にはいたが、20日
にはいなかった。雄成鳥は16〜20日の間
声も含め確認できなかった
小山 駿
06．20〔若白毛〕チュウサキ寸（2）採餌（稲田に降り）
志賀鉄雄
06．20〔泉】キヒ 舛（1）噛り
志賀鉄雄
06．20【藤ヶ谷新田〕木目キ中ス（1）声
志賀鉄雄
06．20〔岡発声〕射トデス（1）縛り
染谷過失
06．20【柏市〕ブミ（1）雄がキイキイキイと鳴いて
雌を呼んでいた、餌の受け渡しの際の声と
思われる
飯泉 仁
凪21〔泉〕ホトトギス（1）l縛り、鳴きながら飛ぶ
志賀鉄雄

06．28〔泉】キヒ●舛（1）蝉り
志賀鉄雄
06．28〔金山〕ホト粁ス（1）声
志賀鉄雄
06．28〔染井新田】チュウサr極）採餌
志賀鉄雄
06．30〔北新田〕わコケ（2）電柱上
中野久夫
06．30【東中新宿〕ブミ（1）17時すぎに上空を鳴きな
がら旋回
飯泉久美子
07．01〔北新田〕わコウ（2）河川敷の柳上
中野久夫
07．01【久寺家）朴げス（1）斜面林で鳴き声中野久夫
07．01〔布施（農業公園）】朴挿■ス（1）声
西巻 実
07．01〔東中新宿〕ブミ（1）17時すぎに上空を鳴きな
がら旋回
飯泉久美子
07．02〔久寺家〕ホトげス（2）斜面林で鳴き声中野久夫
07．03〔手賀川〕チョげンポウ（2）ホバリング志賀鉄雄
07．03【久寺家〕斬げス（3）斜面林で鳴き声中野久夫
07．掴〔大島田〕チ力付（1）採点耳
志賀鉄雄

07．04【金山〕キビ舛（1）嘲り
志賀鉄雄
07．04【金山〕サシハ◆（2）樹頂都にとまる ・志賀鉄雄
07．04〔久寺家〕ホトトデス（4）斜面林で鳴き声中野久夫
07．04〔柏市〕ツミ（3）雌成鳥1、幼鳥2、成鳥は
地上に降りて餌をとっていた
飯泉 仁
07．05〔大島郎 サシハ■（1）樹頂部にとまる 志賀鉄雄

07．05〔久寺家〕
07．06〔久寺家〕
07．07〔若自宅〕
07．07【久寺家〕
07，08−【久寺家〕
07．09【藤ヶ谷〕
07．09〔薯白毛1
07．09〔久寺家〕
07＿10【久寺家〕

朴げス（5）斜面林で鳴き声中野久夫
ホトげス（6）斜面林で鳴き声中野久夫
サシハ†（1）飛翔
志賀鉄雄
射げス（7）斜面林で鳴き声中野久夫
酎げス（8）斜面林で鳴き声中野久夫
オ非力（1）声・樹上で

志賀鉄雄

チュウ舛○（1）採餌

志賀鉄雄

ホトげス（9）斜面林で鳴き声中野久夫
和げス（10）斜面林で鳴き声

中野久夫
07．11〔久寺家〕 如け ス（11）斜面林で鳴き声

中野久夫
07．12〔東中新宿〕ツミ（1）雄が電熱こ止まっていた。
近くにススーメが営巣していてその幼鳥をねらっ
ていた
飯泉 仁
07．12〔久寺家〕 削げス（12）斜面林で鳴き声
中野久夫
07．13〔藤ヶ谷） ブタ叫（1）林へ
志賀鉄雄
07．13〔藤ヶ谷】 肘拍（1）林へ
志賀鉄雄
07．13〔鹿ヶ谷】 サシハヾ（1）声
志賀鉄雄
07．13〔久寺家〕 ホトげス（13）斜面林で鳴き声
中野久夫

07，13【栄〕アかナスやク（1）声
松田幸保
07．15【藤ヶ谷〕サンバ（1）声
志賀鉄雄
07．16〔北新田4〕ホトげス（1）早朝4時20分斜面林
で2声鳴いた
赤尾 完
07．18【片山〕ナシハ●（1）14時すぎに南方向から出現
し、北北東方向に通過
飯泉 仁
07．20【北新田〕如コケ（1）河川敷で鳴き声 中野久夫
今回の観察者の投稿件数
赤尾 完
飯島 博
飯泉 仁
飯泉久美子
大久保睦夫

11
1
17
2
9

諏訪哲夫
染谷迫夫
田中功
中野久夫
西巻 実

木村稔
1 松田幸保
志賀鉄雄
217
向井章雄
首藤佑吉
3
向井治子
飯泉 仁・飯泉久美子
34

1
2
2
12
1
3
5
1

小山 顔・山本貞江
1
（小山氏は日本野鳥の会千葉県支部の幹事）
中野久夫・金成典知
42
中野久夫・他8名
4
向井章雄・飯島 博他9名
29
計
398件

新入全会員の町田 進さんより俳句の投稿がありました。俳句は本来縦書きに
しなければなりませんが、スペ→スの都合上横書きで掲載します。
探鳥会 浮巣を見んと 友と行く
探鳥会 耳そばだてて 遠郭公
探鳥や レンズで覗く 青菜木菟
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