ほーほーどり

No.２３９
２０１４年

我孫子野鳥を守る会
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今夏から「サマータイム制」が始まります。集合時間などにご注意ください。

7 月手賀沼探鳥会とカウント
期
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７月、８月ビオトープ調査

7 月 13 日(日)
雨天中止
我孫子市役所
午前 8 時
長期予報の通りの長梅雨が明け、い
よいよ夏本番。
沼畔はオオヨシキリやコアジサシ、
ヨシゴイなどの夏鳥達で賑わって
いることでしょう。
午前 11 時頃
松本
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8 月 10 日(日)
雨天中止
我孫子市役所
午前 8 時
暑さも本番ですが鳥たちはそろそ
ろ秋の気配を感じている頃です。
引っ越しの準備をしているコチド
リやオオヨシキリ、渡りの途中の
シギ・チドリの姿に期待しましょう。
手賀沼で孵った幼鳥たちの成長し
た姿も楽しみですね。
この時期ならではのヨシゴイに会
いに浅間橋まで足を延ばす予定で
す。
水分補給と暑さ対策を忘れずに。
午前 11 時頃
野口(紀)、小林(寿)
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7 月 3 日(木)
雨天延期
8 月 7 日(木)
雨天延期
合 手賀沼ビオトープ 午前 8 時 30 分
(7、8 月は 1 時間早くスタートします)
内 7-8 月のビオトープはヨシ、ヒメガ
マ、マコモ等の抽水植物に覆われる
ため、小鳥は探しにくくなりますが、
池、田、沼の鳥、空を飛ぶ鳥を探し
てみましょう。夏を感じるオオヨシ
キリ、セッカの囀りも聞こえます。
昨年は 7 月 16 種、8 月 15 種の野
鳥を観察しました。また 7 月は木
の花、草の花も多く咲き、蝶、トン
ボ等の昆虫、蛙の鳴き声も賑やかに
なります。8 月になりますと木の実
もなります。8 月は夏休み中ですの
で、子、孫連れでの探鳥、昆虫等の
観察も歓迎します。暑くなりますの
で暑さ対策もお忘れなく。
参加希望の方は下記までご連絡下
さい。
散 午前 10 時 30 分
当 鈴木静治
Tel：080-3121-4757
日
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8 月 3 日(日)
雨天中止
東我孫子駅前
午後 7 時
懐中電灯、虫除け対策のスプレー
など
午後 8 時を目安。東我孫子駅前
恒例の岡発戸・都部でのホタル鑑賞
会です。谷津田は整備されていて、
水辺や湿地の生物も増えています。
今年は何頭観察されるでしょうか。
去年は谷津全体で最盛期は 261 頭
でした。ホタル・アカガエルの里は
何頭出るでしょうか。楽しみです
我孫子市鳥の博物館友の会と共催
です。大勢の参加を期待しています。
観賞するホタルはヘイケボタルで
す。
青白く光るホタルは、幻想的です。
一度見てみませんか！
不要
木村、染谷
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7 月 27 日(日)
9：30〜11：45
我孫子北近隣センター（並木本館）
1 階 多目的ホール
本年度も、恒例の映写会を開催しま
す。
会員の撮った写真やビデオ、スライ
ドショーなどの作品を楽しみます。
作品を発表する方は 7 月 19 日
（土）
までに、相良宛写真のテーマ・枚数
ビデオ等はテーマ・上映時間を連絡
してください。
写真はスライド、デジタル画像のい
ずれでも構いません。
但し、内容は鳥や動物など自然関連
のものとし、一人 40 枚以内としま
す。
デジタル画像ファイルは下記の通
りでお願いします。
①メディア：USB メモリーまたは
CDR
2
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②ファイル：一括コピーできるよう
発表者名のついたホルダーに収納
③ファイル名：番号・題名・撮影場
所・日付・拡張子
例 01 ムナグロ 発作 120506.jpeg
（発作で 12/05/06 撮影）
④画像サイズ：長辺 800〜1280 ピ
クセル以内（昨年と同一です。）
※発表作品は当日ご持参ください。
ビデオもＰＣで上映します。
スライドショーはパワーポイント
を用います
デジタル画像は開始前にパソコン
にインストールしておきますので
午前 9 時までに相良宛提出してく
ださい。
相良直己まで
Tel：04-7191-3108
相良、田中(恒)、石渡
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親
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7 月 27 日(日) 12：30〜15：00
「はな膳」我孫子駅北口
我孫子市我孫子 1−11−8
Tel：04-7179-0010
2100 円（アルコール類は別途各自）
映写会で会員の皆様の素晴らしい
作品を堪能し、その後、映写会に参
加された方、ご都合で参加されなか
った方も一堂に会し昼食を摂りな
がら親睦を深めたいと思います。
昨年から女性陣が参加しやすいよ
うに 時間帯を変更しました。
多くの皆さまの参加をお待ちして
います。
畠中暁美まで 7 月 15 日締切
Tel：04-7185-0611
小林(寿)、野口(紀)、松下、畠中
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野 鳥 サ ロ ン

7 月 20 日(日)
9:30〜11:30
けやきプラザ 8 階 第一会議室
野鳥はじめ生き物の名前（和名）は、
戦後小中学校の教科書が片仮名書
きになったことからカタカナ表記
が普通ですが、漢字も捨てたもので
はありません。
鳴き声がその名の由来の鳥も結構
います。野鳥の鳴き声の微妙な違い
を聞き分けてみましょう。
①漢字クイズと英名資料配布
②聞きたい鳴き声リクエスト
松本勝英まで
Tel：04-7187-1704
松本、類地、六角、石渡
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8 月 31 日(日)
雨天中止
我孫子駅北口
午前 8 時
シギ・チドリなどを探します。
昨年のルートをベースにします。
今年もアオアシシギの美声、オオハ
シシギとの再会を期待します。
自家用車に分乗です。同乗者は運転
者に１人 1500 円をお支払下さい。
車を提供できる方はその旨をご連
絡下さい。
観察用具、雨具、昼食・飲料水（途
中のコンビニで購入可）
現地は、殆ど日陰が有りません。熱
中症対策もお忘れなく。
松本勝英まで
Tel：04-7187-1704
六角、松本
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我孫子駅北口郵便局前 午前７時
昨年は 5 月に実施しましたが、今
年は少し時期をずらしての開催と
なります。1 日目は、午前中まず昨
年見られなかった「水産総合研究セ
ンター」を見学し、午後は戦場ヶ原
自然研究路から宿のある湯元温泉
まで、湯滝を経由して散策しながら
探鳥をします。2 日目は切込湖、刈
込湖方面から光徳牧場に出てくる
コースを辿り山の鳥を見つけまし
ょう。昨年は 50 種以上の鳥が認め
られましたが、今年はどうでしょう。
夏鳥と冬鳥の入れ替わりの時期で
すが、どうぞご期待ください。
（なお、天候によりコースの変更も
あり得ます。）
小型バス 定員 21 名
「休暇村日光湯元」
Tel：0288-62-2421
24,000 円（昼食は各自負担）
観察用具、雨具、防寒具
21 名
木村稔まで
Tel/Fax：04-7182-7958
木村、六角

７月役員会案内
日
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9 月 27 日(土)、28 日(日)
3

時
所
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7 月 13 日(日) 12:30〜15:00
水の館 3 階研修室
①JBF2014 出展について
②会報 240 号掲載予定記事につ
いて
③26 年度第１四半期会計報告
④会員アンケートについて
⑤第 8 回「野鳥サロン」について
⑥報告事項
・関係団体関連報告
・新入会員オリエンテーション
・第 6 回「野鳥サロン」
⑦その他（議題のある場合は野口
隆也までご連絡ください。）
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セキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、
オオジュリン 計 43 種
番外：カワラバト
調査日時 2014 年 4 月 13 日 9：00〜12:00
＜探鳥班＞相良直己、野口隆也、大久保陸夫、
晴れ 無風 19℃
村瀬和則、川越久枝、金子幸子、野倉元雄、
4 月に入り手賀沼の桜も散る中で寒暖の
武藤康之、荒井みどり、船津登、小澤淳宏、
差が激しい日々が続いていましたが、当日は
間野吉幸、畠中暁美、川村美智子、川村美恵
穏やかな好天に恵まれた探鳥会となり、参加
子、松本勝英、松本葉子、松田幸保、小林博
者も 38 名を数えました。
之、小林美智子、北﨑正典、常盤孝義、西嶋
スタートの北千葉導水機場では、冬の名残の
昭生、北原建郎、猪爪敏夫、小玉文夫、六角
コガモやオオジュリンが観察でき、遊歩道を
昭男、千葉洋、渡辺俊文、村松寿夫、石渡成
歩くといつもの鉄塔にハヤブサが休憩中、と
紀、小林寿美子、古出洋子、石井俊子、佐藤
思うとヒヨドリの群れに急降下してハンテ
弘美、田丸喜昭、鈴木靜治 （担当）桑森亮
ィングを繰り返し、大サービスのパフォーマ
計 38 名
ンスを見せてくれました。
＜カウント班＞木村稔、田中功、染谷迪夫
途中の遊歩道では、ダイサギの目先が青緑色
調査日時 2014.4.13
9:30〜12:15
となった婚姻色が観察でき、ホオジロの囀り
曇りのち晴 東風弱 16℃
など、鳥たちの繁殖期の始まりを感じさせて
調査種
上沼
下沼
合 計
くれました。
ｺﾌﾞﾊｸﾁｮｳ
8
5
13
下沼のお立ち台では、今シーズン最後のユリ
ｶﾙｶﾞﾓ
8
1
9
カモメやセグロカモメ、夏羽カンムリカイツ
ｺｶﾞﾓ
17
4
21
ブリが観察され、農地の電柱や斜面林の樹上
ｶｲﾂﾌﾞﾘ
5
5
10
ではサシバが久しぶりの姿を見せてくれ、い
ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ
3
4
7
よいよ夏シーズンの到来を感じた探鳥会で
ｶﾜｳ
28
71
99
した。
ｱｵｻｷﾞ
7
1
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この日は、午後は定期総会、その後手賀沼
遊歩道を歩くと、番いのキジが草地を闊歩し、 ﾀﾞｲｻｷﾞ
0
1
1
水の入った泥田にはコチドリとタシギが見
ｺｻｷﾞ
0
1
1
られました。これからが楽しみですね。
ｸｲﾅ
1
0
1
なお、今回から、認めた鳥の記載順は「日本
ｵｵﾊﾞﾝ
19
9
28
野鳥目録改訂版第 7 版」に則しています。
ｺﾁﾄﾞﾘ
1
2
3
＜認めた鳥＞キジ、コブハクチョウ、カルガ
ｳﾐﾈｺ
0
1
1
モ、コガモ、スズガモ、カイツブリ、カンム
ｾｸﾞﾛｶﾓﾒ
1
5
6
リカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、
合 計
98
110
208
ダイサギ、コサギ、クイナ、バン、オオバン、
＜ビオトープ班＞猪爪敏夫、
鈴木静治、
船津
コチドリ、ユリカモメ、セグロカモメ、トビ、
登
オオタカ、サシバ、ノスリ？、カワセミ、コ
調査日時 2014.4.5
9:30〜12:00
ゲラ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、モズ、ハ
晴時々曇 やや強い〜弱風 13〜15℃
シボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ツ
湖畔の桜は満開でしたが、
北西の風吹き肌
バメ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクド
寒い。
白い富士山、
柏駅のビル群がよく見え、
リ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、セグロ
沼は岸近くに泳ぐカルガモ、オオバン、カイ

４月手賀沼探鳥会
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ツブリ位で水鳥少ない。枯草のビオトープで
は冬鳥 5 種(コガモ、アカハラ、ツグミ、ア
オジ、オオジュリン)、コブハクチョウとハ
シボソガラスの巣作り、抱卵が見られ、田の
上を飛ぶ夏鳥ツバメが見られた。桜花を採食
するスズメ、ヒヨドリも見ることが出来た。
観察された野鳥 26 種 131 羽。他に木、ツ
クシを含む野草の花が咲き始め、蛙が鳴き、
蝶も飛び始めた。
＜認めた鳥＞キジ、コブハクチョウ、カルガ
モ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、
アオサギ、バン、オオバン、トビ、カワセミ、
モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シ
ジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、
アカハラ、ツグミ、スズメ、カワラヒワ、ホ
オジロ、アオジ、オオジュリン 計 26 種

番外 アヒル、カワラバト
＜参加会員＞相良直己、間野吉幸、村瀬和則、
畠中暁美、荒井みどり、北﨑正典、百瀬喬、
古出洋子、石井俊子、類地佑子、船津登、小
澤淳宏、千葉洋、千葉史子、野倉元雄、染谷
迪夫、渡辺俊文、小林博之、小林秀美、野口
紀子、小林寿美子、西嶋昭生、六角昭男、松
下勝子、小玉文夫、蒲田知子（担当）野口隆
也 計 27 名
＜カウント班＞木村稔、田中功、染谷迪夫
調査日時 2014.5.13
8:20〜10:45
曇りのち霧雨 17℃
調査種
上沼
下沼
合 計
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５月手賀沼探鳥会
5 月 11 日(日)定例探鳥会に代えて、バー
ドウイーク手賀沼探鳥会を行ないました。手
賀沼親水広場で開催された Enjoy 手賀沼！
に併せ、我孫子市鳥の博物館との共催、山階
鳥類研究所後援の行事でした。
探鳥会には 27 名の市民と 27 名の会員、鳥
の博物館 2 名、合計 56 名の参加がありまし
た。
コースはふれあい道路を東進し、高野山新田
の信号の先を右折、遊歩道へ入り、滝下広場
から遊歩道を戻りました。
今回も鳥合わせを鳥の博物館で行いました。
晴天のもと、市民と会員のマンツーマンに近
い形で、楽しく和やかに探鳥会を行うことが
できました。多くの市民が恒例の鳥ビンゴを
完成、景品の写真カードを選ぶのに目を輝か
せておりました。
＜認めた鳥＞キジ、コブハクチョウ、カルガ
モ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、
ゴイサギ、アオサギ、ダイサギ、バン、オオ
バン、ムナグロ、コチドリ、コアジサシ、ト
ビ、オオタカ、ノスリ、カワセミ、モズ、ハ
シボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカ
ラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、オオヨシ
キリ、ムクドリ、スズメ、カワラヒワ、ホオ
ジロ 計 31 種

合 計
36
39
75
＜ビオトープ班＞猪爪敏夫、鈴木静治、間野
吉幸、池田日出男、蒲田知子、船津登
調査日時 2014.5.1
9:30〜11:45
曇り〜晴 弱〜やや強い風 23℃
田植え前で沼の水位高く、水面波立つ。斜
面林は新緑綺麗。水の入った田ではカルガモ
が泳ぎ、ツバメが飛び交い、コチドリが飛ぶ。
トビをモビングするハシボソガラスが見ら
れた。ビオトープの葦の繁みではホオジロの
地鳴き、囀りがよく聞こえカワセミも鳴きな
がら飛ぶ。冬鳥のツグミ、アオジもまだ見ら
れた。
観察された野鳥 20 種 77 羽。他にツツジ、
コデマリ等の木の花、多くの野草の花が咲き、
甲虫、カメムシ等も見られた。
＜認めた鳥＞キジ、コブハクチョウ、カルガ
モ、カイツブリ、カワウ、オオバン、コチド
リ、ユリカモメ、トビ、カワセミ、ハシボソ
ガラス、ツバメ、ウグイス、ムクドリ、ツグ
ミ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ホ
オジロ、アオジ 計 20 種
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秋ヶ瀬公園探鳥会
4 月 27 日
チュウシャクシギを遠望
千葉 洋
意識的に鳥を観るようになって僅か 1 年、
まだまだヨチヨチ歩きの探鳥 2 年生です。
拙宅近くの柏ふるさと公園の常連さんたち
の顔こそなんとか覚えましたが、スズメとホ
オジロがやっと判別できる程度、なんともお
ぼつかない限りです。そんな私に感想文をと
はなんとご無体なとも思いましたが、これも
励ましと考え直し、駄文を綴ることといたし
ます。
当日朝、参加者 20 人は車 5 台に分乗し、
定刻 8 時に我孫子駅前を出発（現地で 5 名
の方が合流）。梅雨を飛び越し夏を思わせる
晴天下、乗せて頂いた野口車は軽やかに高速
を疾走し、9 時過ぎには現地着。最初の探鳥
地は「子どもの森」。鬱蒼と茂った落葉樹林
が陽を浴びて青々と葉を広げています。ああ
爽快、と思ったのが大きな間違い。さえずり
は聞こえても、鳥の姿は茂みに隠れて見えま
せん。識別できたのはシジュウカラだけ。初
心者には高難度のコースのようです。先輩方
が次々と名前を挙げる鳥たちは何処だろう
とキョロキョロしているうちに昼食の時間
となり、「炊飯場」へ車で移動。大勢の家族
連れのバーベキューの匂いを嗅ぎながら昼
食を済ませ、いざ「ミドリシジミの森」へ（名
前は県の蝶に由来）。ザリガニ釣りに興ずる
子どもを眺めていたら、今度は迷子に。でも、
たまたま近くにいた百瀬さんから、貴重な絶
滅危惧種の丁子草を教えて頂けたのは幸運
でした。子規も好んだ花のようで、「丁子草
花甘そうに咲きにけり」という句があるとか。
やっと本隊に合流し、中締めの鳥合わせを済
ませてから最終地の荒川総合運動公園へ。車
の外気温表示は、朝の 16℃から午後 1 時に
は 30℃。水田を見下ろす土手の上からチュ
ウシャクシギを遠望できたのを成果に、2 時
現地散会となりました。鳥果はともあれ、緑
を満喫でき、愉しい一日でした。皆様ありが
とうございました。
【幹事報告】
Ｇ・Ｗ最初の日曜。晴天に恵まれ秋ヶ瀬公
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園は多くの子供連れで賑わい、駐車場の確保
に先ずひと苦労。公園に入っても、賑やか過
ぎることを避けたか夏鳥の姿はほとんど見
られず、キビタキが何とか見られた程度。子
供の森からピクニックの森に移動しても、沢
山いるのは子供達だけで鳥影は相変わらず
薄い。
公園を早めに切り上げ、予定に無かった大
久保耕地へ清水さんの案内で移動し、チュウ
シャクシギ、ダイサギなどを楽しみ 2 時頃
に現地解散した。
新緑の美しい中の、気持ちの良いハイキン
グを楽しんだ 1 日だった。
＜認めた鳥＞カルガモ、キジバト、ダイサギ、
チュウシャクシギ、コゲラ、ハシボソガラス、
ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツ
バメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、センダ
イムシクイ、オオヨシキリ、ムクドリ、シロ
ハラ、キビタキ、スズメ、カワラヒワ、ホオ
ジロ、アオジ 計 22 種 番外 ガビチョウ
＜参加者＞清水直樹、清水優希、清水浩樹、
間野吉幸、渡辺俊文、荒井みどり、柴本法子、
小玉文夫、相良直己、中根忠、中根洋子、百
瀬喬、吉田隆行、古出洋子、天野睦子、野口
隆也、千葉洋、金子幸子、川越久枝、蒲田知
子、門井章、鈴木裕爾、鈴木幸子 （担当）
小澤淳宏、金子雅幸
計 25 名

筑 波 山 探 鳥 会
5月3日
筑波山探鳥会に参加しました！
荒井みどり
我孫子野鳥を守る会に入会させて頂いて、
一か月半。今回は、筑波山探鳥会に参加しま
した。「軽登山とはいえ、今の私の体力で登
れるのだろうか？」という不安をかかえての
参加でしたが、間野会長の「きつくないから
大丈夫！」との言葉を頼りに当日を迎えまし
た。
当日は、午前7時に我孫子駅に集合し、一
路、筑波山へと向かいました。私はのんきに
野口様の車の後部座席に身を任せ、野口様ご
夫妻と鈴木（静治）様の楽しい会話に耳を傾
けていました。ふと、気が付くと霧の中・・・。

鈴木様が、「水分が蒸発している霧だから大
丈夫」と教えて下さり、私はなぜか「きっと
山についたら晴れるな」と思いました。
ユースホステル跡地に駐車し、ケーブルカー
部隊を筑波山神社側に送迎後の染谷様と合
流し、本隊の登山が開始となりました。すで
に天気は、快晴となっていました。
「感想文」とのことなので、参加者として単
刀直入に感想を書きます。
「すっごい楽しかった！」「沢山の命に出会
えた、感じられた」「楽しい話をたくさん聞
けて、いろいろ教わることができた」「合流
後の自然研究路も素敵だった」「野口様や古
出様からの差し入れ・煮込み・キムチ漬物・
漬物・トマトが美味しかった」「薬王院でシ
ジュウカラの巣をみつけた時の会員の皆様
の行動（そっとしておきましょう。と、どな
たも中を見ようとしなかった）には感銘し
た」などなど書き尽くすことのできない感動
の連続でした。
出会いはあまりに多すぎたので、代表的な
ことを書きます。夏鳥の山の代表選手「キビ
タキ」
「オオルリ」
「コルリ」をみることがで
きました。「センダイムシクイ」「ヤブサメ」
「ツツドリ」は特徴的なさえずりで渡来を告
げてくれ、まだ歌がちょっとへったぴいな
「ウグイス」は、その声を自慢げに張り上げ
私たちを楽しませ、姿までお披露目の大サー
ビス。ヤマガラは彼ららしくすぐそばでご挨
拶。そして、
「フクロウ」が午前 9 時過ぎに
も関わらず、まあるい顔で上空を飛んでいっ
たのには、思わず歓声を上げてしまいました。
「ソウシチョウ」は、大きい声を張り上げ何
度も姿をみせにやってきました、すでにここ
が彼らの故郷なのでしょう。植物については、
ユキザサ、タチツボスミレ、ミヤマシキミ
等々本当にきりがありませんが、やはり今が
盛りと咲き誇っていたニリンソウと、もう終
わってしまっていたけど、ほんの数輪だけ待
っていてくれたかのように花をみせてくれ
たカタクリには特にありがとうと言いたい
です。また、地域的希少種であるツクバキン
モンソウにも。個人的な出来事としては、
「大
好きなコルリ」のポイントにはじめから居な
がらも、みることができずとても残念でした。
最後になりましたが、幹事の皆様、そして
今回ご一緒させて頂きました皆様、楽しく有
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意義な時間を本当にありがとうございまし
た。
【幹事報告】
今回の筑波山探鳥会は、筑波山は雨が降っ
ていない、素晴らしい快晴でした。ゴールデ
ンウイークの後半の初日とあって、御幸が原
は登山客で混雑していました。ユースホステ
ル跡の駐車場は満杯でした。登山途中でコル
リ、キビタキ、センダイムシクイ、ソウシチ
ョウなどに会い、植物もニリンソウ、ミヤマ
カタバミ、フモトスミレ、タチツボスミレ、
ヒナワチガイソウなど可憐な春の野草に出
会い、キブシやミヤマシキミの樹木の花に癒
され、少しきつい登りも我慢できました。
自然観察路は一部崖崩れがあって、途中の東
屋までしか行けずそこで U ターンしました。
薬王院で遅い昼食を摂り、鳥合わせの上、解
散で帰路につきました。好天に恵まれ、緑、
真っ只中、参加者も楽しそうに見えました。
全員無事帰還 安堵！
＜認めた鳥＞カルガモ、ツツドリ、トビ、フ
クロウ、コゲラ、アカゲラ、ハシボソガラス、
ハシブトガラス、コガラ、ヤマガラ、シジュ
ウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイ
ス、ヤブサメ、センダイムシクイ、メジロ、
ムクドリ、コルリ、キビタキ、オオルリ、ス
ズメ、ハクセキレイ、ホオジロ、アオジ
計 26 種 番外 ソウシチョウ
＜参加者＞間野吉幸、野倉元雄、百瀬喬、石
井俊子、松本勝英、松本葉子、小玉文夫、古
出洋子、北原建郎、吉田隆行、小林博之、渡
辺俊文、大久保陸夫、武藤康之、小川克子、
荻野知子、野口隆也，野口洋子、
荒井みどり、
鈴木裕爾、鈴木幸子（担当）鈴木静治、染谷
迪夫 計 23 名

松之山温泉 探 鳥 会
6 月 1 日、2 日
松之山温泉探鳥会に参加して
仲澤成二
ブッポウソウを見たい、撮りたい思いで今
回の探鳥会に参加した新人です。
「一日目」
6 月 1 日(日)快晴、我孫子駅北口ふれあい広

場前を小型バス(20 名)で朝 7 時半出発しま
した。車は外環‐関越道‐十日町市へ途中少
し渋滞があったが 12 時過ぎに現地到着、新
緑が美しい素晴らしい景色、大自然で心も体
もリフレッシュされます。
ブッポウソウの出現を待ち車道の坂道で
カメラを準備していると鳥の声があちらこ
ちらから聞こえる。なんだろう、ノジコかカ
ワラヒワかサンショウクイか、
「グェゲゲゲ」
ではない。誰かの･･いたいたという声で、飛
んでいるブッポウソウを発見、夢中でシャッ
ターを切った。少し遠いが証拠写真、よかっ
た〜。坂を下るカーブ右上の枯れた木に 2
羽のブッポウソウを車窓から発見、急いで下
車、カメラを構えた瞬間飛んでしまった、残
念、残念。
今日は四か所のポイントで探鳥、30 種の
鳥が確認できました。
旅館に着き温泉でゆっくり手足を伸ばし
温まる、夕食は山菜のおもてなし、ビールで
乾杯、今日の楽しい探鳥の話、珍事など笑い
が絶えない食事会で全員が七福神の顔でし
た。
「二日目」
6 月 2 日(月)4 時 40 分旅館前集合探鳥スタ
ート、今回は 4 名の女性が参加しました。
最初の探鳥地は、なんと「美人林」です。早
朝のブナ林は木々の隙間から差し込む光が
幻想的でした。林の中の散歩道は落ち葉でふ
わふわと絨毯のようでした。
突然静寂を突き破る、けたたましいドラミ
ング、オオアカゲラでしょうか？探しても姿
が見えません。林の先でクロツグミにも出会
え、約 50ｍの距離で撮影しました。サンシ
ョウクイと思いシャッターを切っていたが
皆で確認するとチゴモズと判明、大騒ぎにな
りました。少し移動すると目線より下にチゴ
モズを見つけ撮ることが出来ました。上面は
茶褐色でした。
ノジコを発見した時は、かわいい、かわい
い〜と甲高い女性の声。もう一度ブッポウソ
ウを見たいと思い昨日のポイントに行く、車
窓から飛んでいるのが見えたので急いで下
車したが見失いました。しかし今日は期待で
きそうな感じ、坂の車道で機材を担いで行っ
たり来たり。
（去年はここの電線に止まった、
下見では木の先端に止まったとの情報もあ

ります。）暑いけれど新緑を吹き抜ける風は
気持ちいい。我慢が肝心、営巣しそうな場所
も見ましたが姿見えず・・・。
2 時頃引き上げる予定で待つ。駄目か、探
鳥は運命か…もう時間か、残念な思いで車に
乗り外を見る、車が静かに動き出しました、
坂の途中カーブ右上枯れ枝で昨日と同じ場
所になんとブッポウソウが止まっていまし
た。急いで車を降り撮影開始、少し遠かった
が最後に全員が確認できてラッキーな探鳥
会でした。
今日は五か所のポイントを探鳥、36 種の
鳥が確認できました。
途中渋滞もなく 6 時半過ぎ我孫子に到着
しました。幹事さん、有難うございました。
【幹事報告】
晴天を祈り過ぎたか 30 度を超す快晴の下、
会としては初めての松之山地区の探鳥会を
実施した。暑さにもめげぬ参加者の熱意が、
この地域を代表する鳥のほぼすべてを見ら
れると言う結果をもたらせた。特に、全国で
つが

も 10番いもいないのでは．．．と言われてい
るチゴモズを全員が、それも至近距離で見ら
れた幸運にも恵まれ、目と耳ともに楽しめた
大満足の探鳥会でした。
＜認めた鳥＞カルガモ、アオサギ、ホトトギ
ス、カッコウ、アマツバメ、ハチクマ、トビ、
サシバ、ノスリ、アカショウビン、ブッポウ
ソウ、コゲラ、オオアカゲラ、サンショウク
イ、サンコウチョウ、チゴモズ、モズ、ハシ
ボソガラス、ハシブトガラス、コガラ、ヤマ
ガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワ
ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジ
ロ、オオヨシキリ、ゴジュウカラ、ムクドリ、
クロツグミ、キビタキ、スズメ、ハクセキレ
イ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、ノジコ
計 40 種
＜参加者＞間野吉幸、丸嶋紀夫、野口隆也、
野口洋子、浅野利幸、仲澤成二、
荒井みどり、
小山雄司、大久保陸夫、鈴木静治、鈴木裕爾、
鈴木幸子、中野久夫、池田日出男、古出洋子、
小澤淳宏、中根忠、松本勝英 （現地参加）
阿保進、阿保国子 （幹事）松田幸保、金子
雅幸 計 22 名
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のか、托卵する側とされる側とがたがいに対
抗しつつ進化してきたことなど、盛りだくさ
んの内容を詳しく、分かりやすく説明した。
第 5 回野鳥サロンが 3 月 30 日、我孫子北
田中さんより「カッコーの巣の下で」とい
近隣センター並木本館にて開催され、当日参
う往年の名画のタイトルについて、彼の地に
加を含め、26 名が参加した。
は托卵しないカッコウもいるので間違いで
最初のテーマは、「山階鳥類研究所と野鳥
はない、といった新たな知識も披露され、皆
を守る会との関わりについて」。
さんは一様に頷いていました。
染谷さんが、当会にもご縁のある野口澄夫
＜参加者＞ 天野睦子、千葉洋、松下勝子、
さんの著作を引きつつ「山階鳥類研究所」と
金子幸子、類地佑子、古出洋子、間野吉幸、
「鳥の博物館」の歴史と、当地に設立された
相良直己、石井俊子、小澤淳宏、
池田日出男、
経緯、及び、当会との関わりについて説明。 野口隆也、船津登、青木典子、関口小夜子、
今まで知る機会のなかった事柄だけに、皆さ
畠中暁美、松田幸保、大久保陸夫、小玉文夫、
んは興味深かそうに聞き入っていた。
蒲田知子、弘實和昭、木村稔（担当幹事）染
続いて、田中功さん監修の弘實さんの力作、 谷迪夫、田中功、田中恒雄（欠）
、野口紀子、
「托卵について」。
弘實さと子 計 26 名
豊富な図版とともに、何故托卵が行われる
「第 5 回野鳥サロン」報告

平成 2６年度定期総会報告
平成 26 年 4 月 13 日(日)13 時 30 分〜14
時 40 分、水の館 3 階研修室において平成 26
年度定期総会が開催されました。
平成 25 年度事業報告及び決算・会計監査報
告、平成 26 年度事業計画及び予算について、
質疑応答を経て異議なく原案通り承認され
ました。総会出席者は 31 名でした。

手賀沼の冬鳥の探鳥会を実施します。
⑤手賀沼親子ふれあい探鳥会
手賀沼流域フォーラム地域企画の一環
として、手賀の丘公園〜手賀沼（下沼）
コースで親子ふれあい探鳥会を実施し
ます。集合場所は我孫子駅北口ふれあい
広場前に変更します。
２．野鳥等の調査及び保護
①手賀沼水鳥カウント
手賀沼で見られる水鳥の種類と個体数
を毎月 1 回調査します。1977 年から続
けています。
②手賀沼ビオトープの鳥類調査
手賀沼ビオトープとその両サイドで見
られる鳥類の種類と個体数を毎月 1 回
調査します。1999 年から続けています。
③データベースの整備・構築
手賀沼水鳥カウント、会員からの鳥情報、
更に会員撮影による野鳥等の写真、会の
活動記録をデータベースとして整備・構
築します。
④傷病鳥の保護等
市内外で発見された傷病鳥や幼鳥など
を保護・飼育し、快復後放鳥します（県

平成 26 年度事業計画
１．探鳥会の実施
①定例手賀沼探鳥会
原則、毎月第 2 日曜日に手賀沼を中心
に午前中探鳥します。
（但し、7〜9 月はサマータイム制を導
入して午前 8 時から）
②遠出探鳥会
地元を離れ、遠隔の探鳥地を訪ねます。
1 泊 2 日の探鳥会を 3~4 回、近郊日帰
り探鳥会を 9~10 回程度実施します。
③第 25 回バードウイーク手賀沼探鳥会
Enjoy 手賀沼！イベントの一環として、
我孫子市鳥の博物館との共催で市民対
象の手賀沼周辺の探鳥会を実施します。
④市民手賀沼探鳥会
我孫子市環境レンジャーとの共催で、
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鳥獣保護ボランティア活動の一環）。
３．環境保全活動
①手賀沼ふれあい清掃及び手賀沼統一ク
リーンデイに参加します。
②美しい手賀沼を愛する市民の連合会の
構成団体として、手賀沼流域フォーラム、
手賀沼の浄化活動等に積極的に参加し
ます。
③ホタルの夕べ
我孫子市鳥の博物館友の会と共催でホ
タルの観察会を行います。
４．広報啓発活動
①会報の発行、配布
会報「ほーほーどり」を隔月に発行・配
布して会員間のコミュニケーションを
図ります。公共機関、学校、友好団体、
報道関係等に贈呈し、当会の PR 及び人
と野鳥が共存できる環境づくりの大切
さを発信します。
②ホームページの運営
運営委員会を開催し、内容の充実を図
ります
③メーリングリストの運営
会員、関係者間の情報連絡手段の重要な
ツールとして、利用者の増加と有効活用
の検討をしていきます。
④対外広報
当会の活動内容や手賀沼周辺の野鳥情
報等の発信を積極的に行います。
⑤探鳥会の指導
学校や他の団体等から手賀沼周辺の観
察依頼には、可能な限り対応します。
⑥対外発表等
当会の活動内容を積極的に情報発信し、
当会の PR をします。又、地元で開催さ
れる環境や野鳥に関係するイベントに
は積極的に参加し、会員の日常活動の成
果を発表します。
５．創立 50 周年に向けて「次の一歩の取組
み」
①鳥類目録変更に伴う見直し作業を実施
します。確認された鳥リスト、ホームペ
ージ鳥図鑑等の見直しをします。
②デジタル野鳥図鑑の作成に取組みます。
③メーリングリストの更なる有効活用を
図ります。
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④守る会活動全般について会員アンケ
ートを実施します。
⑤対外啓発活動（手賀沼周辺の鳥情報等
の発信）のステップアップを図ります。
⑥過去の活動のデータ整理と今後の活
用策を検討します。ホームページ、メ
ーリングリスト、ＤＶＤ，パンフレッ
ト等で発信します。
６．その他
①新入会員向けのオリエンテーション
を引き続き実施します。
②会員向けの「野鳥サロン」を引き続き
隔月で開催します。
③映写会を開催し、会員が撮影した野鳥、
昆虫、草木、風景、会の活動やビデオ
等を観賞します。
④定期総会（4 月）、役員会（年 6 回隔
月）、事務局会議（年 6 回隔月）を定
例的に開催し、当会の運営上の諸問題
を検討・対処していきます。
⑤季節に応じ、会員の親睦を図るための
懇親会、芋煮会を企画します。
⑥行政機関等の各委員会、意見交換会に
積極的に参加し、当会としての意見提
案や情報発信をします。

平成 25 年度決算および平成 26 年度予算

25 年度決算

（単位 円）
26 年度予算

収入の部
会費
会行事収入
その他の収入
前年度繰越金
合計

302,000
1,423,532
89,553
984,194
2,799,279

300,000
1,500,000
0
713,614
2,513,614

支出の部
野鳥の部
環境保全の部
啓発活動の部
庶務の部
その他費用
別途積立金
次期繰越金
合計

1,434,234
0
246,943
80,260
24,228
300,000
713,614
2,799,279

1,540,000
10,000
250,000
101,000
50,000
0
562,614
2,513,614

５月役員会報告
5 月 11 日(日)
13:30〜16:20
我孫子北近隣センター 並木本館
会議室３
１． 平成 26 年度下期行事計画について
資料に基づき検討し、次の通り決定。
期 日
平成 26 年度下期行事
10/2(木)
ビオトープ調査
10/12(日)
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
10/18(土)
葛西臨海公園探鳥会
11/未定
第 9 回野鳥サロン
11/1(土)
ジャパンバードフェステ
2(日)
ィバル
11/6(木)
ビオトープ調査
11/9(日)
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
午後:役員会
11/23(日)
清里・軽井沢探鳥会
24(月祝)
11/30(日)
親子ふれあい探鳥会

2/5(木)
2/8(日)

日時
場所

12/4(木)
12/7(日)
12/14(日)
12/21(日)
12/23(火祝)
12/25(木)
1/未定
1/4(日)
1/8(木)
1/11(日)
1/17(土)
18(日)
1/25(日)
1/31(土)
2/1(日)

ビオトープ調査
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
2/15(日)
渡良瀬遊水地探鳥会
3/未定
第 11 回野鳥サロン
3/1(日)
銚子・波崎カモメ探鳥会
3/5(木)
ビオトープ調査
3/8(日)
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
午後:役員会
２．会報 239 号掲載予定記事について
資料に基づき検討の上、決定。
３．26 年度役員の事業別分担について
資料に基づき協議、一部修正の上、承認。
４．「野鳥サロン」担当者の改善
資料に基づき検討、一部修正し、承認。
５. 探鳥会における運転者及び下見代に対
する費用分担について
資料に基づき論議の結果、次の通り決定。
・定例探鳥会の運転費用分担については、
提案通り、同乗者が＠100 円を運転者に
支払うこととし、下期（10 月）から実
施。尚、非会員及び子供については従来
通り無料
・日帰り探鳥会下見代については、当会
の予算から支払う方向で、会費の値上げ
も含めて検討。尚、バス等を利用する場
合は、参加者が実費を負担
・探鳥カウントの運転費用については、メ
ンバーの意向も踏まえた上で、当会の予
算から支払う方向で検討
・一泊探鳥会の下見代については、従来通
り参加者が実費を負担
６．報告事項
資料に沿って次の事項を報告し、了承。
①ＪＢＦ総会及び第 1 回実行委員会
②美手連関係
・手賀沼流域フォーラムの地域イベン
トに当会も参画（11/30）
・美手連総会と講演会（6/7）
・手賀沼基金助成金事業に応募
③手賀沼アートウォーク(8/7〜12)
④手賀沼学会(7/5)
以上

(流域フォーラム主催)
ビオトープ調査
統一クリーンデイ、ふれ
あい清掃
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
探鳥会/芋煮会
涸沼探鳥会
長寿大学探鳥指導
第 10 回野鳥サロン
小見川・神之池・江戸崎
探鳥会
ビオトープ調査
午前:手賀沼定例探鳥会、
カウント
午後:役員会
房総の港巡り探鳥会
市民手賀沼船上探鳥会
(環境レンジャー共催)
井頭公園探鳥会
亀成川探鳥指導
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鳥

だ

よ

3.22 [高野山新田] ｱﾘｽｲ (1) 14:44、遊歩
道脇の枝に飛来、時折地面に降りて水浴
び
飯泉仁・飯泉久美子
3.22 [手賀沼遊歩道] ｱﾘｽｲ (1)
船津登
3.22 [片山] ｵｵﾀｶ (1) 13:07、上空を飛翔
飯泉仁・飯泉久美子
3.22 [ 北 新田 ] ﾉ ｽﾘ (1) 電 柱 か ら 飛 去
中野久夫
3.22 [片山] ﾔﾏｶﾞﾗ (2) 12:32、林の中を鳴
きながら移動
飯泉仁・飯泉久美子
3.23 [江蔵地] ｵｵﾀｶ (1) 獲物を足で掴み
飛ぶ
鈴木静治
3.23 [江蔵地] ﾄﾋﾞ (2) 上空高く旋回する
鈴木静治
3.23 [ 江 蔵地 ] ﾉ ｽﾘ (1) 上 空 高 く 飛 ぶ
鈴木静治
3.23 [古戸] ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ (1) 川岸より飛び
立つ
鈴木静治
3.23 [江蔵地] ﾊﾔﾌﾞｻ (1) 獲物を持つｵｵﾀｶ
を追いかける
鈴木静治
3.23 [江蔵地] ﾍﾞﾆﾏｼｺ (1) 柳の枝にとま
り花穂を啄む
鈴木静治
3.23 [江蔵地] ﾎｵｱｶ (1) 河原の枯れた葦
にとまる
鈴木静治
3.23 [ 江 蔵 地 ] ﾐ ｻ ｺ ﾞ (1) 上 空 を 飛 ぶ
鈴木静治
3.24 [北新田] ｸｻｼｷﾞ (1) 4 号排水路で
中野久夫
3.24 [片山（手賀の丘公園）] ﾉｽﾘ (1) 木
から飛ぶ
船津登
3.24 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (3)
船津登
3.27 [下沼田] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (1) 農道の電柱
にとまる
鈴木静治
3.27 [布瀬新田] ﾄﾋﾞ (1) 川の上を飛ぶ
鈴木静治
3.29 [日秀] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (1) 13:30、斜面林
上空でﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ
飯泉仁・飯泉久美子
3.29 [片山] ﾄﾋﾞ (1) 12:22、上空を旋回
飯泉仁・飯泉久美子
3.29 [ 北 新田 ] ﾉ ｽﾘ (1) 電 柱 か ら 飛 去
中野久夫
3.30 [手賀沼遊歩道] ｱﾘｽｲ (1) 手賀沼遊
歩道にアリスイが飛来。キィキィキィと

り

囀る。とまる場所をあちこち変え長居しな
いで、すぐに隠れてしまった。
中根忠
3.31 [岡発戸] ﾄﾋﾞ (1) カラスに追いかけ
られる
鈴木静治
3.31 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (1)
船津登
4.01 [ 北 新田 ] ﾉ ｽﾘ (1) 越 流 堤 横 柳 上
中野久夫
4.02 [中峠] ｻｼﾊﾞ (1) 中峠の斜面林にサ
シバ来ている。
松本勝英
4.02 [江蔵地] ﾄﾋﾞ (1) ﾋﾟｭｰﾋﾟｯﾋﾟｯと鳴き
ながら飛ぶ
鈴木静治
4.02 [江蔵地] ﾎｵｱｶ (1) 葦の先にとまる
鈴木静治
4.05 [中沼田] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (1) 農道の電線
にとまる
鈴木静治
4.05 [岡発戸新田] ﾄﾋﾞ (1) 沼の上空を飛
ぶ
鈴木静治・猪爪敏夫・船津登
4.06 [若白毛] ｻｼﾊﾞ (1) 13:45、上空を旋
回
飯泉仁・飯泉久美子
4.06 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:56、雌雄が交尾行動
飯泉仁
4.07 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
4.07 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (1)
船津登
4.09 [手賀沼遊歩道（滝下広場付近）] ｱﾘ
ｽｲ (1) 木に止まる
船津登
4.09 [中峠] ｻｼﾊﾞ (3) 今日、3 羽が盛んに
鳴きながら飛翔。
松本勝英
4.09 [布佐平和台] ﾊﾔﾌﾞｻ (1) 住宅上空を
飛ぶ
鈴木静治
4.12 [鷲野谷] ｻｼﾊﾞ (2) 11:12、雌雄各 1
羽、雄が雌に餌をプレゼント
飯泉仁
4.12 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:18、雄が雌に餌をプ
レゼント
飯泉仁
4.12 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 畔上
中野久夫
4.12 [布瀬新田] ﾉｽﾘ (1) 電柱上にとまる
鈴木静治
4.13 [手賀沼辺] ｵｵﾀｶ (1) 上沼 1
染谷迪夫・木村稔・田中功
4.13 [酒井根 6 丁目 下田の森] ﾂﾐ (1)
14:05、若鳥が木の天辺に止まっていた。
その後、北北東方向に渡去
飯泉仁・飯泉久美子
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4.13 [柏市] ﾂﾐ (2) 10:20、雌雄各 1 羽、
巣に巣材を運搬
飯泉仁
4.13 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
4.13 [ 手 賀 沼 辺 ] ﾊ ﾔ ﾌ ﾞ ｻ (1) 上 沼 1
染谷迪夫・木村稔・田中功
4.14 [片山（手賀の丘公園）] ｵｵﾀｶ (1) 林
に飛んで入る
船津登
4.14 [中峠] ﾋﾚﾝｼﾞｬｸ (14) 自宅前の杉の
梢に小太りの見慣れぬ群れ、ヒレンジャ
クだった
松本勝英
4.16 [発作] ｾｯｶ (1) 鳴き声が聞こえる
（初認）
鈴木静治
4.16 [北新田] ﾁｭｳﾋ (1) 越流堤横ﾖｼ原上
を飛翔
中野久夫
4.17 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:11、成鳥雄が雌に餌
をプレゼント
飯泉仁
4.17 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:36、雌雄が交尾行動
飯泉仁
4.19 [北新田] ｸｻｼｷﾞ (3) 4 号排水路で
中野久夫
4.19 [手賀沼遊歩道] ｺﾑｸﾄﾞﾘ (5) コムク
ドリの群れが、桜の枝に分散してとまっ
た。枝から枝に飛び移りながら夢中にな
って採食。
中根忠
4.19 [手賀沼遊歩道（親水広場付近）] ｺﾑ
ｸﾄﾞﾘ (3) 桜の花がらをついばむ 船津登
4.20 [北新田] ｸｻｼｷﾞ (3) 4 号排水路で
中野久夫
4.20 [泉村新田] ｻｼﾊﾞ (1) 15:40、雄成鳥が
電柱に止まっていた 飯泉仁・飯泉久美子
4.20 [箕輪新田] ｻｼﾊﾞ (2) 16:01、林縁の
木に止まっていた 飯泉仁・飯泉久美子
4.20 [北新田 ] ﾁｮｳｹ ﾞﾝﾎﾞｳ (1) 電柱上
中野久夫
4.20 [我孫子新田] ﾂｸﾞﾐ (1) 畑（家庭菜
園）にて採餌(終認）
田中功
4.20 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:48、雌雄がそれぞれ木
の枝を折り、巣に運び入れていた 飯泉仁
4.20 [柏市] ﾂﾐ (1) 10:18、雄個体が獲物
を足にぶら下げて巣の中の雌に渡してい
た
飯泉仁
4.20 [片山新田] ﾄﾋﾞ (2) 14:58、東方向か
ら出現し上空で旋回し西方向に渡去
飯泉仁・飯泉久美子
4.20 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
4.20 [片山新田] ﾉｽﾘ (1) 14:58、水田を耕
起していた近くの電柱に止まっていた

飯泉仁・飯泉久美子
4.21 [柏市] ﾂﾐ (2) 11:01、雌雄が枝に止
まり、交尾行動
飯泉仁
4.22 [片山 （手賀の丘公園）] ｵｵﾀｶ (1)
キョキョと 3 回鳴く
船津登
4.22 [片山（手賀の丘公園）] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 木
の枝でさえずる
船津登
4.22 [片山（手賀の丘公園）] ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ
(1) 葉の間を動く
船津登
4.22 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (3)
船津登
4.22 [北新田] ｵｵﾖｼｷﾘ (1) 休耕畑で囀り
（初認）
中野久夫
4.23 [高野山新田] ｺﾑｸﾄﾞﾘ (3) 桜の枝に
とまる（初認） 鈴木静治・大久保陸夫
4.24 [北新田] ｵｵﾀｶ (1) 飛翔 中野久夫
4.25 [発作] ｵｵﾖｼｷﾘ (1) 葦原で囀る（初
認）
鈴木静治
4.25 [手賀沼遊歩道] ｺﾑｸﾄﾞﾘ約10 此処では
桜の木にいる青虫などを食べているようです。
手賀沼遊歩道の上空を 10 羽位のオス・メス
混合の群れで飛び回っています
中根忠
4.25 [発作] ｾｯｶ (1) 囀りながら飛ぶ（初
認）
鈴木静治
4.25 [千間橋] ﾄﾋﾞ (1) 川で獲物をつかみ
河原に持ち込む
鈴木静治
4.25 [新木] ﾑﾅｸﾞﾛ約 30 水の入り始めた田
で休む（初認）
鈴木静治
4.26 [ 片 山 ] ｵ ｵ ﾙ ﾘ (1) 11:29 、 鳴 き 声
飯泉仁・飯泉久美子
4.26 [片山] ｷﾋﾞﾀｷ (2) 11:29〜11:31、林
の中の谷で囀り
飯泉仁・飯泉久美子
4.26 [泉村新田] ｻｼﾊﾞ (1) 11:38、電線に
止まった後、水田に降りて餌を捕獲
飯泉仁・飯泉久美子
4.26 [柏市] ﾂﾐ (2) 9:03、雌雄が同じ枝に
とまり、交尾行動
飯泉仁
4.26 [柏市] ﾂﾐ (1) 9:25、雌が巣材を足に
ぶらさげて巣に運搬
飯泉仁
4.26 [箕輪新田] ﾄﾋﾞ (1) 15:52、上空を旋
回
飯泉仁・飯泉久美子
4.26 [北新田] ﾊﾔﾌﾞｻ (1) 電柱から飛去
中野久夫
4.26 [発作] ｵｵﾖｼｷﾘ (2) 13:12、葦原で鳴
いていた
飯泉仁・飯泉久美子
4.27 [柏市] ﾂﾐ (1) 10:43、雄が巣材を足
にぶらさげて巣に運搬
飯泉仁
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4.27

[手賀沼

上沼 ]

ﾐ ｻ ｺ ﾞ (1) 飛 翔
志賀鉄雄
4.28 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
4.29 [片山（手賀の丘公園）] ｵｵﾀｶ (1) キ
ョキョと鳴く
船津登
4.29 [片山（手賀の丘公園）] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 小
枝でさえずる
船津登
4.29 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (3)
船津登
4.29 [片山（手賀の丘公園）] ﾂｸﾞﾐ (1) （終
認）
船津登
4.30 [発作] ｷｱｼｼｷﾞ (1) 水の入った田で
採食（初認）
鈴木静治
4.30 [発作] ｷｮｳｼﾞｮｼｷﾞ約 30 水の入り始め
た田で休む（初認）
鈴木静治
4.30 [発作] ｺﾑｸﾄﾞﾘ十数羽手賀川近くの
林で渡り途中の十数羽のコムクドリの群
れを観察。
鈴木静治
4.30 [相島] ﾁｭｳｼｬｸｼｷﾞ (5) 水の入る田で
採食（初認）
鈴木静治
4.30 [発作] ﾂｸﾞﾐ約 20 林の木の上に集ま
る（終認）
鈴木静治
5.01 [岡発戸新田] ﾂｸﾞﾐ (1) 田の畔を歩
く（終認） 鈴木静治・猪爪敏夫・間野
吉幸 ・池田日出男・ 蒲田知子・船津登
5.01 [岡発戸新田] ﾄﾋﾞ (1) 上空でﾊｼﾎﾞｿ
ｶﾞﾗｽより攻撃される
鈴木静治・猪爪敏夫・間野吉幸・
池田日出男・蒲田知子・船津登
5.04 [柏市] ﾂﾐ (1) 10:09、雌個体が巣の
外に出た
飯泉仁
5.04 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
5.06 [柏] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (5) 13:29、成鳥が営
巣場所に餌を持参し出入り、巣の中には
幼鳥 3 羽
飯泉仁
5.06 [柏市] ﾂﾐ (1) 9:23、雄個体が巣に入
る
飯泉仁
5.07 [ 若 白 毛 ] ｷ ﾋ ﾞ ﾀ ｷ (1) 林 で 囀 り
志賀鉄雄
5.07 [片山（手賀の丘公園）] ｷﾋﾞﾀｷ (1) さ
えずる
船津登
5.07 [若白毛] ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ (1) 林で囀り
志賀鉄雄
5.07 [ 北 新 田 ] ﾁ ｮ ｳ ｹ ﾞ ﾝ ﾎ ﾞ ｳ (1) 飛 翔
中野久夫
5.07 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
5.07 [泉] ﾉｽﾘ (1) 上昇気流に 志賀鉄雄

5.08 [布瀬] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 林で囀り 志賀鉄雄
5.08 [布瀬] ｻﾝｺｳﾁｮｳ (1) 林で囀り移動
志賀鉄雄
5.08 [布瀬] ﾄﾋﾞ (1) 声
志賀鉄雄
5.09 [泉] ｷﾋﾞﾀｷ (1) ゴルフ場林で囀り
志賀鉄雄
5.09 [北新田] ﾄﾋﾞ (1) 飛翔
中野久夫
5.10 [若白毛] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 林で囀り
志賀鉄雄
5.10 [片山] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 手賀の丘公園囀り
志賀鉄雄
5.10 [柏市] ﾂﾐ (1) 8:45、雌が巣で抱卵中
飯泉仁
5.10 [片山] ﾔﾏｶﾞﾗ (1) 手賀の丘公園囀り
志賀鉄雄
5.11 [柏市] ﾂﾐ (1) 9:43、雄がｶﾗｽを追尾
飯泉仁
5.11 [箕輪新田先手賀沼] ﾄﾋﾞ (1) 14:45、
水面の杭に止まっていた
飯泉仁・飯泉久美子
5.12 [ 布 瀬 ] ｷ ﾋ ﾞ ﾀ ｷ (1) 林 中 で 囀 り
志賀鉄雄
5.12 [布瀬 ] ｻﾝｺ ｳﾁｮ ｳ (1) 林中 で囀り
志賀鉄雄
5.13 [手賀沼 （杭上）] ﾄﾋﾞ (1) 上沼 1
染谷迪夫・木村稔・田中功
5.14 [片山（手賀の丘公園）] ｵｵﾀｶ (1) 枯
れ木に止まる
船津登
5.14 [片山（手賀の丘公園）] ｷﾋﾞﾀｷ (1) 小
枝でさえずる
船津登
5.14 [布瀬新田] ｻｼﾊﾞ (1) 林の上を飛ぶ
志賀鉄雄
5.14 [片山（手賀の丘公園）] ｻﾝｺｳﾁｮｳ (1)
林の中を飛ぶ
船津登
5.14 [布瀬新田] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (1) 電柱より
飛び立ち
志賀鉄雄
5.14 [片山（手賀の丘公園）] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ
(1) 上空を飛ぶ
船津登
5.14 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (3)
船津登
5.15 [布瀬] ｻﾝｺｳﾁｮｳ (1) オス。水田上を
林の中へ、そして戻る。10 分くらい後、
飛び立った林の中へ。
志賀鉄雄
5.18 [北新田] ｶｯｺｳ (1) 河川敷で鳴き声
（初認）
中野久夫
5.18 [北新田 ] ﾁｮｳｹ ﾞﾝﾎﾞｳ (1) 電柱上
中野久夫
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5.19 [片山（手賀の丘公園）] ｷﾋﾞﾀｷ (3) さ
えずる
船津登
5.19 [柏] ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ (4) 15:12〜16:00、
成鳥 1、幼鳥 3
飯泉仁・飯泉久美子
5.19 [柏市] ﾂﾐ (1) 9:48、雌が巣の中で何
度も体の向きを変える
飯泉仁
5.19 [片山（手賀の丘公園）] ﾔﾏｶﾞﾗ (5)
船津登
5.20 [北新田] ﾎﾄﾄｷﾞｽ (1) 河川敷で鳴き
声（初認）
中野久夫

シコ、ホオアカ、ホオジロ、ホシハジロ、ホ
トトギス、マガモ、ミサゴ、ムクドリ、ムナ
グロ、メジロ、モズ、ヤマガラ、ユリカモメ、
ルリビタキ 計 91 種
＜番外種＞
アイガモ、カワラバト、コジュケイ

今回の投稿者の総投稿件数

今回寄せられた鳥の全種名
アオサギ、アオジ、アオバズク、アカハラ、
アマサギ、アリスイ、イソシギ、イソヒヨド
リ、イワツバメ、ウグイス、ウソ、ウミネコ、
エナガ、オオジュリン、オオタカ、オオバン、
オオヨシキリ、オオルリ、オカヨシガモ、オ
ナガ、カイツブリ、カッコウ、カルガモ、カ
ワウ、カワセミ、カワラヒワ、カンムリカイ
ツブリ、キアシシギ、キジ、キジバト、キビ
タキ、キョウジョシギ、クイナ、クサシギ、
コイカル、ゴイサギ、コガモ、コゲラ、コサ
ギ、コチドリ、コブハクチョウ、
コムクドリ、
サシバ、サンコウチョウ、シジュウカラ、シ
メ、ジョウビタキ、シロハラ、スズメ、セグ
ロカモメ、セグロセキレイ、セッカ、センダ
イムシクイ、ダイサギ、タシギ、タヒバリ、
チュウサギ、チュウシャクシギ、チュウヒ、
チョウゲンボウ、ツグミ、ツバメ、ツミ、ト
ビ、トラツグミ、ノスリ、ハイイロチュウヒ、
ハクセキレイ、ハシブトガラス、ハシボソガ
ラス、ハヤブサ、バン、ヒバリ、ヒヨドリ、
ヒレンジャク、ビンズイ、フクロウ、ベニマ

安野昌彦
池田日出男
飯泉仁
飯泉仁・飯泉久美子
桑森亮
志賀鉄雄
鈴木静治
鈴木静治・猪爪敏夫・船津登
鈴木静治・猪爪敏夫・間野吉幸
・池田日出男・蒲田知子・船津登
鈴木静治・大久保陸夫
染谷迪夫・木村稔・田中功
田中功
中根忠
中野久夫
平岡考
船津登
松田幸保
松本勝英
百瀬喬
総計

49
1
379
309
4
51
172
28
20
1
28
1
10
75
8
172
1
7
3
1319
(浅井久)

会員からの鳥情報
【我孫子駅周辺のイソヒヨドリ】
2014.04.08 松田幸保
今日、我孫子駅北口付近でイソヒヨドリのさえずりを聞きました。常陽銀行の屋上の
方でしたが、姿は確認できませんでした。
2014.04.09 池田日出男
数日前に、イソヒヨドリがエスパ近くの駐車場に降りるのを見ました。残念ながら、
カメラは持っていなかったので、証拠写真はありません。
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2014.04.09 平岡考
私は、4/1 の朝の出勤時に我孫子駅南口のロータリーでイソヒヨドリが囀っているの
を聞きました。
【中峠周辺の鳥便り】
2014.04.09 松本勝英
ちょうど一週間前から、中峠の斜面林にサシバが来ています。最初は１羽でしたが、
今日、3 羽が盛んに鳴きながら飛翔しています。いつものペアに「流れ者」が割り込ん
で来たのか鳴き声は尋常ではありません。うまく収まってくれないかと気になっています。
2014.04.14 松本勝英
今朝、9 時少し前、自宅前の杉の梢に小太りの見慣れぬ群れに気づきました。
カメラを持ち出し、急いで証拠写真を撮りました。10 数年振りの「レンジャク」との再
会です。アップからヒレンジャクと分かりました。総勢 14 羽でした。私が不用意に近づ
きすぎたのか東方向に飛去。悔恨の再会でした。
2014.04.24 松本勝英
アカハラ中峠居残り？ アカハラ♂をみました。まだ北帰行せずに居残りしてくれて
いたようです。それとも南関東の方からの途中下車かも知れません。地上からフェンス
に上がったところを証拠写真しました。
2014.05.05 松本勝英
普段は水路でしか見られないカワセミが、13 時ごろ犬の散歩帰りに家庭菜園の竹竿の
上から一文字に斜面林に突っ込んで行くのを見ました。木の根付近には大小の穴が沢山
あり、そのどれかに入ったのでしょう。明日からの散歩の楽しみが、また増えました。
2014.05.10 松本勝英
愛犬に引かれるまま、いつもより一本先の農道に行きました。植わったばかりの稲に
見え隠れするコチドリ 2 羽に会えました。目の周りの金環とツーショットを狙って近づ
いたら、側の草原にサシバがダイビング！ どっちを撮るか一瞬の迷い、サシバは獲った
獲物（蛇ではなかった）を咥えて飛び去ってしまった。
2014.05.13 松本勝英
遅めの昼食後、雨上がりを待って愛犬の散歩に出掛けました。中峠周辺は、田植えの
真っ最中です。クリーンセンター沿いで、畔に並んだムナグロを見つけ、近付くにつれ
水田や畔影から数が増え、真横でカウントしたら、偶然 39 羽でした。サンキュウ！
2014.05.23 松本勝英
今朝 9 時少し前、自宅上空からホトトギスの今季初の声！通過したのか 2 度聞けたけ
れど静かになった。午後 2 時過ぎ、今度は近くの林で何度も続いて鳴いていた。朝のも
のとは別個体で、”途中下車”の休憩らしい。声はすれども姿は見れず、いささか消化不良
の渡来初認です。
2014.05.30 松本勝英
ホトトギスは、早朝から夕方まで、何度も声（遠近様々）が聞けました。
唯一、夕方、飛翔の姿を見れましたが慌ててシャッター切っても空振りで、「空」だけで
した。通過だけでなく、ある林で小休止するのか？そのあたりで連続して声がありました。
という有り様で、中峠周辺は連日、視力聴力検査みたいに盛況です。
2014.05.31 古出洋子
サシバは犬の散歩で亀成川周辺を歩いていると必ず見かけます。昨日は 18:30 頃でした
が田んぼの低い杭に止まっていました。
ホトトギスも 20 日に初めて鳴き声を聞きその後近くの林で毎日鳴いています。
松本さんの環境と近似していますね。
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2014.05.31 木村稔
松本さん こんにちは 木村稔です。
サシバ、ホトトギスの情報を多少羨ましく思いながら、読んでいます。ここに来てやっ
と寿町内でもホトトギスの声が 3 日連続で聞かれましたが、夜中の 3 時頃に通過しなが
ら鳴く声を聞くのみです。
【手賀沼周辺の鳥便り】
2014.04.19 桑森亮
今日は、秋ヶ瀬の下見に金子さん、小澤さんと行って来ましたが、我孫子に早く帰れ
たので、手賀沼遊歩道を歩き、岡発戸谷津まで足を伸ばしました。
遊歩道では、滝下広場の泥田でタシギ 3 羽、コチドリ 2 羽が観察され、13 日(日)の総会
後に歩いた際にも観察しています。（渡辺俊文さんが写真を撮っていました。）
岡発戸谷津では、あまり鳥はいませんでしたがビンズイが桜の木の下で何か啄んでいま
した。
【布佐周辺の鳥便り】
2014.04.30 鈴木静治
4/30 は雨模様でしたが田に水が入り、田植え進んだ布佐周辺を傘を差し 15:30-17:30
に散歩しましたところ、チュウシャクシギ、ムナグロ、キョウジョシギ、キアシシギが
観察できました。夕方 100 羽ほどのムナグロとキョウジョシギの群れが鳴きながら田の
上空を飛ぶさまは迫力あります。葭原ではオオヨシキリの鳴き声、キジの鳴き声、セッ
カの囀りも聞こえました。また、手賀川近くの林では渡り途中の十数羽のコムクドリの
群れも観察できました。
2014.05.01 百瀬喬
今晩は。昨年入会したばかりの百瀬喬です。
実は私も 29 日の 3 時半ころから 1 時間ほど発作地区を探鳥して、4 時ごろに 100 羽ほ
どのムナグロとキョウジョシギが田の上を飛ぶのを見ました。まだ初心者ですからその
時は何の鳥かはわからなかったのですが、撮影した写真と図鑑に掲載されている飛翔し
ているときの姿を見比べてムナグロとキョウジョシギと判断しました。もしかすると鈴
木さんが見たのと同じ群れかも知れませんね。柏に帰る途中に車窓からアマサギらしい
1 羽も見ましたが車を停めるスペースがなく確認は諦めました。それから少し走って布
佐の信号付きの交差点を右折してすぐ右側の田圃でシギらしい数羽の姿を確認し、停車
して確認したところ今度はチュウシャクシギで採餌中の 5 羽を確認しました。
【シジュウカラの営巣】
2014.05.31 松田幸保
1 年前にあった第 1 回野鳥サロンの主題はシジュウカラでした。
その時、何人かが「自宅に設置した巣箱に入ってくれない」と発言し、私もその一人で
した。今年初めて、我家の巣箱も採用され、ただいま抱卵中のようです。巣箱は数年前
までＪＢＦの我が会ブースで販売されていたモデルです。そっと見守ります。
2014.05.31 間野吉幸
私の自宅裏のシジュウカラの巣箱は、シジュウカラがよく様子見に来たのですが数年
営巣しませんでした。今年は初めて営巣し親鳥がせっせと幼虫を運んでいたので喜んで
いました。しかし、そこにスズメの夫婦が営巣しているシジュウカラの巣を横取りする
行動に出ました。スズメは巣箱の中を覗いたり、巣材を銜えてきたり、巣箱の上で留ま
ったり、近くの枝に止まりシジュウカラが近づかないよう見張っていました。シジュウ
カラは餌を銜えながら近くの木の枝や、サツキの茂みの下にいてスズメの様子を窺って、
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スズメがいない所を見計らって餌を与える行動が続いていました。また近づくとスズメ
がシジュウカラを追い払う行動をするためだんだん餌を与える回数が少なくなっている
ようです。
追伸：今日は我孫子市白山でもホトトギスの声が盛んに鳴いています。
【利根川ゆうゆう公園】
2014.06.04 鈴木静治
久しぶりに利根川河川敷のゆうゆう公園ビオトープで葦の若葉の中、茎にとまり囀る
コヨシキリが数羽見られました。もちろんオオヨシキリ、ヒバリ、セッカの囀りも聞く
ことが出来ます。コヨシキリを見たい方にはお勧めの場所です。

寄稿
とりとめもなく
古出洋子
私がこの会に入会したのは 2007 年。
正月…確か 1 月 2 日の第 1 日曜日…例年なら年始客が多くとても出かける事などできないが、
喪中とあってこのチャンスとばかりに当時入会していた日本野鳥の会の手賀の丘探鳥会に参
加した折、間野会長より声をかけられ（当時俳句も始めており吟行会が月の第 1 日曜日のた
め探鳥会にはなかなか参加することが出来なかった）「我々の探鳥会は第 2 日曜日なので是
非」と言われ参加してみると、会の皆さんが非常に親切で和やかな雰囲気であったので心安
らぐ思いで入会しました。
地元手賀村に生まれ沢山の鳥が周りにいたにも拘らず、ハト、スズメ、カラス位しか判らな
かったので身近にいる鳥の名前を知りたくて始めたことです。会の方々は遠くの水鳥などを
捉えると「〜がスコープに入っています。観てください」と本当に親切に教えて下さいまし
た。
定例探鳥会は月一回で半日ということもあり、朝家事を手早く済ませ探鳥会に参加すると全
く違った気分に浸れ次第に鳥の名前も覚えて行き楽しくなってきました。時々は就学前の孫
の夏妃も一緒に連れて行き皆からはこれで平均年齢が若返ると「ナッチャン、ナッチャン」
と邪魔扱いにもされず大切にして頂きました。やがて日帰り探鳥会・一泊探鳥会にも参加す
るようになり近くでは見られない鳥や植物に非常に詳しい人に花の名前なども教わったりし
会員の方々の名前も覚えて行きました。特に親密になったのは 40 周年記念事業誌発行のた
めの毎月の探鳥会にあったと思います。私が参加したのは「北柏ふるさと公園」と「手賀の
丘公園・染井入落」の 2 か所のため午前午後と昼食を共にして行われたことにもあったでし
ょう。植物に詳しい人も加わり、裸木が若葉を付けやがて花が咲き実をつけ紅葉になり四季
の移ろいが非常に感じられた中での探鳥会でした。日影のない真夏の照りの中、また寒風吹
きすさぶ手賀沼周辺でのことは良い思い出となっています。お陰様で会員の公募により決ま
った冊子名《四季の手賀沼周辺散歩》は統計集の《手賀沼の鳥Ⅲ》と共に大変好評で、40 周
年記念事業や JBF であっという間に完売されました。ワンコインということもあり財政難の
会としてはもう少し高くても良かったのにと私自身は思っていましたがそれが我が会の良い
ところでしょう。
しかし私の鳥との関わりは探鳥会の時だけでした。それはパッチワークを始めたこと。手仕
事とあって夢中になると家事をも放り出す有様だったので全く余裕がありませんでした。
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しかし昨年体調を崩しパッチワークも止め体力作りを始めるべく今年から近くの亀成川周辺
を歩き始めました。冬でもあり人影は全くありません。双眼鏡を持って出るようにしました。
カワセミは毎日チィチィツゥピーと鳴き声が聞こえたかと思うとさあっとあの青色を一瞬見
せて川下へ飛び去り、電線ではモズが鳴きやがて少し大きめのノスリやチョウゲンボウ、そ
の先にはカワラヒワ、スズメの大群が。しかし人馴れしていないため近づくと一斉に飛び去
り通り過ぎるとまた戻っているという状態。川中には物怖じしないオオバンがゆうゆうと泳
ぎ来、バンは見つけたと思うとすぐに枯葎に潜り込んでしまい、その先にはコガモの群れが
三々とまだ眠っています。数日歩いて気が付いたことですが居場所が決まっているのです。
翼があってどこへでも飛んで行けるのに本当に決まっているのです。
ある日田んぼに白っぽい鳥が降りました。タゲリでした。嬉しくて暫く見とれていました。
数日後やっと確認できるぐらいの写真を撮ることができました。近くでも歩けばこんなにも
種々の鳥に出合えるんだと寒さも全く気になりませんでした。
その後屋敷木から落ちたメジロとカワラヒワの巣（後に鳥博に届ける）のお陰で繁殖にも
目が行く様になりました。5 月庭の柘植の天辺から賑やかに 4 羽程の雛が飛び立ちうち 1 羽
が墜落。急いでカメラを取りに行って戻ると既に飛び立って居ませんでした。スズメの様で
した。
東側の埋立地でコチドリが巣作りに失敗。それは 4 月中旬の夕暮時でした。何事かと思うよ
うな甲高い「ピッ、ピッ、ピッ」という鳴き声。それは翌朝 6 時頃からまた始まったので行
ってみると 2 羽の鳥がぱっと飛び立ちました。コチドリの様でした。直径 10 ㎝深さ 5 ㎝程
の巣穴が 2 か所作られ白い粘膜質のものがありました。フィールドガイド日本の野鳥による
と「繁殖期にはピォ、ピォ、ビュービューなどと鳴いて飛び回る」とありイカルチドリの項
に「ピッ、ピッ、ピッと鳴く」とあるのですが。1 か月ほど過ぎた 5/13 の夕方再び同じ鳴き
声が聞こえ翌朝も然り。用心をして食卓から双眼鏡で観察しました。1 羽が例の甲高い鳴き
声を上げながら忙しく走り回っているのに他の 1 羽は 2,3 歩歩いては地面をつつきのんびり
とした様子。こちらは涼やかにピピューピピューと鳴く。やがて先の 1 羽が尾羽を広げ突き
進むと抱卵するような体勢になったのでカメラを持って外に出て樹の幹に隠れ 2,3 枚シャッ
ターを押す。声がしなくなってから行ってみると先月より浅めの穴が 5 か所程作られており
2 回目も失敗に終わった様です。あのカップルはいまだに産卵場所が確保できないのかと心
配になりました。
バードウイーク「Enjoy 手賀沼！」での探鳥会でも滝下広場先の折り返し地点でアヒルのい
じめかと思われるような交尾に遭遇。雌が水中に沈められ窒息したかと思われたのです。
5/20 ウグイスの名調子の彼方でホトトギスの鳴き声が聞こえたような気がした。やがて
それははっきりと聞こえ、とうとう“夏は来ぬ”の感強し。
5/27 第 6 回野鳥サロンに参加、
「万葉集と鳥」で畠中さんのすらすらと歌い上げる代表作
和歌と説明に高校時代の古文の時間を思い出しながらしばし万葉人になり、続く松田さんの
ミサゴの漁の様子のビデオ…折角捕った大魚を食べるまでの苦心やその獲物をカラスやカモ
メに狙われる様…などとても素晴らしいサロンでした。昔人の様に鳥の色や鳴き声に思いを
馳せ過ごせた時代は良かっただろうなと、のんびり屋の私は思うのです。
孫の夏妃も小 6 になり探鳥会に付いて来る暇がなくなった様です。身長も私に近づき、や
る事為す事祖母と孫が入れ替わった様な状態になっていますが、少し具合が悪くても探鳥会
に参加して鳥を追いかけていると元気になるので当分この会に居続けられそうです。会の老
練な方達が物故者となり或いは探鳥会から遠のく一方、探求心の強い、しかも初めから多く
のことを知り、時代の先端機器を駆使する方などの入会があり我が会も益々活気を帯びてく
ると楽しみにしています。
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寄稿
布佐周辺の初夏の鳥見
オオヨシキリ、コヨシキリ、カッコウ
鈴木静治
１．オオヨシキリ：我孫子市相島、下沼田、印西市発作の田に水が張られ、田植えが始まる
4 月終わり頃から 5 月中旬まで、春の渡りのシギチ、多くはムナグロ、キョウジョシギ、数
は少ないけれど、大きいので目立つチュウシャクシギ、足の黄色いキアシシギ、時としてハ
マシギも来ます。この頃になると水田の上空を鳴きながら数十から百羽で飛ぶシギチに目を
奪われますが、水路横に茂る葦の繁みにオオヨシキリが現れます。オオヨシキリはまだ葦が
十分長く成長しない葭原でギョギョシギョシと囀りますので、居ればすぐ判ります。この葭
原に行けば青々した葦の先でやかましく囀る姿が見え、数が多くなりますと、縄張り争いで
追いかけっこをする様子、時に木の上、電線にとまり囀る姿が観察できます。初認日から暫
くは東南アジアからよく来てくれたと思うと同時に一年ぶりに会う物珍しさからよく見に行
きますが、その後はまたやかましくオオヨシキリが鳴いているなと思うくらいで注目しなく
なります。でもオオヨシキリの生態は意外と知らないものです。オオヨシキリの生態につい
ては昭和初期、秋田県の雄物川の暑い葭原で根気よく調査された仁部富之助さんの著書「野
の鳥の生態 4、5 巻 1979 年大修館書店」の中で、「巣の作り方」、「孵化から巣立ちまでの親
子の生活」、「日常」の項で詳細な観察が記述されていますのでそこから要点を列記してみま
す。
「巣作り」は雌の役目で、雄は手伝わないようです。雄は自分の縄張りを守るため一日中
囀っています。縄張りの中に数羽の雌の巣があります。そういえば暗くなる夕暮れでも縄張
りを守るため葭原では雄の囀りで賑やかです。巣は葭原の葦 2〜5 本の茎を支柱とし、地上
より 0.6〜2m の高さに作ります。支柱の数はヨシが密に生えた場所では 4~5 本で、広いと
ころでは 2~3 本となります。巣の重さを分散するためには支柱が多い方がよいのですが、強
風時には支柱が多ければ動揺が激しく支柱 1 本ずつのなびき方、反発の度合いも一致を欠く
ので、1~2 本の支柱だと安定しているとのこと。
「孵化から巣立ち」についてはオオヨシキリ
の卵は親鳥が抱卵後 11~12 日で雛が生まれますが、育雛期は 6 月中旬〜酷暑期の 8 月中旬に
わたりますので、狭い巣内にいる雛たちは来る日も来る日も激しい暑さと戦うことになりま
す。幼雛は直射日光にはすこぶる弱いので相当の苦痛となります。もっとも晴天であっても
葦の葉を揺るがす程度の風があれば交差する葉が陰をつくり、涼風がたえず流れるので過ご
しやすいのですが、反対に曇天無風の日は鬱陶しく、むし苦しさは想像を絶するようです。
巣の中の雛は 3 羽の場合は三菱形、4 羽の場合十字花形、5 羽の場合梅花形配列をとり喘い
でいます。これらはお互いの接触を避け、体温が平等に全体から発散するためです。雛を育
てるため親雌鳥は頻繁に餌獲りをし、雛に餌を与え、与え終わると雛の糞を啄み嚥下します。
雛が大きくなると、餌は葦原内や手近な土地だけでは到底賄いきれなくなり次第に遠くまで
餌を求めるようになります。巣立ちは雛の翼が十分発達していない時期のため、脚の力と足
指の握力による葦の支柱に「よじ登り型」と、巣内で立ち上がり、あっという間に前方へ跳
んでそこに横たわる葦の 1 本に、更に前方へ一気に飛ぶ「飛び降り型」があり、その時は親
鳥が騒々しく叫びまわります。巣立ち後 3~4 日後は健脚にものをいわせて葦の間で曲芸の連
続で、親鳥も餌は葉の上で与えるようです。5~6 月に囀り誇った雄の自慢の喉も 7 月中 下
旬に止まってしまいます。鳴きたくても鳴けないのに、懸命に声を振り絞っているのを時々
見ます。そして、オオヨシキリは常夏の地、越冬の別荘への旅立ち時期の 10 月中〜下旬に
日本から去るのです。
２．コヨシキリ：前述のオオヨシキリの鳴き声は葭原で聞きなれていますが、コヨシキリは
近くにいなく小見川・笹川の利根川河原の葭原で、オオセッカ、頭の黒くなった夏羽のコジ
ュリンと一緒に観察するものと思っていました。ところが本会会員の大久保さんより利根川
のビオトープにも来ているとの話があり、2009 年〜2013 年 5 月下旬〜7 月葭原で葦、葭原
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の低い柳にとまり囀るコヨシキリを観察しました。はじめの 1~2 年はコヨシキリの習性が判
らずあまり見ることが出来ませんでしたが、3 年目からは習性、囀る場所が判るようになり、
時として訪れるカッコウの声を聴きながら、新緑の葭原の柳にとまり囀るコヨシキリを観察
するのは風情のあるものです。この頃は、セッカ、ヒバリが頭上で飛び、オオヨシキリの囀
り等を聞くのも楽しいものです。オオヨシキリは人に気づくと、葦の茎を下へスルスルと下
がっていくのに対し、コヨシキリは余程近づかない限り、下に降りず反対に上に登り囀りま
す。オオヨシキリの口の中は橙赤色に対しコヨシキリの口の中は黄色く、オオヨシキリより
細い声で囀り、小柄で可愛いコヨシキリの写真は撮りやすいので、ついつい多く写真を撮る
ことになります。利根川のビオトープで未だコヨシキリを見られていない方は今季是非コヨ
シキリを探してみて下さい。
３．カッコウ：歌にあるような牧場、例えば戸隠高原の牧場、茨城県の花貫渓谷・里見牧場
等でしかカッコウの鳴き声は聞くことが出来ないと思っていたところ、2009 年 5 月末たまた
ま利根川堤防のサイクリング道を早朝ランニングしていた時、川岸の柳の大木の頂きにとま
り、体を反らせ尾羽を上下させながら、鳴くカッコウを見、家の近くにも居るのにビックリ
すると同時に嬉しくなったのを今でも覚えています。2010 年以降前述のコヨシキリとカッコ
ウを探し観察するのが初夏の楽しみになりました。早い時は 5 月上旬、遅い時は 6 月上旬に、
布佐〜青山の利根川河川敷で、例えば江蔵地先のゆうゆう公園、古戸地先の利根川ビオトー
プ、東我孫子カントリークラブで観察出来ました。北新田では本会会員の中野さんが多く観
察されています。今季も 5 月 18 日に観察されています。柏市の弁天下でも見たことがあり
ます。カッコウの鳴き声を聞きますとまさに初夏になった感じがします。カッコウの声は誰
でも判りますが、林の縁、葭原の中の高い木の頂きにとまり鳴く時以外なかなか姿を見るこ
とが出来ないものです。カッコウといえば、利根川河川敷の場合、卵の大きさ、卵の模様が
似ているオオヨシキリ、コヨシキリ、ホオジロ、モズ、ハクセキレイ等の巣に托卵し、仮親
の卵より早く孵化し、生まれたばかりの幼鳥が仮親の卵を巣から蹴落とすことはよく知られ
ています。しかしカッコウの孵化は前述の仁部富之助さんによれば、平均 12 日、仮親の卵
に孵化も平均 12 日 モズは 15 日 ですので、必ずしもカッコウが仮親の卵より早く孵化する
ことにはなりませんが、どうも仮親の巣の状況によりカッコウは 9~11 日で孵化するような
のです。また、仮親からの餌を一人占めし、仮親より大きくなっても、小さな仮親から餌を
貰うこともよく知られています。どうして托卵する小鳥に判るように雄が大きな声で鳴くで
しょうか。小鳥の注意を雄に向けさせ、隙が出来た瞬間、雌が托卵するためか又は雄が小鳥
の巣の様子を見て、托卵に適した時期にある巣の場所を雌に知らせているのでしょうか。ま
たカッコウは 2 羽出会うと喧嘩をしますし、群れを作りません。幼鳥が独り立ちする頃には
生みの親は巣の近くにはいません。親鳥の方が早く越冬地の東南アジアに帰るようです。そ
のためカッコウの渡りは単独で行うことになります。ハクチョウ、ガン等は一度親鳥と一緒
に渡りをし、地形等のルートを覚えた上で若鳥の群れで渡りをするといわれていますが、カ
ッコウは群れを作らず、渡りの経験が無いのに、単独で渡りをするとは驚きです。まさに遺
伝子ＤＮＡに渡りの方法が組み込まれているとしか思えません。なお、今季は 5 月下旬にカ
ッコウの仲間のホトトギスの「東京特許許可局」の鳴き声が早朝よく聞こえました。ホトト
ギスは姿を見せず、鳴き声だけはよく聞くことが出来ます。ホトトギスはウグイスの巣に托
卵するためウグイスのいる藪にいるのと、暗い早朝に飛びながら鳴くため、姿が見えにくの
です。
以上、初夏、布佐周辺の鳴き声で鳥の種類が判り、姿を見れば鳥見をしていて良かった
なーと幸福な気分になれるオオヨシキリ、コヨシキリ、カッコウを紹介してみました。
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会からのお知らせ
＜メーリングリスト積極的活用のお薦め ＞ メーリングリストは登録されている会員専用
です。会員以外には公開されません。大変簡単、迅速、そして役に立つ、会員間のコミュニ
ケーション手段です。
下記メーリングリストのアドレス宛てにメールするのみで、登録されている会員には全員に
即時に自動配信されます。写真やファイルも添付できます。
メールは自動的にウィルス・チェックされ、安全、安心なコミュニケーション手段です。
皆様の探鳥活動での感動や、野鳥に関する情報、記録の発見、野鳥に関するイベントや出版
物などの紹介、珍しい鳥／写真等のご披露など、気軽に会員の皆様と情報交換をしませんか？
これまで以上に、積極的にご活用ください。
メーリングリストのアドレス：ab-yacho@abikoyacho.sakura.ne.jp
また、メーリングリストへ登録されていない方はこの機会にぜひ登録ください。
なお、携帯電話でメーリングリスト登録の場合は、携帯電話会社が迷惑メール防止機能、な
りすましメール防止機能を設定している場合があります。これらの機能を解除いただきませ
んとメーリングリストからの配信メールがエラーとなることがあります。受信がうまくでき
ない場合は、下記担当幹事へご相談ください。
我孫子野鳥を守る会 メーリングリスト担当幹事
金子雅幸
相良直己

＜サマータイムの実施について＞本年度トライアルとして、夏の期間限定で、日照時間
を有効に使い、かつ野鳥との出会いが少しでも増えることを期待して 7 月〜9 月の手賀
沼定例探鳥会の開始時間を早めます。
実施期日： 7 月 13 日(日)、8 月 10 日(日)、9 月 14 日(日)
集合時間： 午前 8 時（通常より 1 時間早まります）
解散時間： 午前 11 時頃
※会員の皆様のご賛同、ご協力をよろしくお願い致します。（事務局）
<新入会員＞
＜ご寄附＞

神部充（北杜市在住）
天野正臣さんよりご寄付を頂きました。厚くお礼申し上げます。
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2014 年 7 月 1 日
間野吉幸
猪爪敏夫、古出洋子、小玉文夫、佐々木隆、野口紀子、松本勝英、宮下三禮
〒270‐1154 我孫子市白山 3−8−16−104
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年会費 2,000 円（大学生･高校生 1,000 円、中学生以下 500 円、家族会員 無料）
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