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2014. 1・2 

        １９０ 

 1 月                   
4(土) 連絡会(18:30～) 
5(日) 八幡川探鳥会(広島市) 
11(土）太田川探鳥会(広島市） 
12(日) 笠岡湾干拓地探鳥会(笠岡市) 
19(日) 瀬野川カウント探鳥会（海田町） 

 
26(日) H26 年度総会（13:00～） 

    会場、中央公民館に変更！ 

2 月             
１(土) 広島城探鳥会(広島市) 

連絡会(18:30～)  
2(日)  本庄水源地探鳥会(呉市) 
8(土)  太田川探鳥会（広島市） 
9(日)  松永湾探鳥会(福山市) 
16(日) 八幡川探鳥会(広島市) 
22(土) 安佐動物公園探鳥会（広島市） 
23(日) 御手洗川探鳥会（廿日市市） 

 



新年度を迎えて  

会員数と世話役の増加を目指して 

－連携団体全国総会報告を兼ねて－ 

支部長  福本  

皆様、あけましておめでとうございます。  
 

アベノミクス効果により、ようやく 

日本にも明るい兆しが見えてきたこと 

はうれしい限りです。・・・が、残念 

ながら支部運営は相変らず、「薄氷を 

踏む思い」が続いています。 

新しい会員やお世話役、探鳥会がな 

かなか増えないのです。 
 

もとよりボランティアで成り立って 

いる支部ですから、「出来ないことは 

できない」で仕方ないとも言えますが、 

日本最大の環境団体で社会的信頼感も 

高い日本野鳥の会の構成団体としては、 

社会的期待に応えるためにも、少しで 

も以前の状態に盛り返したいものです。 
 

多くの人が少しずつ分担を 

そのためには、矛盾するようですが、 

また、昨年のご挨拶と全く同じお願いをするのは、とても残念なことなのですが、

本号の「新年のご挨拶」（Ｐ３）の中に今橋さんが書いておられるように、「その

時に都合のよい人が同好の士として集まればよい、一人でも二人でも。そう考えれ

ば負担も少なくなるし、会の運営のために探鳥会をやると考えるからしんどくなる

のではないか。・・中略・・会の運営もできるときにできる人ができることをやれ

ばいい。できなければそれはやらない。・・中略・・なんて思っています。」 の

精神で、ひとりでも多くの支部員が、出来る範囲で支部運営に携わっていただくこ

とが、何よりも大切だと思います。 
 

例えば、役員にならなくても、毎月偶数月の最終日曜の１４時から事務所で行わ

れている森の新聞発送作業に来ていただくだけでも…。９人来てくだされば、３人

でやるのに比べて３分の一の時間で作業が済みます。 

思い返せば、支部発足から最盛期にかけては、自分の好きなように、出来る範囲

で動いている人が多かったように思います。 
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連携団体全国総会の話題 
 

さて、昨年11月９日（土）～10日（日）に千葉市のセミナーハウス クロス・ウ

ェーブ幕張で開催された日本野鳥の会連携団体総会でも、話題（議題）の中心は、

会員減少に歯止めをかける工夫に関するものでした。 
 

野鳥の会全体の会員数（本部会員数）も全盛期の約半分に減っていて、各支部も

一部を除いて支部員の減少と役員の高齢化に悩んでいるのが共通のようです。そし

て、多くの支部が、何とか現状打破を目指して、探鳥会を中心に、いろんな工夫を

している実例が報告されていました。本部も、関東地区の支部との合同探鳥会を実

施していて、今後も協働支部を増やしていきたいとのことでした。 
 

ビギナー向け、ヤング向け探鳥会を開催するというのは多くの支部で実施してい

ます。親子バードウオッチングをしているという支部あるかと思うと、共稼ぎの家

庭が多いので親子教室はしないという支部、いや親が来ることができなくとも祖父

母と来るから問題ないという支部など様々。 

探鳥会運営に際しても、配布資料に工夫を凝らしている支部が多い半面、出来る

だけ資料は配らず、参加者の体験・感覚（感動）を大切にしているという支部もあ

りました。 
 

また、入会手続きなどに関しては、ある支部では、探鳥会で入会した人には（支

部）会費を割引するとか、半年間1,000円でのお試し支部入会の制度なども。 

日本野鳥の会ひょうごのように、県教委から、自然体験に関する積極的な協力依

頼を受けて大規模で継続的な生徒に対する出前授業を実施している支部もあります。

未来の会員確保のためにも生徒や教員に対する働きかけが大切だ、というのは総会

参加者全員の共通認識ですが、実際にはこちらから働きかけても、学校現場の反応

は鈍いのが実情のようです。 
 

それらの中でもちょっと興味を引かれたのは、オホーツク支部による「鳥ガール

による、鳥ガールのための探鳥会・アフターお茶会付」という、企画運営には一切

男性は関わらない企画です。マスコミの関心も引きやすい企画で、ぜひ、当支部で

も研究していただければ嬉しいです。 
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会員の皆さまから、新年のご挨拶 
 

皆さま、あけましておめでとうございます。 「新年の抱負」「H25 年の野鳥の想い出」「県支

部活動への雑感」をお題として、会員の皆さんからコメントをお寄せいただきました。双眼鏡

を逆さまに構えると読めます。（笑） 炬燵の中でみかんを食べながらお楽しみいただき、さぁ

フィールドへ繰り出しましょう。                             （    ）内は、（姓/会員歴/住所） 
 
▲メジロの飼養許可が撤廃された後、山中に、最
近まで使用していたと思われるメジロ籠が捨てられ
ていたのを見つけた。これは効果の表れなのか。法
施行後、確かに違法飼養の摘発も一気に減少した
が、それを素直に喜んでいいものだろうか？潜在化
した可能性もありえる。安心してはいけん。 

（渡辺 /22 年）  
 
▲今年は原点に帰って、鳥見を中心に考えていき
たいと思います。もともと鳥が好きで、鳥を見るのが
好きで、鳥について語り合うのが好きな仲間が集
まったのが野鳥の会のはず。中西悟堂氏が富士の
裾野で文人たちと鳥を楽しんだとき、会務のことな
ど考えていたでしょうか…。似島探鳥会を再開しま
す。ただし勝手な都合で３月２１日に。深入山探鳥会
も考えています。５月の下旬くらい？そのほかいろい
ろできればいいのですが…。そのうち時間ができれ
ばもっと企画したいと思います。その時に都合のよ
い人が同好の士として集まればよい、一人でも二
人でも。そう考えれば負担も少なくなるし、会の運
営のために探鳥会をやると考えるからしんどくなる
のではないか。できるときに好きな人が好きな場所
に集まって鳥を見ましょう！それが野鳥の会の基本
だと思います。会の運営もできるときにできる人が
できることをやればいい。できなければそれはやら
ない。こうすればいいのでは？なんて思っています。
そうすればもっといろんな人が集まってくれるかも
…。小生も 197８年に東京支部に入ってはや３５年。
真面目な鳥見ニストではありませんでした。山あれ
ば山を楽しみ、長々と休憩してお茶を飲み、鳥も見
ていましたが、必死になったことはありません。いま
だ B クラスのバードウオッチャーです。だから長続き
していると自負しています。皆さん難しいことは忘れ
て、鳥を楽しみましょう ！ 

（今橋/35 年） 
 
▲昨年 9 月に野鳥の会の「グリーンホリデーin 根室
-シマフクロウの森を育てよう」に参加しました。ミズ
ナラの苗木を植えたり、フクロウの餌場を作ったり。
100 年先の森づくり・・・夢があって素敵ですよね。
興味があればぜひお勧めです。 

（高橋/8 年） 
 

 
▲山陰旅行。買い物に寄った町のスーパーの上をコ
ミミズクが飛ぶ。今から何処にご出勤？ ９月の根室。
ベニマシコ、アオジ、ノビタキの幼鳥が飛び回る草
原 ！ 海に群れで浮かんでいるウトウ ！ フクロウの
眠る森 ！ 何処も素敵な場所だった。この冬も素敵
な出会いがありますように ！ 

（高橋/8 年） 
 
▲とある１２月の昼、自宅近くの路上横にフクロウの
ようなネコがいました。大きさもまるでフクロウ、形も
フクロウっぽい。あれが、本当のフクロウならいいの
に。でも、フクロウのようなネコなんだーって思いな
がら、通り過ぎようとすると、飛んだ ！ なんと、間
違いなくフクロウだったのです。あまり飛べないのか、
少しずつ飛んでは離れ、林の中に消えていきました。
どうか、元気に生き抜いてね ！！ 

（迫田/８年） 
 
▲11 月。 「イスカが来ているらしいよ」との風の便り
を聞いたものの、心は逸りながらも都合つかず、2
日後やっと出発。車を走らせること 2 時間あまり。
山には鳥見の仲間の姿。静かにご挨拶して仲間入
り、手招きを受けた。ちょうど樹上に止まっていると
ころであり、指さされた先を見上げる・・・。「アッいる
～」望遠鏡で見せてもらった。「見た～」鳥見仲間
の皆さんに感謝！ 「赤い鳥だ。」「雌はなんと地味
～。」「雌の腰は黄色っぽい！」「こんな珍鳥が群れに
なっているなんて～」「高い木の枝先に止まるんだ
～」「松ぼっくりがお好み」「飛びながら鳴きながら
移動するんだ～」すべてが新鮮。何しろ諦めていた
珍鳥の初見のため。ルンルンで帰宅した。その後、
暇を作っては通うこと２度。しかし私の前には出てく
れなかった。鳥見とはそういうものだと思う。一瞬と
いえども、見ると見ずでは大違い。昨年の〆は「イス
カ」だった（＊＾：＾＊）。 鳥見はどこででも、一人でも、
またグループでも楽しめる。双眼鏡一つあればよい。
簡単だ。待ち合わせでいくら待たされても全く平気。
ただし、待つつもりでそこらへんを動き始めるとさあ
大変！時間を忘れてしまって結局待たせてしまった
りして・・・ｍ：ｍ そんな経験はないですか？そんなこ
ともありそうな趣味ですよねえ。今年も、出会いを
求めてうろうろしてみます＾：＾。 

（大西/6 年） 
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▲H25 年の野鳥や、野鳥の会関連の行動をリスト
にして改めて感じたことがあります。この人は、何で
収入を得て暮らしているのでしょう。好き勝手に自
己本位に鳥に時間を費やして！と思われかねない毎
日の行動。冗談抜きに家族がまだある幸福を感じ
ます。 支部総会・中四国ブロック会（岡山若杉原
生林）・鳥学会（名城大学）・標識大会（琵琶湖・中
池見湿地）・標識調査（広島県・島根県・山口県）・
密猟事案の鑑識・ガンカモ調査・水鳥渡り鳥調査・
カワウ生息調査・コアジサシ生息調査・シギチドリ調
査・ツバメコシアカツバメ調査（ねぐら・渡り）・毎月１
回以上の探鳥会開催。H26 もよろしく。 

（日比野/40 年） 
 
▲昨年はマイフィールドにコウノトリが舞い降りた！ し
あわせの予感がする。会の皆様へ，そしてフィールド
の鳥たちへ，しあわせが届きますように！  

（中崎/22 年） 
 
▲昨年も不真面目バーダーに努めた１年でした。何
回鳥見に行ったかしら？ 今年もさらに不真面目度
を極める所存です。 

（藤井/30 年） 
 
▲山歩きから興味を持ち、なんとなく行ったNHKの
座学で小島先生に出会ったのが 1999 年秋。初め
ての鳥見がミニバードソン。「アカショウビンって何？」
と言って笑われたレベルで年明けに入会し、情報カ
ードの入力を引き受けてはや 10 余年。その時、「引
き受けてくれる方はいるが、長く続かない」と漏らさ
れた言葉を忘れずに、息長く続けられる方法で操
業中。今は、いつかしたいと話されていた「広島野鳥
図鑑の改訂」を手助けすることが、鳥見の楽しさを
教えて頂いた恩返しだと思っています。皆さん、目
標に向けメッシュの穴を埋めるべくお住まいの地域、
四季を通じての普通種情報も切にお願いします!! 

                   （酒井/14 年） 
 
▲本年は「広島城探鳥会」を定例化して実施しま
す（隔月＝2 月からの偶数月、第一土曜日）。担当リ
ーダーとしては初心者レベルですが、冬にやってくる
お堀のカモたちに笑われないようがんばります。会
員の皆様のヘルプよろしくお願い致します。 

（倉岡/15 年） 
 
▲ひと冬の休日出勤の代休を全部突っ込み、4 月
の立山に白いライチョウを探しに行きましたが、雪
が深すぎて姿は見えず。観察種はツバメとブトのみ。
とはいえこの時期の立山は絶景でした。また行く
ぞ ！                        （佐々木/8 年） 
 

 

▲ふと// 考える・・・ 野鳥の世界を知らなかった
ら、私は今頃何をしているだろう。ここ数年 定番の
探鳥地に行くが、毎回新しい出会いや種別数に変
化があり、新鮮で健康的な自分の生きがいを感じ
る。昨年は石垣島やマレーシアで、鳥と共に花や蝶
の美しさに魅せられた。さて 今年はどこで どんな
出会いがあるだろうか楽しみだ。人生第四コーナー
を廻って残り人生もそう永くはないが、野鳥と付き
合える事は実に自然で幸せな生き方だと思う。 

（井町/20 年） 
 
▲野鳥図書館のボランティアを十数年（20 年以上
なさっている方々もおられるので、私はまだ新人気
分です）、読みたい本・雑誌・支部報などに囲まれ
ながら、登録や整理に追われています。仕事を片付
けて、鳥見に皆で出掛けたいです。どうぞ皆さん、
大いに利用してください。遠くの方でも気軽に利用
できる方法があれば、教えてください。 

（石川/28 年） 
 
▲年末に H25 年の年間観察種を数えてみた。100
種に届かないのには自分でも驚いた。「鳥を見てい
ない」ことをあらためて思い知る。 で、探鳥会運営
の方は、総会での安西さん講演に刺激を受け、呉
地区の先輩方の指導のもと初級講座を 10 回も開
催することができた。初々しい人達の初々しい感動
の瞬間に立ち会い、私自身が大いに刺激を受ける
ことができた。 一方、昨年、長年支部を支え守って
来られた小島さんがご逝去された。短い期間では
あったが一緒に支部の仕事をさせていただきなが
ら、「こうあるべきだ」の強い信念に反発もたくさん
したけど、野鳥の会と広島県支部の哲学を少なか
らず学ばせていただいた。 私にはそのご努力や哲
学を守ることはできそうにないが、感謝の気持ちで
もう少しの期間だけ支部のお手伝いをさせていた
だこうと思う。                 （光本/18 年） 

― ４ ― 

 



 

 
 

 

 

 

■平成２６年度の日本野鳥の会広島県支部「総会」を、下記の要領で開催します。  

年に一度の、支部の重要な事項を議決する会であり、会員間の親睦を深める 

チャンスでもあります。 
 

■総会の開催に合せて、「講演会」と「懇親会」も開催します。 

講演会では、広島県の現在の野生生物保護担当で、当会の会員藤井 猛氏 

から、貴重なお話しをうかがいます。 

懇親会は、ａｌｃｏｈｏｌ抜きの茶話会。例年美味しい食べ物や飲み物が盛りだくさん。 

野鳥関連グッズのオークションも開催し、楽しんでいただけることと思います。 

 

■是非、多くの会員の皆さまにご出席いただきますよう、ご案内いたします。  

                  

 

 

開催日時 ：平成 26 年 1 月 26 日（日曜日）  
13：00 ～ 17：00 
 

会場： 中央公民館（広島市中区西白島町）  3 階 大集会室２ 
 
 

 
 

１、総会議事 13:00～13:45        
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① 議長選任 
② 支部長挨拶 
③ 平成 25 年度事業報告、決算報告、会計監査報告 
④ 平成 26 年度事業計画案、予算案の審議と、新任期役員紹介 
⑤ その他          
※議案書は当日配布いたします。 

議事提案がありましたら、事前に支部長までお申し出ください。 

 
       

■会場が変更になりました。ご注意ください ！■ 



 
２、講演会   13:45～15：00        

 
「広島県の野生生物保護行政について」 
            講師：藤井 猛氏（広島県環境県民局 自然環境課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３、懇親会  15:00～17:00                     
講演会の後は、会場をセットし直して懇親会を 

開催します。 野鳥話で盛り上がりましょう ！ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 ■会場について■ 
  前号でお知らせした三篠公民館から、 

            「中央公民館」に変更しました。 
        アストラムライン～「城北駅」下車 
        バス～広島バス２３号線・２３－１号線 

「西白島」下車 
                                                    駐車場はほとんどありません。 

 

 
― ６ ― 

 

＜講師略歴に代えて＞ 
各地でのユニークな探鳥会運営や、探鳥会中の哺乳

類の「ウンコ識別」で、多くの会員の皆様にもお馴染みの
藤井さん。中学生のころから広島県支部の会員で、現在
は上記の部署に勤務され広島県の野生生物保護の中
枢を担っておられます。 

これまでにも探鳥会終了後等に、ゲリラ的にミニミニ
「紙芝居」講座を開催し、野生生物を守る法律的手立て
について分かりやすく教えてくださっていましたが、今回は
忙しい公務の隙間を縫って満を持しての講演会登壇で
す。法律や行政の取組みを理解し、我々の活動に広がり
を持たせる、意義ある講演会になりそうです。是非、沢山
の質問を携えてご参加ください。（光本） 

 

★オークション出品、 
飲食物の差し入れ、大歓迎 ！  

当日会場にご持参ください。 
  
■オークションには、 

鳥に関する物、鳥には無関係な楽しい物、 
手作り品、おみやげの品等何でも OK！  

売り上げは支部に寄付されます。 
 

■懇親会を盛り上げるお菓子や軽食、 
  飲み物等の差し入れもお願いします。 

（支部からも準備しております） 
■懇親会終了後は、別会場で普通の「新年会」 

当日会場で参加者を募ります。（４０００円程度） 

 



連載 第２回 

広島県の野生生物に 
関する取り組みについて② 

                                                 藤井 猛 
 
 ２回目は、鳥獣保護法に関するお話しです。 
 
１ 鳥獣保護法について 

正式名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」と言います。 

この法律の目的は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確

保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の

恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされていま

す。つまり、単に鳥獣を保護するためだけの法律ではなく、狩猟の適正化を図ることによっ

て国民の生活や生物多様性の保全に寄与するようなものなのです。 
 

 この法律、対象となるのは「鳥」と「獣」だけ、つまり鳥類と哺乳類だけなんです。これは、

この法律の歴史も関係します。鳥獣保護法の元となる法律は、明治２８年に制定された「狩

猟法」です。この法律は名前の通り、狩猟に関することを定めた法律。狩猟の対象となるの

は、鳥と獣。この法律は順次改正されて現在に至っているわけで、もちろん現行法も狩猟

に関する様々な規制や決まり事が規定されています。 

 鳥獣保護法では、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、生息環境の保

護・整備、狩猟制度の運用、その他の必要な制度などが規定されています。 

 

２ 役割分担と指針・計画 

 ○国（環境省） 

 鳥獣保護法に基づき、国は「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的

な指針」を策定します。これは、鳥獣の保護に関する事業の実施に関する基本的事項や、

各都道府県知事が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めるもので、後述の計

画などの全ての基礎となるものです。 
 
 ○都道府県 

 指針を受けて、県では「鳥獣保護事業計画」という計画を策定します。これは、県知事

が定める５ヶ年計画で、鳥獣保護行政全般にわたり、鳥獣の捕獲などを規制する地域の設

定、捕獲許可に関する規定、普及啓発活動などについて定めるもので、県の野生動物

（鳥獣）の保護管理の基本計画となります。 

 

 この下位計画（任意計画）として、県で「特定鳥獣保護管理計画」を策定することができ

ます。これは、個体数が著しく増加あるいは減少しており長期的な保護の必要性がある鳥

獣を対象に、専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りながら、科学的で計画的な管理

目標を設定し、これに基づいて、鳥獣の適切な個体数管理の実施、鳥獣の生息環境の整 
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備、鳥獣による被害の防除等、様々な手段を総合的・計画的に実施することを定めたもの

です。広島県では、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマの３種について策定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 捕獲の規制 

 鳥獣保護法では、基本的には全ての鳥獣の捕獲は禁止されています。捕獲が許される

のは、主に以下の方法しかありません。 

①狩猟免許を取得して、狩猟者登録をし、狩猟期間中に、定められた地域で、定められ 

た方法により、定められた種（＝狩猟鳥獣：鳥類 28種、哺乳類 20種）を捕獲する。 
 

②環境大臣・都道府県知事・市町村長（注：対象種や捕獲方法などにより異なります）か 

ら特別な許可を得て捕獲する（学術捕獲、有害鳥獣捕獲、等）。狩猟鳥獣以外の種も 

捕獲可能。 
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４ 鳥獣保護区 

鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、鳥獣保護区を指定することができます。 

鳥獣保護区は、あくまで狩猟が禁止されている（許可を受ければ有害鳥獣駆除は可能）

だけ。ただし、特に保護をすべき地域がある場合は、特別保護地区を指定することも可能

です。 

特別保護地区内では、工作物の新築、木竹の伐採等が禁止されます。さらに厳しい特

別保護指定区域を指定することも可能です。 

ちなみに、広島県内には平成２５年１１月１日現在、１０２箇所の鳥獣保護区が

指定されており、その内８箇所で特別保護地区が指定されています。さらに１箇所

で特別保護して区域が指定されています。 
 

５ 違法捕獲等に対する取り組み 

 違法な捕獲・野鳥の飼育・狩猟の違反などに対して、警察と連携して指導や取り締まりを

行っています。例えば、 

・規制の強化（愛玩飼養のための捕獲禁止、とらばさみの使用禁止、等） 

・警察や県職員による調査、取り締まり、指導  

・鳥獣保護員による狩猟等の見回り 

・違法飼育個体の鑑別（３名の野鳥の会会員に鳥獣保護員になっていただいてます）  等です。 
 

愛玩飼養については、愛玩飼養のための捕獲が禁止されたこともあり以前と比べて減っ

てはいるようですが、未だに違法な飼養や捕獲は後を絶ちません。県では、警察や鳥獣保

護員とも協力しながら指導や取り締まり等に当たっています。 

 

 

189 号に続き、藤井さんに広島県の野生生物に関する取組みについて寄稿いただきました。 

法律の条文集を傍らに、ねじり鉢巻きで野生生物保護に奮闘してくださっている藤井さんの

仕事ぶりが目に浮かぶようです。我々会員も、野鳥や自然を愛するものとして個々の小さな力を

結集し、国や県の行政と共に、いやその一歩先を、しっかり歩んで行かなければならないと感じた

次第です。 

1 月 26 日の支部総会後に開催される講演会でも、記事内容について分かりやすく、楽しく解

説していただきます。是非ご参加ください。 
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【寄贈本】 

「特定鳥獣保護管理計画作成のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ及び保護管理の手引き（カワウ編）」  
２０１３年１０月  環境省発行  A4判  202頁  広島県環境県民局寄贈 

―カワウの被害が減っていく―計画が導く確かな管理へ ｶﾜｳの特性・保護管理の基本的な

考え方･鵜の都道府県の状況把握･技術編･資料編→管理計画の全体像  

 

「トコロジストになろう！体験編・実技編」  
箱田敦只著  片岡海里ｲﾗｽﾄ 各B6判96頁  日本野鳥の会発行･寄贈   

日本野鳥の会ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ②③ 故浜口哲一氏 (元神奈川支部長）提唱のﾄｺﾛｼﾞｽﾄとはﾄｺﾛ(場所）+

ｼﾞｽﾄ（～をする人）⇔その場所の専門家（自分のﾌｨｰﾙﾄﾞに詳しい人 
 

【購入本】 

「鳥の絶滅危惧種図鑑 変わりゆく地球の生態系をビジュアルで知る」 
ﾏｰﾃｨﾝ･ｳｵﾙﾀｰ著  林良博･山崎剛史日本語版監修   

山階鳥類研究所翻訳  緑書房  A4判256頁 

○鳥類への脅威（分布・野鳥に対する・生息地、世界鳥類ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ○生息地（熱帯林･温帯林

と亜寒帯林･砂漠･山岳・草原・地中海性低木林とﾋｰｽ・湿地と海岸・島） ○絶滅危惧鳥類 (鳥の

ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ、ｷｰｳｲ類～146類～ﾎｵﾀﾞﾚﾑｸﾄﾞﾘ類、1200以上の種、全鳥類種の12.5%、ﾄｷ･ｼﾏﾌｸﾛｳ･

ｱｶｺｯｺはｲﾗｽﾄ付で紹介、絶滅は100年で1種の割だったが、20世紀には56種 )○保全 (保全活

動･海鳥の保護･島への侵略種･森林性鳥類の保全･ﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾌとは？・絶滅回避に向けたﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ･世界のﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ47の紹介、日本はｾﾞﾛ)  ずしりと重い本です。 
 

「加藤幸子自選作品集 第3巻」 加藤幸子著  未知谷発行  四六判  325頁 

全5巻のうち第3巻は鳥関係、ぼくのｸｵ･ｳﾞｧﾃﾞｨｽ 翡翠色のﾒｯｾｰｼﾞ 鳥たちの後に 

雀遺文 渡鶴詩 ｱｽﾞﾏﾔの情事 ｼﾞｰﾝとともに  

著者は、日本野鳥の会の元理事「鳥よ、人よ、甦れー東京港野鳥公園の誕生、そして現

在」の積極的な活動家であり、芥川賞はじめ多数の受賞歴の作家。鳥類の生態を親しく観

察しながら生物への愛を発露させた小説を、上製の箱から取り出してどうぞ。 
 

｢二万年の奇跡を生きた鳥 ライチョウ｣ 中村浩志著 農文協発行 B6判 254頁 

大いなる奇跡―ﾗｲﾁｮｳが氷河期に日本列島に移りすみ、世界最南端の地で、絶滅せずに生

き残ってきたこと。①日本の高山特有の強風と多雪②日本の高山にﾊｲﾏﾂが存在③ﾗｲﾁｮｳ自

身が長時間かけて獲得した、日本の高山環境への適応と進化④ﾗｲﾁｮｳは神の鳥として崇め

られ、狩猟の対象にならなかった。高山で当たり前のように出会う愛らしいﾗｲﾁｮｳ、3m近

くでも逃げないのは日本のﾗｲﾁｮｳだけであるーその奇跡の糸、近い将来、ついにとぎれよ

うとしている。乗鞍岳に生息するすべてのﾗｲﾁｮｳ120羽を捕獲して本格的な調査から明らか

になったﾗｲﾁｮｳの生活や社会、世界各地での知見。前書(雷鳥が語りかけるもの）参照。 
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連載エッセイ                  

⑧コウノトリが来たよ ～フールドでサプライズ～ 

  中崎 
我がフィールドに，なんと，コウノトリが２羽来た。 
いや，来てくださった。平成 25 年 10 月 20 日（日）のことである。 

場所は現在のフィールド東広島市の東側，国道２号線の近くにあ 

る小さなため池である。まもなく日が沈みそうな時刻だった。 
 

細い山道を抜けたら，山かげの小暗いため池に大きな白い鳥が 

いた。見つけた瞬間は，大きさを錯覚してサギかアヒルかと思った。 

しかし次の瞬間，正真正銘のコウノトリが私の目の前にいた。双眼 

鏡を使うまでもなかった。 
 

黒い風切り羽，赤い脚，目の周囲の皮膚が露出した部分…，コウノトリの特徴を一つずつ確認

しながら，私の頭の中では別のことも確認していた。鳥の記録に関して，やっておかなければな

らないことがある。以下，するべきこと（と、パニック・・・）の覚書。 
 

① ２羽とも足環をしている。足環の色を記録しとかなくちゃ ！ 

② 年月日・時間・場所・天候・環境・観察者。これは大丈夫，記録用紙に書いてある。 

③ そして，写真を撮らなければ…。写真 !!   ぎゃー、カメラ持ってないし ！ 

→ そしたら誰かを呼ぼう。でもどーやって？  （ケータイ持たない悲劇） 

→ そーだ電話，公衆電話のあるコンビニを探そう ！  （ケータイ（以下略）） 

→ 誰に来てもらえば…？ 電話番号あったっけ？   （ケーｔ（以下略）） 

→ わっ、早くしないと日が暮れるぅ。 

あっ、野鳥の会の事務所の電話番号があった ！ 
 

こんな状態で，国道沿いのコンビニエンスストアに飛び込んだ。運良く公衆電話があったので，

たまたま事務所当番をしていらしたＫ氏に事情を話し，何人かの連絡先を教えていただいた。ベ

テランのＨ氏が，たまたま近くを車で移動中だったのは，全く運の良いことであった。日頃善行を

心掛けていると，このような幸運に恵まれるのである。 

ケータイなんか持っていなくたって，立派にやっていけるのだ。 （周囲の迷惑を考えていない件） 

Ｈ氏のカメラに２羽のコウノトリが無事おさまって，私はようやく落ち着くことができた。県初記録

ではなかったのは少々残念だったが，貴重な記録をゲットすることができた。 
 

フィールド調査の喜びは「いつもの鳥にいつものように会える」こと，これに尽きる。だが，たま

にはこんなサプライズがあるとモチベーションが上がるし，「もっとていねいに見なきゃ」という意

識も高まる。 そして、「カメラやケータイを持つほうがいいかな・・・・」と、ちょっぴり思う。 

（「ぜひ持ってください」←と，どこかから影の声が聞こえるような） 

 

最後に，この件でお世話になった方々に，この場を借りてお礼申し上げます。また，総会に

「コウノトリ観察記念品」を提供しようと思っていますので，ご来場の皆さまどうぞお楽しみに。   
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小学校での総合学習、 
     公民館でのバードウオッチング 

                                 大西 
 

支部の活動として、小学生との野鳥学習の機会に恵まれましたので報告します。 
 

◎「総合学習」の中で「バードウオッチング・野鳥の学習」を実施している小学校 

  府中町の府中北小学校で、２年間にわたり、職員と３学年の児童を対象にした室内学習と校

庭での野鳥観察のお手伝いをしました。10 月の観察会では、既に双眼鏡を使いこなしフィール

ドでの観察を経験している子ども達が、双眼鏡の先に鳥の姿を確認するたびに歓声を上げ、互

いに教え合っていました。個人的には、この瞬間が好き ＾：＾ 
 

子ども達は自然に触れると、突然生き生きと 

してきます。 

「声が大きいよ！」 「あの枝の先におるよ！」 

「右を向いた！」 「ジョウビタキ！」 

「スズメがたくさん！」 「タカが飛んどる。」 

「キジバトがおる」 「かわいい～」 

「近づいたら逃げる！」 「静かに、静かに」 

                 ・・・夢中である。 
 

互いに共有し、その周りの皆で喜びを分か 

ち合う。さらに、鳥たちの気持ちにもなってみ 

る・・・。そして、学校の校庭という「環境」を分 

析することに発展していった。 なるほど～。 
 

◎三篠公民館の、「みささ太田川アイクラブ」 

公民館が主催する小学校 4年生から 6年生のグループ活動で、年間行事の中に「バードウオ

ッチング」が企画されています。H25年度は支部に指導依頼があり、2月下旬に太田川放水路の

河原で鳥たちを探しました。子ども達はすぐに熱中し、室内学習で見た写真の鳥を見つけては

「種名」で呼んでいるのには驚きました。 

観察会後の「振り返り」では、 

「ハクセキレイが虫を食べながら石の上を歩いていた。」 「カワウが潜った」 

「カイツブリが何度も潜っていた」「トビやミサゴが円を描いて回っとった」 

「マガモがカップルになっとった」「ヒドリガモがカップルになっとった」「カモが泳いどった」 

「カラスが羽繕いをしとった」・・・・・・              など、さまざまな報告が出てきました。 
 
 

野鳥を観察する小学生たちの目の輝きに、野鳥にとどまらない大きく自然界に広がる『眼差

し（まなざし）』をいつも感じます。観察会への参加を通して「野鳥は我ら人間の仲間。自然界の

仲間」と心にとめてくれたと確信し、嬉しく思っています。  

また、述べ 20人を超える会員がその持てる力を結集し、参加してくれた子ども達と、依頼して

くださった方々の期待にお応えできたことを、その一員として心から喜んでいます。 

機会があれば是非また参加したいと思います。皆さんもご一緒に如何ですか？ 

― １ ２ ― 

「総合的な学習の時間研究大会（会場・府中北小学校）」で 
野鳥の会を紹介するパネルか掲示されました。（写真提供：井町氏） 

 

 



 

 
★2014（平成 26 年 1 月） 

 広島県ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 
野鳥の会が県内の会員を調査員に以前行っていた調査を、平成 24 年から環境省・広島県

の調査に、広く県内のガンカモ類の生息状況を把握することを目的に県内の他団体と協力して

行うようになりました。 

昨年調査を担当され代表者として記録をお寄せいただいた調査員の方々に、記録用紙の配

布を進めています。個別に新たな調査地の協力依頼や調査個所の調整の依頼を、担当から差

し上げる事もあろうかと存じます。よろしくご協力をお願いします。 

調査を手伝ってみたい。また、新たにこの調査に参加してみようと思われる方の参加を歓迎し

ます。ご連絡をお待ちしています。 
 
＜調査の概要＞ 

調査期間    平成２6 年１月 5 日（日）～19 日（日） 
調査日基準日 １月１2 日（日） 

調査対象    「ガン・カモ・ハクチョウ、カワウ、カイツブリ」類 
     （カワウのねぐら情報含む） 

調査個所     広島県内のガンカモ渡来地（継続調査地、継続調査可能地） 
調査結果返送締切 平成 26 年 1 月末日 
連絡先     〒733-0011 広島市西区横川３－９－３小田ビル１Ｆ 

            日本野鳥の会広島県支部 ガンカモ調査担当 
電話・ファックス 082-233-7304 

支部担当 日比野 
    

 

★探鳥会に双眼鏡の貸し出しできます 
9 月 16日に開催した八幡川河口人工干潟 

清掃探鳥会の予算で、支部の備品として双眼 

鏡を 18台購入しました。（堀江さん、ありが 

とうございました） 

支部の探鳥会他、観察会などのお世話をさ 

れる場合に貸出しが可能です。ぜひご活用く 

ださい。 

ご希望の方は福本まで。 

なお、19台以上必要な場合も対応可能です。 

ご相談ください。 
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機種：コーワ YF30-6 型（6 倍） 



 

 
 
★出前授業（出張指導）引き受けます 

県支部の社会的貢献と、野鳥観察・自然保護への普及活動、ひいては会員増を目指して、

学校や公民館、職場等へ出向いての野鳥観察指導を、役員＆ヘルパーが交代で無償にてお引

き受けします。皆さんの周囲でそう言った希望を聞かれたり、提案ができる場合はぜひ支部

にご相談ください。ご相談は福本まで。 
 

■平成 25 年度実績  三篠公民館「みささアイクラブ」観察指導 
                              府中北小学校総合学習の教研集会発表への協力 
                              熊野町「土曜くまのっこクラブ」観察指導 
                              牛田中学校放送部、市コンクール発表への取材協力 
                              マスコミ取材への出演・協力               その他多数 
               

★入会案内の設置にご協力を 
野鳥の会への入会案内を置いていただける場所を探しています。 

支部事務所のドアにマグネットケースを設置して、野鳥の会入会案内書を置いたところ、

人通りの少ない通りにもかかわらず３か月で 30部ほどの持ち帰りがありました。 

もし、皆さんの自宅や店、お知り合いの店先などに入会案内を置いて頂けるところがあれ

ばご連絡ください。収容容器なども合わせてご相談に応じます。なお、別途、公共施設等へ

の定期配布依頼も試みます。ご相談は福本まで。 
 

★その他、いつもの募集中！！ 
  ■野鳥情報   ～珍鳥情報の収集にあらず。沢山の情報が「価値」を持ちます。ご自身の初認・ 

終認、見入ってしまった面白い行動等、日常の観察の中からお寄せください。 
カード提出が面倒な方はメールでも OK です。（m_komoto@nifty.com） 

  ■記事提供   ～皆で作る会報を目指します。野鳥話、探鳥記、写真、イラストなどご提供を。 
■PDF 配信  ～本紙の魅力が更に UP。お試し配信も承ります。 

  ■探鳥会企画  ～「こんなところで探鳥会開催を ！」 「ワシの町でもやってくれ」 遠慮なく。 
  ■連絡会    ～毎月第一土曜日の 18：30 から開催中。一度出席してみませんか？ 

■図書館当番  ～土日の 14:00～17:00 事務所当番を担当してくださいませんか？     
  ■運営ヘルパー ～今年度もお決まりの人手不足。アナタの力で支部を盛り上げてください。 
   
そして  
  ★支部会員、熱烈募集中！ 
   H25 年 12 月現在の広島県支部の会員数は 389 名（＋家族会員 116 名）です。 
              10 年前の H15 年 12 月の会員数は 588 名（＋家族会員 182 名）。 

   会員の募集にもぜひお力をお貸しください。 
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厳冬期のフィールドは野鳥天国！ 
□あんまり動かないカモの仲間は、初心者に最高の観察対象！ 

 □山や水辺、都市公園も、この時期は素晴らしい「野鳥ミュージアム」！   

一緒に 野鳥観察 を楽しみましょう！ 
 

● 野鳥たちに新年のご挨拶  

No.1897 八幡川探鳥会  １／５（日） 

 
今年も八幡川は毎月開催。架橋工事で人工干

潟の観察が難しくなりましたが、探鳥会では変わ

らぬコースでの観察が可能です。 

今年もウミアイサの求愛ディスプレイが観られる

でしょうか。埋立地の荒地には変な猛禽がいな

いでしょうか？しっかり歩き、しっかり探す探鳥会

です。               （広島市佐伯区） 

 

● トン汁は無いけど  

No.1898 太田川探鳥会   １／１１（土） 

 

太田川の川沿いを歩き、身近な野鳥たちを観察 

しましょう。何故か山の小鳥も沢山出ます。中州 

にはイカルチドリやカモメ類の姿も。身近な場所 

での基本的な野鳥観察は初心者に最適の探鳥 

会です。 ＜豚汁は実施しません＞ （広島市東区） 
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①9：00 ②アストラム不動院駅前 

③11：00 ④不動院駅下の河原～ 

大芝水門～不動院駅に戻ります 

⑤カモメ類・カモ類・ヒバリ・ジョウビ 

タキ・カワセミなど 

⑥スコープをお持ちの方はご持参く

ださい。雨天中止。 

⑦光本 

 

 

 

◇探鳥会には、会員・非会員の別なく参加いただけます。 
◇参加の事前申し込みは不要です。 

案内に記載された「集合場所」にお集まりください。 
◇雨天の場合は中止です。  
◇参加費は 200 円です。（中学生以下、無料） 
◇小学生以下の参加は、保護者同伴でお願いします。 
◇自然観察では「やさしいきもち」を励行し、自然へのローインパクトを 

心がけましょう 。 

 

◆記載内容 
  ①集合時間 
  ②集合場所 
  ③解散予定 
  ④コース内容 

⑤観察可能種 
⑥その他 
⑦担当者（TEL） 
      

 

 
①9:30 ②みずとりの浜公園東側 

③12:30 ④集合地で概要説明。河口 

から人工干潟・埋立地を徒歩で観 

察（約３km） 

⑤カモ類・カモメ類・サギ類・猛禽類な 

ど約４０種。⑥吹きっさらしのコース 

ですので防寒にご注意。トイレは集 

合地のみ。少雨決行。 

⑦日比野 

 



 
 

● 広大な干拓地で猛禽三昧 

No.1899 笠岡湾干拓地探鳥会 １／１２（日） 

                       
チュウヒ類・チョウゲンボウ・ノスリ・コミミズクなど、 

全国的に有名な猛禽類のメッカです。バイパスや 

道の駅の建設で環境は変わりつつありますが、き 

っと素晴らしい出会いが待っていることでしょう。 

（岡山県笠岡市） 

  

● 海田町で探鳥会初開催  

No.1900  瀬野川探鳥会  １／１９（日） 

 
1900 回の記念に、広島湾東部の海田湾に注ぐ 

瀬野川河口部で探鳥会初開催です。「これまで 

何故開催されて無かったの？」と言うぐらい、カ 

モ類を間近に順光で観察できます。カモ類調査 

を並行しますので、カウンター持参で。 

（安芸郡海田町） 

 

● 定例化第一回！  

No.1901 広島城探鳥会  ２／１（土） 

 

ツグミが飛び交い、シメやアオバトが潜む広島城。 

お堀では足元にカモ類が観察でき、しっかり探せ 

ば美しいカワセミも見つけられるかもしれません。 

ぜひ初心者の方に参加していただきたい探鳥会 

です。                （広島市中区） 

 

● 山の小鳥とカモ類の観察 

No.1902 本庄水源地探鳥会 ２／２（日） 

                       
呉市焼山の団地の中にある水源地に、カモ類が 

少々越冬しています。国の重要文化財に指定さ 

れた美しい堰堤と湖面を楽しみながら、カモ類・ 

山の小鳥も観察しましょう。           （呉市）  
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① 9：00 ②護国神社前の売店 

③11：00 ④お堀の内側を徒歩で 

⑤キンクロハジロ・ホシハジロ・ツグミ・

シロハラ・メジロ・シジュウカラなど 

⑥護国神社の駐車場は利用不可 

⑦倉岡 

 

①9:00 ②水源地の管理事務所前 

③12:00 ④徒歩２ｋｍ程度 

⑤カモ類・セグロセキレイ・ヒヨドリなど。 

名物だったヤマセミ・オシドリは期 

待薄。カモ類も非常に警戒心が強 

く、近くでは観察できません。 

⑥遊泳厳禁 

⑦光本 

 
①9:00 ②水と緑のふれあい広場 
③12:00 ④車で干拓地内を巡り、 
状況に応じて観察。鳥合わせを 
して解散。 

⑤猛禽類・カモ類・ミヤマガラス 
 ヒバリ・タゲリ・セキレイ類等 
⑥弁当・飲料持参 
⑦津田 

 
① 9:00 ②ＪＲ海田市駅南口  

③12:00 ④駅前から徒歩で河口へ 

余裕があれば上流を目指します 

⑤ヒドリガモ、ホシハジロ等カモ類 

カモメ類、サギ類など 

⑥駐車場は、河口に置いて徒歩で 

戻るか、駅北側の有料駐車場へ 

⑦光本 



● 葦原をのぞき込んでみると…  

No.1903 太田川探鳥会   ２／８（土） 

 

白島駅の周りの太田川沿いを、少しだけ歩いてみ 

ませんか？ 公園の樹木や小さな葦原を探せば、 

たくさんの冬の鳥達に出会えるはずです。 

      （広島市中区・東区） 

 

● 河口の冬鳥ウオッチング パート１ 

No.1904  松永湾探鳥会   ２／９（日） 

 
松永湾・藤井川・本郷川河口に広がる水面に、冬 

の水鳥達を探しましょう。ヨシガモの美しい羽根は 

伸びているでしょうか。干潟が大好きなズグロカモ 

メにも会えるかも。            （福山市） 

 

   

●河口の冬鳥ウオッチング パート２ 

No.1905  八幡川探鳥会  ２／１６（日） 

 
1 月の河口の様子と何か変化はあるのでしょうか？ 

毎月開催の八幡川探鳥会は季節の移ろいを感じ 

ることのできる探鳥会です。年間通して参加して 

みませんか？ 開催詳細は、№1897 同様です。 

⑦日比野 

 （広島市佐伯区） 

 

 

●支部長さんと… 

No.1906  安佐動物公園探鳥会 ２／２２（土） 

 
園内で越冬中の冬の野鳥たちはもちろん、飼育 

中のカモ類や猛禽類等を楽しく観察しましょう。 

秋の回で見れなかったコウノトリも、今回はしっか 

り観察できそうです。      （広島市安佐北区） 

① 9：00  ②動物園入場口  ③12：00 

④公園内を徒歩 ⑤オシドリ・フクロウ等々 

⑦福本 

― １ ７ ― 

 

①9:00 ②「ゆめタウン松永」南の松 

永浄化センター南側。③12:00  

④集合場所で干潟を観察し、車で藤 

井川河口に移動後、徒歩で観察。 

⑤カモメ類・サギ類・カモ類など  

⑥JR 利用の方は担当者に電話してく

ださい。送迎します。 

⑦渡辺 

 

① 9：00 ②アストラム白島駅前 

③11：00 ④駅周辺を徒歩で 

⑤アオジ、カワウ、コサギ、セグロ 

セキレイ、ツグミ、シメ、セグロカ 

モメ、ジョウビタキ、オオジュリン等 

⑥雨天中止。 

⑦高橋 

 

 

 

 

■動物園の入場料は 500 円です。 

  公的な割引もありますので、各自 

  必要な証明を持参してください。 

■駐車場も別途有料です。440 円 

 詳しくは動物園 HP参照 

 
 
 
 
 



   

●河口の冬鳥ウオッチング パート３ 

No.1907  御手洗川探鳥会  ２／２３（日） 

 
地御前の浜、御手洗川河口干潟の野鳥を観察しま 

しょう。9：05 が干潮で、だんだん鳥が近づいてきま 

す。周辺の小鳥達も楽しみです。   （廿日市市） 

① 9：00  ②地御前神社(駐車、可） 

③12：00  ④神社周辺～港～調整池～河口 

⑤カモ類、カモメ類と冬の小鳥 など 

⑥駐車場は 15 台程。地御前駅から徒歩すぐで

す。できるだけ電車でお越しください。 

⑦大西 

 
 
 

★3 月の開催予定 （下記以外にも、鋭意企画中です） 
■３月２日（日）  八幡川探鳥会     ■３月９日（日）  宮島探鳥会（大西） 

■３月２１日（祝） 似島探鳥会       ■３月２３日（日） 県民の浜「アビ」探鳥会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
「 い 」の、『一本道、道からはずれないで』 って ナンのことジャ？ 
   一本道とは、われわれ観察者が歩いてもいい道の事。ある意味『人の道（ひとのみち）』のことでしょうか。観察に夢 

中になって私道に立ち入ったり、大事なあぜ道を踏み壊すことは、その地域の方には大変迷惑な話で、「人の道に 
悖る行為」と言えます。 
先日、某町で低学年の小学生を対象にした観察会。小路を歩いて里山に入って行くとそこは「墓地」。「大切な場 
所だから、中に入らないようにしようね」って伝えると、子ども達は神妙な顔になって合掌しながら無言で通り過ぎ 
て行きました。どこかの「墓苑」の探鳥地では、珍鳥を求めてずかずか墓内に立ち入り、堂々と三脚を構えるバー 
ダーが多数おられるそうです。子どもにも分かることが何故か大人になると分からんらしい。。。。。        （光本） 
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地
御

前

病院

ＪＲ宮内串戸

地御前神社

交番

集合場所

解散

探鳥コース

 

【や・さ・し・い・き・も・ち】 
や 野外活動は無理なく楽しく 
さ 採取は控えて、自然はそのままに 
し 静かに、そーっと 
い 一本道、道からはずれないで 
き 気をつけよう、写真、給餌、人への迷惑 
も 持って帰ろう、想い出とゴミ 
ち 近づかないで、野鳥の巣 

          ※日本野鳥の会の「マナー標語」です   
 



ノゴマ ♂1 11/4 西村、大津 熊野町

コサギ 70 11/7
福本、

石川
中区

コミミズク 1 11/10 吉岡 佐伯区

ハヤブサ 1 12/5
上野

（報告者：酒井）
中区

マヒワ 30± 10/12 渡辺 神石高原町

コマドリ 2（♂1） 11/8 渡辺 福山市

ヤブサメ 1 11/8 渡辺 福山市

ベニマシコ ♀4 11/12 渡辺 尾道市

マガン 1 12/4
和田、

渡辺
福山市

ジョウビタキ ♂1 5/5 荒木 北広島町

マガン 3 10/8
森本

(報告者 出口）
安芸高田市

吉田町

ルリビタキ ♂1 10/28 渡辺 庄原市 西城町

イスカ ♂6♀7 11/14 渡辺 三次市 吉舎町

ヒレンジャク 4 12/5 渡辺 庄原市 西城町

今季初認．美しい雄の成鳥．地鳴きで気付き，探して
いると，近くのブナの枝にとまった．

今季初認，群れでアカマツの果実（マツボックリ）を採
食していた．尾根のアカマツ林を移動しながら採食

渡り

渓流沿いの，良く茂った広葉樹の林床を移動．１羽は
成鳥雄．

成鳥．農業用溜池に飛来していたヒドリガモの群中で
発見．時々，溜池の側にある苅田に上がり，畦のイネ
科植物の実を採食．渡りの途中と思われる．

渓流沿いの落石防護ネットにとまっていた．

５月には見たことがないので報告

今季初認．耕作放棄地のイタドリの種を採食

今季初認．ブナに着生しているヤドリギ・アカミヤドリ
ギの果実を採食していた．

―　１ ９　―

野 鳥 情 報

カキがベルトコンベアで運ばれるれるところ所に集ま
る。その数に驚く

終認。熊野で見たのは初めて。当日は蝶が舞い、トン
ボが飛ぶほど暖かい。

今季初認．群翔していた一群が，尾根のアカマツ林
に入る

カラスに追われながら上空を舞っていた

ビルの上空をカラスにモビングされていた

◆ここに掲載されたものは野鳥情報カードからの抜粋です。無断転載等は固くお断りいたします。 

◆掲載されたもの全てが必ずしもそのまま公式記録になるわけではありません。ご了承ください。 

◆野鳥情報カードⅠ・Ⅱは事務所へ郵送、野鳥情報カードⅢは BCL06644@nifty.com へメール添付してお送りください。 

◆新市町村名が分からない場合は、旧名称で記載してください。 

【東広島・竹原】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

【福山・尾三】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 5 件

【芸北】 Ⅰ: 2 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

【備北】 Ⅰ: 1 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 3 件

Ⅰ，Ⅱ ～

Ⅲ ～

報告者数： 7 名 種数： 29 種 件数： 27 件

※番外 0 件を除く。

2013/12/8

2013/11/302013/9/22
受付期間：

2013/10/12

【広島・呉】 Ⅰ: 11 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 5 件



  
 

 
 11月連絡会 
日時 11 月 2日（土）18:30～2017:50 

出席 福本・倉岡・大西・中崎・三好・光本・

藤井・久藤・日比野 

欠席連絡（井町、今橋） 

 

１． 新八幡川橋工事中の探鳥会（福本） 

11月 7日広島県港湾振興事務所（宇品）で

支部長、石川さんが出席し打合せる。 

２． 支部事務所の不用品の処置（福本） 

仮剥製、野鳥のスライド：データ記載のな

いもの、教材にできるものを除き廃棄する。 

森の新聞の旧号についても廃棄を予定。 

３． 牛田中学放送部取材対応（福本） 

10月 14日放送コンクール作品制作協力。 

４．府中北小学校野鳥観察指導（大西・福本） 

・10月 29日午前大西、井町、福本、今橋

泉の 4名が行った。 

・11月 27日に第 10回広島県小学校総合的

な学習の時間研究会で 3年生が「北小周辺

の野鳥を探ろう」をテーマで発表する。同

時に野鳥の会のＰＲもする。 

４． 支部事務所入り口扉入会パンフの捌け具

合の状況報告（福本） 

５． 森の新聞の広告掲載に向けて（福本） 

表紙のカラー化の可否とカラー化した時

の費用相当額をめどに折衝する予定。 

６． 森の新聞の活用他（光本） 

配布済の残部は、行事等に積極的に活用す

る。また、講師派遣等相談に対応可能であ

ることをホームページ等でアピールする。 

７． 野鳥情報の収集と利活用に向けて（福本） 

C/D版野鳥図鑑発行にむけて県内野鳥生息

情報の収集を図る。 

８．年報発行について（福本） 

2010年以降の発刊にむけ検討をする。 

９．次年度役員・総会について 

現役員の留任を確認。総会は 1月 26日広

島市中央公民館を予定 

10．カワウ調査にむけて（藤井） 

  調査概要を説明 
          

       
 

 

12月連絡会 
日時 12月 7日（土）18:30～21:20 

出席 福本・光本・中崎・井町・大西・藤井・

今橋・正月谷・日比野 

欠席連絡（井町、三好） 

 

１． 新八幡川橋橋脚工事（日比野） 

 工事中の立ち入りに必要な入り口扉の鍵

と腕章各 3個を預った。責任を持って管理

していく。  

２． 広島県県民いきもの調査広報へ協力 

広島県野生生物目撃情報の広報に、森の新

聞やホームページで協力する。 

３． ガンカモ調査（日比野） 

昨シーズン同様の調査個所・調査員で行う。 

調査用紙の配付を行った。 

４． 府中北小学校探鳥会指導関連（大西） 

11月27日第10回広島県総合的な学習の発

表会があり、野鳥の会パネル展示を行った。  

５． 連携団体総会出席（福本） 

11月 9-10日支部長出席。本部・各支部の

会員増加対策の中で参考になるものが多

かった。森の新聞新年号の中で紹介する。 

６． 野鳥の会入会パンフ配付に向けて（福本） 

入会パンフを置いていただける準公共的

な場所の情報を集め交渉する。 

７． 森の新聞関連(福本) 

体裁の変更等について議論（継続） 

新聞や年報バックナンバーを文書館等施

設へ寄贈の可否を確認する。 

８． 森の新聞 （光本） 

H25年の野鳥の想い出や新年の抱負文を掲

載する。原稿締切 12月 12日、発送は事務

所にて 12月 29日（日）14：00から 

９． 総会ほか（光本） 

予算：事業費の中に研究・編集・図書館  

予算を組込む、支部活動保険等追加 

支部役員：地域連絡員を復活する 

次回連絡会で最終案設定し総会に臨む。 

事前資料の森の新聞挟み込みはしない。 

総会オークション実施する。 

連 絡 会 報 告 

― ２ ０ ― 

 



 

 FRESH BIRDER 新しい仲間  2013.12.1現在 会員数 505（内、家族会員 116） 

 
＜新規入会者 無し＞ 
 
★新聞が届かない場合は、早めにご連絡下さい。 
★住所変更は支部・本部両方にご連絡下さい。 

(支部ですませたい方は ｢本部へ連絡を｣と注記を) 
★継続会費納入が４か月滞ると、会報の発送が止まります。 

   

   GATHERING CALL ～ 編集後記       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▽▽事務所と野鳥図書館▽▽      
  開館時間 土曜・日曜 

   １４時～１７時 

＊支部へのお問い合わせはメール・電話で。 

電話は開館時間のみ対応できます。 

閉館時は留守番電話をご利用ください。 （FAX 可） 

＊メールは、BCL06644@nifty.com 

もしくは、m_komoto@nifty.com  まで 

＊次回「森の新聞」の作業予定は 

2 月 10 日（月）原稿締切  

23 日（日）発送作業 

         担当：光本 090-4694-8632  

 

    

日本野鳥の会広島県支部 ＆ 野鳥図書館   
    

〒733－0011 広島市西区横川町３丁目９－３ 小田ﾋﾞﾙ 1F  

TEL/FAX ０８２－２３３－７３０４ 

http://homepage3.nifty.com/wbsj hiroshima/index.html   

 

●昨年は「寄贈本 34」「寄贈 DVD 1」「購入本 11」を紹介でき、おかげさまで「蔵書 

3684 件」で 2014 年が明けました。（図書館部） 

●編集のＫ氏と初めて一緒にフィールドを回る。トモエガモの後頭部に白い「Ｘ」があるな 

んて，初めて知った。すごいぞＫ氏。 （中崎） 

●ハヤブサ劇場は毎朝 7:30 頃に開幕するらしいが、私にはなかなか切符が手に入らな 

い…。 （酒井） 

●厳しい寒さの中でじっくり鳥を見て数えると、心が豊かになり暖かい気持ちになるのが 

理想、現実は？  （日比野） 

●謎の美女バーダーと初めてご一緒。緊張して調査どころでは無かったのだが、自分の 

フィールドでの行動様式と他者のそれを比較することができ、己の未熟さを痛感した。 

（根っからのバードソン体質なのだ…）   新年も盛りだくさんの探鳥会が開催されます。 

探鳥会でお会いしましょう。 （光本） 
 

 ※表紙写真～枯野で休息するチュウヒ 2013 年１月６日 県外で撮影  
          広島県カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

 

 

 

 

 

 

事務所当番 
（ 1 月 ）   

 4(土) 休館日   5(日) 日比野 

11(土) 倉岡     12(日) 今橋  

18(土) 図書館部  19(日) 福本 

25(土) 光本     26(日) 休館日 
 

( 2 月  )     

1(土) 倉岡     2(日) 光本 

  8(土) 大西     9(日) 今橋 

 15(土) 福本    16(日) 日比野 

22(土) 中崎    23(日) 図書館部 

            ※当番協力者、募集中 ！ 

http://homepage3.nifty.com/wbsj
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