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5 月               6 月  

５（土） 連絡会（18 時半～）     ２（土） 連絡会（18 時半～） 

６（日） 八幡川探鳥会         ３（日） 八幡川探鳥会 

  13（日） 久井宇根山探鳥会       16（土） 三瓶山バス探鳥会 

  20（日） 宮島探鳥会           ～17（日） 

27（日） 比婆山探鳥会       ７/1（日）  八幡川探鳥会 

   

 

       

2012. 5・6 

        １８０ 

 



 

 

★ 「野鳥のヒナを拾わないで」 

キャンペーンにご協力ください。 
 

今年も日本野鳥の会が、鳥類保護連盟・NPO法人野 

生動物救護獣医師協会と共に毎年の愛鳥週間の前後 

に展開している「ヒナを拾わないで!!」キャンペー 

ンが始まります。 

この季節は野鳥の子育ての季節です。身近な場所でも、 

かわいいヒナに出会うこともあるかもしれませんが、 

明らかにケガや病気とわかるものでないヒナを迷子だ 

と思って拾ってしまうと、親鳥から引き離してしまう 

ことになりかねません。 

ぜひこのキャンペーンにご賛同いただき、このポス 

ターをお店や学校の掲示板など、目立つ所に貼って 

ください。 

 

☞ ご希望の方は、直接支部事務所（野鳥図書館）に取りに来られるか、 

野鳥の会の HPからダウンロード・印刷してご利用ください。 

 

 

 

★ 「森の新聞」紙面を飾る、写真・イラスト大募集！ 
 

■PCの肥やしになって、発表の機会を待っている 

「野鳥写真」はありませんか？ 

■手慰みに描いてみて、「なかなかの出来栄え！」って悦に入っている 

「野鳥イラスト」はありませんか？ 

 

  ☞応募先   光本正伯 （m_komoto@nifty.com）   郵送は支部事務所宛て 

  ☞応募方法  ・写真もイラストも、「JPGデータ」でご送付ください。 

         ・イラスト現物の場合は、原画を郵送してください。（返却します） 

         ・応募者氏名のほか、一言コメントを添えていただけると助かります。 

 

 

― ３ ― 

 



【寄贈本】 

「山口野鳥 第44号 2011年」 
日本野鳥の会山口県支部編集･発行･寄贈 B5判 35頁  

表紙は色鮮やかなシマノジコ(2011.5.13 見島)の写真。サンコウチョウ日記(５月～７月)、 

九山ダム湖の鳥類生息10年との比較など。ハヤブサ(2011.7.30 海峡ゆめタワー)の写真。 

 

「ｶﾝﾑﾘｳﾐｽｽﾞﾒ保護ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2011年事業報告」 
日本野鳥の会編集･発行･寄贈 A4判 64頁 

前号で2010年度の報告しましたが、カンムリウミスズメは日本近海にのみ分布、推定個数

１万羽以下、環境省のレッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危険が増大している種)に指

定されています。 

 

「平成22年度 米子水鳥公園事業報告書」 
中海水鳥国際交流基金財団編集･発行･寄贈 A4判 158頁  

週１回の全種全量調査で最大11/13に9483羽確認。コハクチョウ最多飛来数608羽、22年度

に確認野鳥140種、カラシラサギ・アカハジロ・キリアイ・シベリアオオハシシギ・コゲ

ラ初記録。総計206種。 

 

■以下、上田恵介氏 寄贈分 

「南大東島の鳥をとりまく生物研究2000～2010年  大阪市立大学鳥類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績集」 

「ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘ年次報告書 201１」 日本野鳥の会編集･発行    

「伊豆沼・内沼研究報告 Vol1･3･5 2007･9･11」 宮城県伊豆沼･内沼環境財団編集･発行  

「山梨県環境別鳥類生息調査 1989」 山梨県林務部発行  

「続原色貝類図鑑」 波部忠重著 保育社発行   

 

2009年に鳥と緑の国際センター（WING）から和書12冊と洋書37冊をご寄贈いただ

きました。そのうちの｛南ｱﾒﾘｶの鳥 写真による識別ｶﾞｲﾄﾞ J.Dunning HARROWOOD B

OOKS USA｝に導かれて南米ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ（南緯40°以南 ﾁﾘ･ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ）とｲｸﾞｱｽの滝(ｱﾙｾﾞﾝﾁ

ﾝ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ)の鳥に会うことができました。 

2,700種以上の鳥から分布図を頼りに識別するには、私には無理でしたが、ｸﾛｴﾘﾊｸﾁ

ｮｳ(BLACK-NECKED SWAN)だけは２年前の秋に隣県の公園で強烈な印象を受け、その

冬、鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの犠牲になり心を痛めていました。ﾏｾﾞﾗﾝ海峡の近くの浅い湖でｶﾓﾊｸﾁｮ

ｳや額の黄色いｵｵﾊﾞﾝやﾁﾘﾌﾗﾐﾝｺﾞたちと幸せに暮らしています。(編集後記 石川) 

   

― ４ ― 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

5 月・6 月のフィールドは、 

新緑の中、夏鳥の囀りを楽しめる絶好の観察シーズンです。 

マナーを守り、楽しく野鳥観察・自然観察を楽しみませんか？ 
 
 
● ゴールデンウイーク中のシギチドリは？         

No.1820 八幡川探鳥会  ５／６（日） 

 
 渡り途中のシギ・チドリ類や、居残り中のカ 
 モ類などを、河口・人工干潟と工事中の埋立

地内で探します。     （広島市佐伯区） 

① 9：30  ②みずとりの浜公園東側ベンチ 

③12：00  ④徒歩、約 4km 雨天決行 

⑤カモ類、カモメ類、サギ類 など 

⑥終了後も観察したい方は弁当持参 

⑦日比野政彦（090-1356-9315） 
 

 

● 里山にサギ山と夏鳥を訪ねて  

No.1821 久井宇根山探鳥会 ５／１３（日） 

 

 初夏を迎えた田園地帯を車で移動しながら

探鳥します。まず集合地点で「大・中・小・

亜麻・五位・笹」の６種が入り乱れるサギ山

を観察。そののち、周辺の田んぼや溜池を回

り、最後は宇根山の「岩海」を訪問し夏鳥の

声を楽しみましょう。    （三原市） 

 
― ５ ― 

◇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） 

      

 

① 9：00  

② 三原市くい文化センター駐車場 

③ 昼前には解散予定 

④ サギ山観察の後、車で移動 

⑤ サギ類、夏の小鳥類 

⑥ コースは状況に合わせて変更有 

⑦ 三好邦範（0848-64-6503） 

 

 



 

● 初夏の宮島でウォッチング ！ 

No.1822 宮島探鳥会    ５／２０（日） 

 
世界遺産の島・宮島で、夏鳥を探しましょう。 
青葉の萌える大元公園では、キビタキ・コサ 
メビタキなどの夏鳥や、カラ類などの留鳥が 
期待できます。早起きしてお出かけください。 
               （廿日市市） 

① 7：00 ②宮島側の「船着場待合室」 

③10：00（後半戦あり）④桟橋～大元公園、徒歩 

⑤夏の小鳥類 ⑥後半も参加される方は、弁当 

飲料を持参。昼食後に適宜解散 

       

● 早 朝の コーラ スを満 喫！   

No.1823 比婆山探鳥会   ５／２７（日） 

 
夜明け前に響き渡る「クロジ」の囀り。キビ 
タキやジュウイチ、アカショウビンなど、ブ 
ナの森で夏鳥達のコーラスシャワーを浴びる 
絶品の早朝探鳥会です。    （庄原市） 
① 4：30  ②立烏帽子山駐車場 
③12：00 ④御陵方面に歩き朝食・鳥合せ。

午前中に駐車場まで戻り解散 ⑤上記 
⑥朝食持参 登山道を歩いての探鳥です。 
着衣・靴には充分ご配慮ください。 
 

 

● 入梅前に熱い鳥見を    

No.1824 八幡川探鳥会   ６／３（日） 

 
夏の代表は、飛び交いダイブする純白のコア 
ジサシ。埋め立て地内での繁殖に期待したい 
ものです。日々変わりつつある「工事現場」 
にどんな野鳥が適応できているのでしょう？ 

             （広島市佐伯区） 

 
 

● 久々のバス探！    

No.1825 三瓶山バス探鳥会  6/16～17 

 
― ６ ― 

 

■公共交通機関はありません 

■詳細は支部 HPを参照してください  

⑦三好邦範（ 0848-64-6503 ） 

 

 
■集合時間に遅れた場合は、宮島大元

公園までお越しください。 

 

■探鳥会の後半は弥山に登り、春のタ 

カの渡りを観察します。もちろん、 

公園のみの参加も OKです。 

 

⑦日比野政彦（ 090-1356-9315） 

 

 
■実施要綱は５月と同様です 
 
■相当暑い探鳥会になりそうです。 
帽子・飲料は必ずお持ちください。 

 

⑦日比野政彦（ 090-1356-9315 ） 

■要、予約。 
詳細は、P１をご覧ください 



マミチャジナイ 5 1/8

フクロウ 1 1/21

ムギマキ 2 2/12

アリスイ 1 3/4

セグロカモメ 90 3/4

ノドアカツグミ ♂1 3/8

イソヒヨドリ ♂1 3/28

カワウ 100 1/22

カヤクグリ 2 2/5

カワセミ ♀1 3/10

オバシギ 2 4/5

センダイムシクイ 2 4/7

オオルリ 6 4/8

ヤブサメ 2 4/8

カワガラス 1 1/8

―　7　―

カワウのねぐら

今季初認・６羽は全て雄，内１羽は去年生まれの若鳥．
渓流沿いのケヤキの梢で囀り，早くも縄張り争いが行わ
れていた．

今季初認・渓流沿いの倒木の陰で囀っていた．

今季初観察．オオソリハシシギと一緒に河口干潟で採
餌

荒れた耕地が続く谷間で囀っていた．

公園の木々を転々と移動しながら採餌

さえずり

巣作り行動

太田川

ミサゴ２羽がかかって死亡している同じ養魚場の防鳥網
にかかって死亡していた

20羽前後ののツグミ・数羽のマミチャジナイと一緒に飛
び回りながら採餌・休息

２羽とも，渓流沿いの斜面で採餌

野 鳥 情 報

コシアブラの実を採餌

地鳴き

木の実を食べていた。

◆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: 1 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

【福山・尾三】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 8 件

【芸北】 Ⅰ: 2 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

【備北】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

Ⅰ，Ⅱ ～

Ⅲ ～

報告者数： 8 名 種数： 71 種 件数： 33 件

※番外 0 件を除く。

2012/4/9

2012/4/72012/1/23
受付期間：

2012/2/6

【広島・呉】 Ⅰ: 5 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 17 件



 

 

 

 

3月連絡会 
日時 3月 3日（土）18:30－19:15 

出席 福本、光本、倉岡、高橋、中崎、 

辰市、日比野 

欠席連絡（井町、山室） 

 

１．バス探鳥会企画（高橋） 

  1泊 2日三瓶山バス探鳥会、 

6月 16～17日で企画した。次回森の新 

聞で告知し、募集する。 

２．事務所当番・事務所鍵（光本） 

  事務所当番用に必要な事務所鍵を確保 

するため、現在の鍵の所在を確認し利用 

されていない鍵の返却連絡を行う。  

３．事務所エアコンの整備 

  暖房の効きが悪いので家主さんと確認 

する。 

４．「会計」引継（光本） 

  基本財産通帳を倉岡さんに引渡。 

本部から支部の振込用新口座を開設す 

るため種々書類を整え、開設を完了し 

た（倉岡） 

現行の口座を解約し、新口座へ振込開始 

（日比野） 

５．総会議事録（中崎） 

  事務所に持参 

６．ブッポウソウ情報（倉岡） 

  岡山県支部から広島県内ブッポウソウ 

情報提供の依頼あり。支部データの提供 

にむけ対応予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

4月連絡会 
日時 4月6日（土）18:30～20:00 
出席 倉岡、堀江、日比野 
欠席連絡（福本、井町、山室、光本） 
 

１．5,6月事務所当番の確認 

  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｽｹｼﾞｭｰﾙの支部予定表に追加 

２．同探鳥会予定の確認 

5,6月の6件の探鳥会を確認 
３．事務所エアコンの件 

家主さんから説明があった内容 
「暖房の機能あり。吹き出し口下に遊休書

棚が置かれていて暖房気が遮蔽されて

いた。空調機噴出し口下の整頓」 
４．「会計」（倉岡） 

  野鳥の会本部から支部への旧郵便口座

通帳振込口座の解約完了。廃止時も新郵

便口座開設と同じ書類を整え手続きを

する必要があった。支部が本部から入金

する会費内訳の確認法について。 
５．ブッポウソウ情報（倉岡） 
  県東部の情報に詳しい三好さんから東

部の事情を入手。今後の進め方、支部長

と相談してから進める。 
６．連携団体全国総会 

福本支部長が出席する。 
７．広島県から通知 

第 11 次鳥獣保護計画ならびに特定鳥

獣保護管理計画が策定された。詳細は、

広島県ホームページに掲載。これによ

り、メジロの飼養目的の捕獲が禁止と

なった。 
８．森の新聞 

4月15日原稿締切、8ページ 
９．八幡川関連 

   広島港湾事務所に今年度スケジュー

ルなど情報聞取り予定。 

連 絡 会 報 告 

― ８ ― 

 

■連絡会に参加してみませんか？ 

・会員ならだれでも参加可能です。 

・第一土曜日の 18：30 から 

・横川の支部事務所で開催されます。 

問合せ先：光本 



 

 FRESH BIRDER   新しい仲間    2012.3.30現在 会員数 561（家族会員 128） 

 

前川 多恵子さん（安芸郡府中町）    渡邉 俊幸さん（広島市安佐南区）    

久保 正幸さん  （広島市東区）     河合 義人さん（廿日市市）  

桑田 公子さん  （広島市東区） 

 

★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か月滞ると新聞の発送を止めます。 
 

   

   GATHERING CALL ～ 編集後記      ■今号の表紙は「ブッポウソウ」です。 
 

● ５月１０日からバードウイーク。豊穣のしるし野鳥のさえずり。（日比野） 

● 平和大通りのにぎやかなツグミ類を観察しようと双眼鏡を持って出勤。スタッフの一人は「通勤が楽しそう 

ですね」、もう一人は「捕まらないでくださいね」と言った。（酒井）   

● ＜石川さんの編集後記は、長すぎるので本文（図書館便り）に・・・・＞(石川) 

● 「職場だけバードウオッチャー」の今日この頃。今期は見ない！と決めていたのに、満開の桜に１羽の 

シロハラの姿。何だか納得できない今期初認。 探鳥会でお会いしましょう。（光本） 

            
   

▽▽ 事務所と野鳥図書館 ▽▽      

  開館時間  土曜・日曜 

   １４時～１８時 

＊右記の担当は替わることがあります。また、 

当番の急な事情で開館できないこともありま 

すので、できれば電話でお確かめ下さい。       

＊電話での直接応対は開館時間内しかできませ 

ん。留守電･FAXはありますのでご利用下さい。 

＊次回「森の新聞」の作業予定は 

 ６月 １０ 日（日）原稿締切日（光本まで）    

 ６月 ２４ 日（日）発送作業  １４：００～     

みなさんのご協力をお待ちしております。 

       担当：光本 090-4694-8632  

 ●事務所当番募集中!!  ～電話の対応と 

図書貸出・受取、郵便物の整理など、どなた 

でもできます。ぜひご協力を！（光本） 

  

事務所当番 
 

（ ５月 ）   

5(土) 倉岡敏彦   6(日) 日比野政彦 

12(土) 図書館部   13(日) 休館 

19(土) 久藤史枝   20(日) 休館 

26(土) 益田耕三  27(日) 才峠正治 

 

( ６月  )        

2(土) 倉岡敏彦   3(日) 日比野政彦 

9(土) 図書館部   10(日) 才峠正治 

  16(土) 辰市信夫  17(日) 休館 

  23(土) 益田耕三  24(日) 光本正伯 

 30(土) 休館 

 
 
 

   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   
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