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３月                    
2（土）連絡会（18:30～） 

3（日）黒瀬川探鳥会 （東広島市） 

10（日） 御手洗川探鳥会（廿日市市） 

16（土） 県民の浜探鳥会（呉市） 

17（日） 弘法さん探鳥会 （福山市） 

24（日） 八幡川探鳥会 （広島市） 

 

４月                    

6（土）連絡会（18:30～） 

14（日） 太田川 BW 初級講座（広島市） 

20（土） 可愛川 BW 初級講座（安芸高田市） 

21（日） 牛田探鳥会（広島市） 

27（土） 元宇品探鳥会（広島市） 

〃   八幡川探鳥会（広島市） 

28（日） 松永湾探鳥会（福山市） 

  

 

 



平成 25 年度 総会報告 
 

平成 25 年 1 月 13 日(日曜日）、広島市西区  三篠公民館にて、49 名の会員の参加

のもと平成 25 年度の総会を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総会  

福本支部長の挨拶（写真左）の後、議長に日比野さん、書記に中崎さんを選出し

（写真右）、議案の審議に入りました。会計監査の才峠さん（写真中）や会場の皆さまか

ら貴重なご意見を頂戴し、平成 24 年度決算・事業報告、会計監査報告、平成 25 年度

予算・事業計画案が、提案通り承認さました。 （決算報告は別紙同封しております） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■安西講演会（室内） 

終了後お楽しみの「講演会」には、日本野鳥の会主任研究員である安西英明氏を

お迎えしました。演題は「だれでもどこでも探鳥会リーダーができるノウハウ教えます」。 

安西氏は巧みな話術を駆使し、深い経験に基づく様々な話題と小道具で、多くの教

訓を示してくださいました。 

全国に仲間を持つ野鳥の会の存在意義、理念を伝え支援者を得るための探鳥会の

重要性、「やさしいきもち」に込められた願い、野鳥の「数」や「珍」は野鳥観察の楽しみ

の一つでしかないこと等々。時間はあっと言う間に過ぎて行きます。 
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■安西講演会（フィールド） 

座学を終えて全員でフィールドへ。双眼鏡をぶら下げての講演会は初めてではない

でしょうか。公民館を出て街中を歩きながら 200ｍほど先の三篠神社まで。聞きもらすま

いと安西氏をぎっしり囲んで聞き入る参加者。こんな、所謂「何も出ない」環境でも安西

氏の自然解説はとどまる事はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■懇親会・オークション 

三篠公民館前で記念写真撮影後、部屋に戻って例年通りの懇親会の開始。 

今年は大西さんに食べ物・飲み物の準備を担当いただき、参加者の皆さまからも沢

山の差し入れを頂戴し、大変賑やかなパーティーとなりました。 

懇親会中には恒例のオークション。オークショニア役を買って出てくださった今橋さん

の見事な仕切りと、会員の皆様にご協力いただいた多彩な出品物で、参加者の購入

意欲は強く刺激され、泥沼の高額入札を応酬しあった揚句に、25,950 円もの売り上げ

がありました。ご協力に深く感謝いたします。  （支部会計に寄附金として入金しました） 

 

■懇親会（夜の部） 

18：00 の総会終了後は、紙屋町に移  

動して「夜の懇親会」。 

呼びかけ人の井町さんの御尽力で、 

安西さんを囲んで 25 名もの会員が参加  

し、美味しいお酒と美味しい料理と美味  

しいお話を満喫しました。たまにはアルコ 

ールの入る会合も楽しいものです。 

 

  

■八幡川探鳥会 
翌 14 日（祝日）には、安西氏にもご参加いただき八幡川探鳥会を開催しました。  

朝から生憎の雨空でしたが、熱心な参加者が 45 名（会員 35 名）も集結。その熱気で

9:30 の集合時間には雨が上がり、探鳥会の中盤からは青空の広がる好天です。 

安西氏に様々な話題で盛り上げていただき、日比野さんからは長年の記録と経験を

元にした解説をしていただき、ヒドリガモ 335 羽をメインに 41 種（内カモ類 12 種 800 羽

超）を観察しつつ、笑顔の絶えない楽しい探鳥会となりました。 

文 ：光本正伯  
写真：佐々木隆夫 他  
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<探鳥会報告記> No.1843 山陰バス探鳥会 (12/22～12/23) 

♪山陰バス探鳥会に参加して ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

休日には鳥を見たくて探し歩きましたが，なかなかうまく見つからず，続けられるか不  

安でした。九月八日の八幡川探鳥会に初めて参加しましたところ，いきなり三十八種で

した。皆さんの『鳥見力』に驚嘆の一日でした。帰って復習してみました。名前を知って

いたのはスズメ，カラス，ツバメ，ハクセキレイ，ウミネコ，キジバト，トビぐらいでツバメとカ

ラスに別の種類がいることも初めて知りました。九月，十月と主にカモを見に近場を歩き

ました。見分けがつくようになりました（めすは自信ないけど）。もっと多くの，できればす

べてのカモを知りたく今回の山陰バス探鳥会に参加しました。 
 

22 日  横川駅に降りますとバスは配車されていました。お早うございます。0745 定刻

発車。子供のようにウキウキです。途中福山 S.A で休憩し二名乗車，いよいよ全員揃っ

ての出発です。見慣れた車窓も久しぶりでしたから新鮮でした。バスは山陽道，岡山道，

中国道，米子道と快走です。蒜山 P.A では外は寒く，大山の冠雪はあいにくのガスで

望めませんでした。車内で走行中，早めの昼食をとり最初の探鳥地『のき白鳥の里』に

備えました。 

山陰道安来 I.C で降り『のき白鳥の里』到着すると，遠く，右手に白い点々が見えま

した。近づくと十羽ほどはっきり確認できました。運転手さんは徐行してくださり，今度は

左に次は右にと少数の群れで盛んに二番穂をついばんでいました。また飛び立ったり，

ちかくに着地したりで歓声があがります。三羽  

ぐらいでの飛翔にうっとりです。もちろん車内  

では歓声とシャッター音と『サカツラガンはどれ 

どれ』です。 

農道沿いの浅そうな池にはヒドリガモやオ 

ナガガモもいっぱいいました。『ハイチュウよ』と 

叫ばれそれはハイイロチュウヒのことでした。あ 

とから子供のお菓子や焼酎の酎ハイのもあった 

ねと爆笑でした。 
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飯梨川河口ではカイツブリ四種，サギ，ツクシガモ，トモエガモ，スズガモ，ビロードキ

ンクロ，ホオジロガモ，ウミアイサ，移動時にタゲリ，ノスリなど次から次へと初めて観るも

ので忙しかったです。 

米子水鳥公園では目の前のちょっとした『島』へ初めてのセイタカシギがいました。鳥

はみな空力的にも美しいですが，セイタカシギの赤い長い脚，特に額の白いのと，目か

ら頭頂，後頭への黒のコントラストが最高！！一時間でも見続けたいです。暗くなって

マガンが西から雁列飛来し人から遠いところへ着水しました。ゆっくり岸へ移動しねぐら

入りすると説明されました。 

残念ながら『のき白鳥の里』などのコハクチョウは『残業』しましたからねぐら入りは見ら

れませんでした。次回のお楽しみです。閉館時刻をオーバーしました。レンジャーさんあ

りがとうございました。運転手さんお待たせしました。みんな『残業です』 

  

23 日  大根島の堤防道路沿いのキン 

クロハジロを観ながらバスは走りました。 

朝酌の峠でカモを観られたのか，運転手  

さんが駐車帯へ停められました。降りて桁違  

いのかずのカモを観ました。 

バスは宍道湖北岸を西へ走ります。 

車窓からはキンクロハジロが崩れる波頭に覆  

いかぶされ，そのヒョウキンさが爆笑でした。 

 

『宍道湖グリーンパーク』ではすぐにキク 

イタダキが間近くに迎えてくれました。 

沖合にカンムリカイツブリ，場違いなヌート 

リアが悠然と横切る。「二度目のコウノトリ」の 

始まりです。 

京都か兵庫ナンバーの，コウノトリを追跡調  

査されている方にありがたい情報をいただき， 

そこへ行ってみることになりました。仮に会えなくても文句は言いません。せっかくのご好

意ですから。  

居ました いました！コウノトリです。それも野生のコウノトリです。（後日調べましたら郷

公園では未標識のまま人工巣塔から巣立ちしたコウノトリもおります。とありました。） 

またコウノトリもですが，その場所ではマガン，サカツラガン，ヒシクイ，と興奮しっぱな

しでした。最初は十年ほど前に観光で立ち寄った『兵庫県立コウノトリの郷公園』で観た     

ケージの中のコウノトリでしたが。今ほどの興味も 

なく印象も薄いです。風景と人工巣塔は思い出し 

ましたが。今回のコウノトリはまったく予想外で，最  

高でした。寒さも吹っ飛びました。鳥合わせ通算  

71 種でした。 

みなさんお疲れさまでした。ありがとうございまし 

た。運転手さんありがとうございました。 

      西沖  
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2013 年 結果速報！  

 
 

この調査は、１昨年から広島県支部が、環境省・広島県の水鳥調査と連携して、毎年１月に 

実施するようになった調査です。以前支部が実施していた「ガンカモ類およびウ・カイツブリ類 

生息調査」は、従来 12 月に行っていましたが、調査時期の変更で積雪・凍結など厳しい調査 

環境になりました。 

調査に参加いただいた方に感謝申し上げますとともに、会員の調査能力を生かせる調査 

として、今後も無理せず継続し、定着させていきたいと思います。 

 

１、ガン･カモ･ハクチョウ類 

 

ガンカモ類だけに限れば、今冬季の個体数は昨年より少ないですが、 

例年並みの渡来がある状況です。 
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H25 H24 H23 H22 H21 

      （H21.12） （H20.12） 

種数 19 19 19 19 19 

個体数 23,544  25,567  19,052  21,626  21,879  

種類 H25 H24 種類 H25 H24 

 オオハクチョウ 2  0   アメリカヒドリ 4  2  

 コハクチョウ 0  1   オナガガモ 1,052  1,167  

 オシドリ 1,359  823   ハシビロガモ 826  676  

 マガモ 3,028  2,920   ホシハジロ 1,615  2,014  

 カルガモ 2,172  1,570   キンクロハジロ 885  697  

 コガモ 2,007  1,944   スズガモ 2,513  6,228  

 トモエガモ 23  128   ホオジロガモ 11  2  

 ヨシガモ 239  250   ミコアイサ 118  76  

 オカヨシガモ 742  779   ウミアイサ 69  73  

 ヒドリガモ 6,588  6,034   カワアイサ 291  183  



 

２、ウ類  1 種 

     
 

 

 

 

３、カイツブリ類 ４種    

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査について＞ 
■調査期間  2013 年１月６日（日）～２０日（日）１５日間の期間内 

■調査者・対象種 

    前年に調査取りまとめをして頂いた調査代表者４２名へ依頼した。 

調査地点により異なるが多数の協力調査者とともにガン・カモ・ハクチョウ類・ウ類・カイ 

ツブリ類それと今年からオオバンを対象とする生息調査を行った。 

■調査地点・調査報告書数の概要 

    県内調査総調査地点 283 地点の中から県職員や他団体で調査される７１地点以外の 

212 地点（原則として前年の調査地点を踏襲）で、野鳥の会の会員が調査できた地点か 

ら 214 枚の調査報告用紙の提出があった。 

■結果 

    調査地の積雪等気象条件による調査不可地点や、昨年調査された方がやむを得ず 

      調査できなくなって他の方に調査をお願いせざるを得なかった個所等、変動はあるも 

のの昨年とほぼ同様の調査箇所で調査が出来た。 

 

十分な地図が無い事や、事故補償、ズグロカモメ、アビ類などの希少な水鳥も対象にすべき 

だなど、今後への課題も散見されます。新しく調査を担当していただける方や、調査していた 

だいた方からこれからも継続していくためのお申し出や、ご意見をお願いします。  

 

            担当：日比野 
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H25 H24 H23 H22 H21 

      （H21.12） （H20.12） 

カワウ 1,7３３  2,972  3,206  2,892  1,950  

  
H25 H24 H23 H22 H21 

      （H21.12） （H20.12） 

カイツブリ 550  523  632  641  615  

ミミカイツブリ 2  0  0  0  0  

ハジロカイツブリ 8  0  6  3  8  

カンムリカイツブリ 224  220  153  399  199  



  
★広島県鳥獣保護員の 3 氏が、継続任命 
平成２５年度も、当支部会員の渡辺氏、新宅氏、日比野氏の 3 名が、 

広島県鳥獣保護員に就任されます。会員もしっかり協力し、連携の中で重大な職責 

を果たしていただけるよう、応援して行きましょう。 

 

★2013 年、春のシギ・チドリ渡り調査 
  広島県に残された貴重な干潟や水田・沼沢地で休息し採餌している「シギ・チドリ類」

を調べます。  
 

一斉調査日 2013 年 4 月 28 日（日） 

あるいはこの前後で調査者の都合の良い日とします。   
 
例年実施している以下の調査地で一緒に調査していただける方は、それぞれの担当

者まで連絡してください。また県内のほかの場所で調査された場合も調査結果をお寄せ

ください。 

調査地 担当者 連絡先 

福山南部・松永湾 渡辺   

沼田川および河口 内海   

東広島 木本   

呉・広西大川 森山   

廿日市・御手洗川 住田  

太田川放水路 中崎  

八幡川,小瀬川 日比野   

 

           ☞シギ・チドリ調査担当：  

 

 

★募集中！ 
①「森の新聞」の PDF 配信希望者  

現在、416 名中 25 名の方にメールにて配信中。なかなか賛同者が増えません。 

稚拙ながら紙面をカラーで工夫しておりますし、素晴らしい表紙写真を「天然色」で 

見ることができます。「お試し配信」も承ります。過去 2 年間なら「号」指定、可です。 

②野鳥写真 

「表紙」「記事中」に掲載する野鳥写真を募集します。「餌での誘引」「繁殖妨害」 

「不法侵入」などマナーに反した写真以外でしたら、どんな野鳥写真でも OK です。 

JPG で送ってください。撮影者コメントも掲載可能です。 

☞連絡先：光本 （m_komoto@nifty.com ） 
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★２５年度 中・四国ブロック会 参加者募集中！ 

H25年 5月 18(土)、19（日）に、岡山県でも指折りの森林浴スポット西粟倉村「若杉天然林」

で開催するとの連絡がありました。 

「若杉天然林」は面積約 83ha、標高 1,200ｍ、氷ノ山後山那岐山国定公園の特別保護 地区

です。広島県内の西中国山地同様、良好な自然林の中で繁殖する夏鳥を観察しかつ中四

国ブロック内9支部の会員と交流を深めることができます。詳細は岡山県支部から連絡があり

次第参加希望者に連絡します。 

会員であればどなたでも参加できます。移動手段の誤スダンにも乗れるかもしれません。

参加を希望される方は下記担当までご連絡をお待ちします。 

☞担当：日比野  （連絡先は「シギチ調査」同様です） 
 

★野鳥図書館、開館時間変更！ 

  平成２５年３月より図書館の開館時間が変更になります。ご承知ください。 

 

      開館 14：00 ～ 閉館 17:00   

（閉館時間が 1 時間繰り上がりました） 
 

★野鳥図書館で 当番さんとお話ししませんか？ 
広島市西区横川の広島県支部事務所 / 野鳥図書館は、ほとんどの土曜日・日曜日 

に会員有志の協力を得て開館し、皆様のご利用をお待ちしています。 
    

図書館の本も素晴らしい品揃えですが、実は担当いただいている方々も多士済々で 

野鳥に関して沢山の引き出しをもった方ばかりです。せっかくですのでそれぞれの担当 

さんの個性を生かし、下記のテーマで「おしゃべり会」を企画してみました。 
 

   各テーマに興味のある方は、是非当日事務所を訪問してみてください。時間設定もあ 

りませんし、話題を強制するものでもありません。のんびりお茶でも飲みながら楽しい時 

間をお過ごしいただければ幸いです。 
 
 
■3/10  光本     「日本全国 鳥話 石垣島・西表島編！」    西南諸島の鳥話で盛り上がろう ！ 
■3/16  図書館部 「野鳥本。私の一押し、あなたの一押し」    本好き同志の情報交換 
■3/17  辰市     「タカ丸くんについて、語りませんか？」     全国に広がった支部独自の「タカ丸くん」 

■3/24  日比野   「H25 年度のガンカモ調査、どうでした？」   最新情報の詳細が聞けるかも。。。 
■4/7   倉岡     「デジタル写真の楽しみ方。光り輝く花と鳥、基本のキホン」 写真の同志で集まろう 

■4/13  大西     「今年の冬鳥、どうでした？」             今年の冬シーズンを振り返ろう 
■4/14  光本     「日本全国鳥話 初夏の北海道編！」      この夏北海道行を計画中のあなた、是非。 

■4/20  図書館部 「野鳥本。私の一押し、あなたの一押し パート２」  掘り出し物も見つかるかも 

■4/21  高橋     「鳥ガールの鳥見紀行」                 アクティブ鳥見。その秘訣と楽しみ方は 

■4/27  日比野   「シギチの渡来数の今昔は？」            シギチについて語りましょう 
■4/28  光本     「君達、しゃべるな ！ 先に封筒詰め作業だ ！」 そのあと日本全国鳥話 関東編 

 

－８－ 



連載エッセイ                  中崎 

③来る鳥・行く鳥・いつもいる鳥  
               ～初認・終認・繁殖～  

 
先の号で，普通の鳥を記録しましょうと書きました。ずいぶん偉そうに書いたにもかかわ

らず(赤面)，何人もの方から賛同の言葉をいただいてたいへん励まされました。 

それに力を得て，「ナカサキ流・鳥の楽しみ方」を引き続き紹介していきたいと思います。

あくまで「鳥の好きなおばさん」の放言なので，根拠の怪しい部分も多々あると思われます

が、ナカサキに対する苦情苦言は，全部編集の K 氏へお寄せください（笑）。 

                     （編集部注：密かに長期連載が決定しました） 
 

３・４月の楽しみは「初認」「終認」。夏鳥のセンダイムシクイ，キビタキ，オオルリなどは例年

４月上旬ごろに第１号が見られる。見つけた瞬間「初認！」とわかるのがいい。マイフィールドで

「初認」を見る，これは胸が震えるような喜びだ。よく帰ってきたね…もうどこへも行かないでね。

が次の週に消えることがある。そーか通過だったのか…（涙）。今期は誰が「最初のキビタキ」を

見るだろうか？ 

これに比べて，記録の醍醐味(?) が味わえるのが「終認」。「いた」という記録をずっとつけて

いないと「あれ，いつの間にかいなくなっちゃった」ということになる。冬鳥ジョウビタキがいるの

は普通３月まで。４月になると一斉に姿を消すと言われている。もし見つからなかったら，記録

上「終認は３月中旬」になってしまう。それはまずい（私的に）。だから，３月下旬は必死でジョウ

ビタキを探す。また，こいつは時に４月上旬まで残り，美しくさえずることがある。ほんの短い間

だけ。見つけたらラッキー。だから，４月上旬も一所懸命にジョウビタキを探す。ただし，もしさえ

ずりを観察しても県内で繁殖する可能性はきわめて低いので，繁殖ランク「Ｂ１」にはならない。

ご注意を。なお，５月上旬に渡り途中を見たことがある（県外だが）。今期「最後のジョウビタキ」

を見るのは，さて？ 

そういえば，シロハラはいつの間にかいなくなってるなあ…。ごめん，シロハラ。今度から，キ

ミも一所懸命探すよ。すみませんが，みなさんもシロハラ・アオジ・カモなんかも見てやってくだ

さい。 

最後に，私が愛してやまないスズメについて。 

見た目では性別がわからないやつらだが，繁殖期にだけ雌 

雄の特徴を見ることができる。 

３～４月ははずせない。オス：さえずる，踊る，他のスズメ 

にしょっちゅうケンカをうる，など。メス：産卵直後は糞がやた 

ら太い，腹部中央の羽がごっそり抜けている（抱卵斑）。 

もし全身をブルブルッとさせた瞬間，または脱糞で力んだ 

瞬間に，お腹の羽がぱっくり分かれてピンクの「鳥肌」が見え 

たら，それは卵を抱いているメスである。 

そして，もしうどんのような太い糞をするスズメがいたら「卵を 

産むのはたいへんだったね」とお母さんをねぎらってやって 

欲しい。 

－９－ 

 



 3月から、野鳥図書館の開館時間が変わります。 

14：00～17：00 
時間は短くなりますが、皆さんのご利用をお待ちしております。                                

事務所当番 一同 

 
 

【寄贈本】 

「基本がわかる野鳥eco図鑑」  

安西英明(著) 谷口高司(ｲﾗｽﾄ) 東洋館出版発行 A5判 157頁 

1月13日支部総会の講師安西氏からサイン入りの著書を、実施版の「DVD野鳥かみし

   ばい」25部と共にご寄贈いただきました。そしてこの本をもとに、近くの三篠神社 

での実地指導と三篠公民館での講演を賜り、深く感謝申し上げます。 今後大いに 

活用し、「感性と知識であるがままの鳥を楽しむ！」安西式バードウオッチングに 

近づきたいと思います。 
 

「Bird Research Vol.8 2012 December」 
NPO法人ﾊﾞｰﾄﾞﾘｻｰﾁ編集･発行･寄贈 A4判 91頁  

○原著論文―クマゲラの生息調査、ハス田(茨城)の防鳥ネットの鳥類への影響、ト 

カラ列島の無人島群の鳥類相、他 ○短報―個体識別して調査したオナガガモの 

飛来状況、2個体の雄が関与したサンコウチョウの繁殖行動、他 ○調査データ― 

森林性鳥類のさえずり頻度 
 

「フィールド版 カモ類の観察 身近な水鳥の観察ｶﾞｲﾄﾞ」  
孝森まさひで著 ﾄﾝﾎﾞ出版発行･寄贈 B5判 55頁 

身近な淡水ガモﾓ９種、潜水ガモ３種について、採餌・換羽(エクリプス)・羽毛の 

手入れ・求愛行動･子育て･飛翔など 写真でわかりやすく解説。他の水辺の鳥の写 

真も。 
 

【購入本】 

「広島の山野草 春編・夏編・秋編」 
南々社発行 浜田展也(写真)小池周司･武内一恵(監修・解説) B6判 

春編367頁 夏･秋編各379頁  

３冊で1000種収録。県内に自生する草花をほぼ網羅、新種も紹介！ 類似種も識別 

でき、中国５県の分布も。写真の浜田さんは広島県支部の会友です。 

 

－１０－ 



 

 

 

    

 

 

 

春は野鳥のベストシーズン！ 
□冬鳥にお別れ、夏鳥をお出迎え。どちらも楽しめる絶好の季節です。 

 □留鳥たちは恋の季節、渡りの夏鳥も加えて、美しいさえずりのシーズン開幕です。   

さあ、一緒に 野鳥観察 を楽しみましょう！ 
     

● 川辺に春を訪ねて パート１      
No.1856  黒瀬川探鳥会  ３／３（日） 

 
「黒瀬川」で春を探します。川面のカモ類、川 

岸の小鳥類。ツバメには少し早い開催ですが、 

その分猛禽類を期待できそうです。（東広島市） 

① 9：30  ②黒瀬文化センター駐車場 

③12：00 ④川沿いを徒歩、約３km 

⑤カモ類、クイナ類、カワセミなど 

⑦市川 

 

   

● 新企画、河口干潟のカモ観察会 

No.1857 御手洗川探鳥会 ３／１０（日） 

 
御手洗川河口干潟の野鳥を観察しましょう。 

8：54が満潮。真上からヒドリガモの頭頂部を 

観察できそうです。（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真っ黒な頭のズグロカモメ。」10 種のカモ

類。駐車場は 15 台程度。広電「地御前駅」

から徒歩すぐです。できるだけ電車で。 

⑦大西 

 

－ １ １ － 

◇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） 
      

 

 

R375 
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■ゆめタウンの少し上流側です 

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

 



  

                        
● 県民の浜で県の鳥 
No.1858  県民の浜探鳥会 ３／１６（土） 

 
春の陽射しの下、上蒲刈島「県民の浜」から、

瀬戸内の海に浮かぶ県の鳥「あび類」を探しま

しょう。             （呉市） 

 ①10:00 ② 県民の浜「輝きの館」駐車場 

③12：00（現地）④徒歩で散策 

⑤アビ類（シロエリオオハム）・ヒヨドリ・ 

メジロなど ⑥講演会に参加される方は昼食 

をご用意ください。レストランも開業中です。 

 

 

                         
● 里山に春を探そう     

No.1859  弘法さん探鳥会 ３／１７（日） 
 

福山市の西。俄山弘法大師（弘法さん）のお山 

を巡り、恋の季節に賑やかに囀る留鳥たちを観 

察しましょう。         （福山市） 

① 9：00 ②弘法さん駐車場 

③12：00（解散地不明） 

 ④状況に応じて車で移動。変幻自在です！ 

⑤カラ類と、ツグミなどの冬鳥 

⑥集合地への公共交通機関はありません。 

 

 

   

● 河口のカモたちと最後のお別れを 

No.1860  八幡川探鳥会 ３／２４（日） 

 
暖かさが増す中、越冬中のカモ達もそろそろ 

そわそわし始めます。北帰行の始まった水鳥 

に最後のご挨拶をしましょう。気の早い夏鳥 

も探してみましょう。   （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で。 

⑦日比野 

 

 

－ １ ２ － 

 

■現地直通の公共交通機関はありま 

せん。 

自家用車への相乗りを希望される 

方は、必ず前日までに担当にご連絡 

下さい。 
 
■13:00から、当地でアビ渡来に関す

る講演会が開催されます。是非合わ

せてご参加ください。 

（ 講演：藤井格さん ） 

 

⑦日比野 

 

 

■集合場所は、国道２号線から福山 

 特別支援学校方面に入り、つきあ 

たりの三又路の駐車場です。 

場所が不明の方は、支部ＨＰをご 

覧ください。 

 

 

⑦三好 

 

 

 



 

● 身近な川辺で 初級講座 ③    

No.1861  太田川 BW 初級講座 ４／１４（日） 

 
広島市内でも BW（バードウオッチング）初級講 
座を開講します。身近な基本数種の解説に加え、 
BW の楽しみ方の探し方や、双眼鏡など機材の使 
用法等も解説します。    （広島市西区） 
 ① 9:00 ②アストラム白島駅改札外 

③12:00 ④駅～白島周辺川沿い 

⑤サギ類、スズメ、セキレイ類、カラス類など 

⑥街歩きの服装で十分です。太田川沿いをゆっ 

くり歩いて入門者用に解説します。 

 

 

● 少しお出かけして 初級講座 ④    

No.1862  可愛川 BW 初級講座  ４／２０（土） 

 
旧吉田町の可愛川（えのかわ）に遠征し、お出 
かけ気分で BW 初級講座を開講します。冬鳥・ 
旅鳥・夏鳥と留鳥が混在するにぎやかな川土手 
を歩きながら、BW の醍醐味を経験してみませ 
んか？            （安芸高田市） 
 ①10:00 ②吉田浄化センター北の公園 

③12:00 ④徒歩で２ｋｍ程度 

⑤サギやカラ類・ツバメ・コチドリなど基本種 

⑥ゆっくり歩いて楽しみましょう。 

■この講座に参加希望の方は、出来るだけ事前にご連絡ください。 

   担当アドレス    

 

● 公園にはどんな鳥が？    

No.1863 牛田探鳥会   ４／２１（日） 

 
広島市街の絶景を見下ろしながら、牛田総合公 

園内を歩く早起き探鳥会です。カラ類などの留 

鳥とともに、キビタキの声など渡りの季節の野 

鳥観察を満喫できます。    （広島市東区） 

① 7:30  ②牛田公民館入口 

③ 9:30   

④整備された歩道。結構なアップダウンあり。 

⑤カラ類などの留鳥とキビタキ等、渡り途中 

の夏鳥  

⑥歩きやすい靴でご参加ください。 

  

－ １ ３ － 

 

■車の方は、コインパーキングを 

 ご利用ください。 

 

■進行補助のための「ヘルパー参加」

をお願いします。 

 

 

⑦光本 

 

 

■8:15バスセンター～8：20横川駅 

～9:46吉田出張所 

到着時間に担当がお迎えします 

■車の方は公園駐車場に集合。支部 

HPに詳しい地図を掲載します。 

 

■進行補助のための「ヘルパー参加」

を、お願いします。 

 

⑦光本 

 

 
■公民館に駐車場はありません。 
■集合場所はアストラム牛田駅から 
歩いて２分程度の場所です。 

■コースは整備され、清潔なトイレ 
があります。 

 

 

⑦高橋 

 



 

● 春の照葉樹林の野鳥は如何に？  

No.1864  元宇品探鳥会   ４／２７（土） 

 
瀬戸内海国立公園「元宇品」での早起き探鳥会 

です。瀬戸内特有の照葉樹林で渡り途中の夏鳥 

たちの美しい声を探しましょう。（広島市南区） 

① 6:00  ②元宇品公園灯台駐車場 

③ 8:00  ④公園内の歩道      
⑤メジロ・キビタキ・ムシクイ類など 

⑥野鳥の姿はちらほらですが、素晴らしい 

「声」の聴ける探鳥会です。 

 

                          

● 春のシギチ・ウォッチング パート１ 

No.1865  八幡川探鳥会 ４／２７（土） 

 
大半のカモ達は北に去りましたが、代わって旅の 

途中のシギ・チドリの仲間が八幡川河口に立ち寄 

ります。荒れ始めた草原部分も面白いかもしれま 

せん。          （広島市佐伯区） 

⑤カモ類、シギ・チドリ類、オオヨシキリ・セ 

ッカ等の夏鳥 他 
 

 
● 春のシギチ・ウォッチング パート２ 

No.1866 松永湾探鳥会 ４／２８（日） 
 

福山市松永の周辺は、県下最大のシギチ渡来地 

です。貯木場に浮かぶ材木の上や、藤井川・本 

郷川河口の干潟で、渡り途中の羽を休めるシギ 

チドリ類をじっくり観察しましょう。（福山市） 

①9:00   

②「ゆめタウン松永」南の松永浄化セター南側 

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。 

 

＜少し早目のご案内・・・5 月開催予定＞ 
■5 月 6日（祝） 八幡川探鳥会   ①～⑦  No.1866同様 

■5 月 12日（日） 久井宇根山探鳥会 ①9:00 ②くい文化センター ③12:00 

                      ④サギ５種のコロニー（鷺山）観察 他 
 

－ １ ４ － 

 

■駐車は、灯台横の無料駐車場をご 

利用ください。 

満車の場合は、プリンスホテルの 

有料駐車場などを利用し、路上駐 

車は避けてください。 

 

■八幡川探鳥会に参加可能な時間に

終了予定です。 

 

⑦佐々木 

 

 

 

■ ①②③④⑥は、 

３月１１日分と同様です。 

 

■並行して、「シギチドリカウント 

調査」を実施します。 

 

⑦日比野 

 

 

 

⑤シギチ類・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集合時間  ②集合場所  ③解散予定  ④内容  ⑤観察可能種  ⑥その他  ⑦担当者 
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鳴海 呉市

アリスイ 1 1/6 西村 安芸郡 熊野町

ハヤブサ 1 1/13 酒井 安佐南区

クイナ 1 1/16
吉岡,
石川

佐伯区

ヒクイナ 1 1/16
吉岡,
石川

佐伯区

フクロウ 1 12/22 渡辺 尾道市

オオバン 2 12/29 西村 三原市

ヤマシギ 1 1/5 渡辺 尾道市

アオシギ 1 1/19 渡辺 神石高原町

ヒレンジャク 600 1/20 渡辺 尾道市

ルリビタキ ♂2 1/1 高橋淳子 大崎上島町

アトリ 6 1/1 高橋淳子 大崎上島町

ベニマシコ 4 1/3 高橋淳子 大崎上島町

チュウヒ 1 1/3 高橋淳子 大崎上島町

ウソ
(亜種：ベニハラウソ）

1 11/27
岡崎,大西

,他2名
北広島町

民家軒下のガス管にとまったまま２日間動かず保護。左
翼を骨折しており、福山市立動物園に収容.

藪に覆われた山地の細い渓流で採餌

ー

国道２号線バイパス沿いのネズミモチの果実を採食

荒れた水田跡地で発見した。観察者に気づくと、近くの
山林に逃げ込んだ。

しきりに水中に頭を突っ込んで採餌中

野 鳥 情 報

やや上から見たので一瞬トラツグミかと思った

下流の芦原では見たことあるがここでは初めて

秋の渡り調査時に捕獲放鳥

八幡川で初めて見る

ヒレンジャク・ツグミ・ヒヨドリの採餌上空を飛翔。離れた
高圧線鉄塔に留まる。

草原に点在する樹木で黒い実を採餌したが、すぐに飛
び去った。

ー

ー

上空をゆっくり飛んでいた。モビングしてくるハシブトガ
ラスは無視。

◆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: 4 件

【福山・尾三】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 6 件

【芸北】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 1 件

【備北】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

Ⅰ，Ⅱ ～

Ⅲ ～

報告者数： 8 名 種数： 61 種 件数： 19 件

※番外 0 件を除く。

2013/2/2

2013/1/142012/12/2
受付期間：

2012/12/3

【広島・呉】 Ⅰ: 4 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 4 件
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１月連絡会  
 

日時：平成 25年 1月 5日（土曜日） 

 18：30～20：00 

出席：福本 倉岡 中崎 光本 高橋 井町 今橋 

 大西 石川 日比野 

  

① 総会関係   

 ・決算 1月 5日事務所にて監査を受けた。 

  全体的に予算残はあるが、総資産は

￥316,382の減となった。  

 ・1月 13日（日）総会次第の確認 

  総会、講演コース下見（福本）講師出迎え（井

町）２次会担当（井町）他担当の確認 

・14日（月）探鳥会：講師送迎（福本）等 

② 本部観察・撮影マナーアンケート 

過去 5年支部把握事例を報告する。 

支部取りまとめ担当（光本） 

③ 支部事務所にある物品について 

 冷凍庫、冷蔵庫：年末の大掃除にて清掃 

    標本、写真類、データ類： 4月以降処理す

る。（福本） 

④ 横浜ゴム(株)自然観察会対応（福本） 

尾道工場の自然観察会指導について本部か

ら問い合わせあり、福山地区の会員に協力を

仰ぎ対応する。 

⑤ 山陰バス探鳥会報告（高橋） 

  12月 22-23日 成功裏に実施できた。71種出

現。コウノトリ、サカツラガン等 

⑥ カワウ研修会出席報告（日比野） 

 12月 20日、21日広島で開催。 

 西日本各県から行政担当・水産組合・保護団

体関係者が最新のカワウ対策の知識を共有。 

支部から倉岡、日比野の 2名参加。  

⑦ ガンカモ調査の件（日比野） 

 ・本部からハジロカイツブリについて調査回答

依頼あり、ガンカモ調査結果から対応する。 

 ・ガンカモ調査 1月 6日から 20日の間で昨年

実施者を中心に依頼し調査する。 

⑧ 支部 ML(ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ)について 

役員に限らず支部会員で支部運営に協力で

きるメンバーを希望により登録する。 

  

 

 

 

２月連絡会  
 

日時：平成 25年 2月 2日（土曜日） 

18：50～20：40 

出席：今橋 井町 大西 倉岡 光本 高橋 中崎 

堀江 日比野   欠席連絡：福本 

 

① 3月 4月行事の調整(光本) 

探鳥会、事務所当番を中心に調整した。 

新探鳥会 3月 10日御手洗川他 

② 森の新聞 （光本） 

2月 10日原稿締切 

表紙写真募集中 

③ 総会関連行事結果  

総会・講演会・懇親会 出席者 52名 

探鳥会 45名参加早朝雨のため一般の参加

者が少なかった。概ね好評。 

④ 支部入会案内パンフレット 

案をもとに話し合い。（継続） 

⑤ 支部報無料送付先の確認  

資料により次回連絡会で見直す。 

野鳥の会支部、関連施設・組織、博物館図

書館、マスコミ、行政公民館等 

 ⑥ 監事監査指摘事項意見交換（継続案件） 

・支部の永続性にむけて 

・支部会員へのサービス向上 

⑦ 支部事務所の開館時間について 

・当番がいる時間帯の事務所利用が少ない 

 PRや行事を開催し工夫する。 

・事務所開館時間を見直す（14時から 17時

とする。変更を周知する）。 

⑧ 探鳥会記録用紙の変更（光本） 

鳥類目録第 7 版に沿った並び順の記録用

紙（支部野鳥情報の記録に不具合なければ

即,利用開始する） 

⑨ ガンカモ調査結果・取りまとめ（日比野） 

森の新聞に速報を掲載し、県にも報告する。

併せ本部照会にも対応する。 

⑩  鳥獣保護員の推薦 

広島県に支部長から今年度も 3名（新宅、

渡邊、日比野）を推薦する。任期 4月から

1年間。 

連 絡 会 報 告 
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 FRESH BIRDER   新しい仲間    2013.2.1 現在 会員数 542（家族会員 126） 

 

野上さん 

 

★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 

＊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 

 4月 13 日（土）原稿締切日    

 4月 28日（日）発送作業 

       担当：光本 090-4694-8632  

  

事務所当番 
（ ３月 ）   

2(土)  大西    3(日) 休館日 

9(土)  才峠    10(日) 光本 

16(土) 図書館部  17(日) 辰市 

23(土) 休館日    24(日) 日比野 

30(土）休館日   31(日) 休館日 

( 4 月  )        

6(土)  才峠      7(日) 倉岡 

13(土) 大西      14(日) 光本 

 20(土) 図書館部    21(日) 高橋 

 27(土) 日比野    28(日) 光本 

 

    

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   

 

● 最近、めっきり視力が落ちた。シリンジ計量の目盛確認があやしいので「そろそろ引退かな」と

いうと、スタッフからは「まず先に、鳥見の時にかけるメガネをかけてください！」と一蹴された。              

（酒井） 

● 3，4 月春は弥生の鳥の季節、冬鳥、夏鳥入り乱れ・・となりますように。          （日比野） 

● ｶﾞﾝｶﾓ調査  支部鳥のｴﾅｶﾞさんはじめ、ｶﾜｾﾐ･ﾀﾞｲｻｷﾞ･ｸｲﾅ･ﾋｸｲﾅ・ﾓｽﾞ･ｷｾｷﾚｲ･ﾂｸﾞﾐ･ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ・ 

ﾒｼﾞﾛ･ｷｸｲﾀﾀﾞｷさんたち、応援ありがとうございます。                       （石川） 

●「事務所当番は誰も来なくて暇だからやりたくない・・・」との声（私の声？）を受けて、それぞ 

れの当番さんらしい「茶飲み話のお題」を設定していただきました。「そんな無理を言うんな 

ら、もう当番せんぞぉ！」って声も出そうなので、是非お話にいらしてください。     （光本） 

 

 

http://homepage3.nifty.com/wbsj
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