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東日本大震災、被災者の皆様に    
       心からお見舞い申し上げます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
５ 月              ６ 月  

１（日） 八幡川探鳥会       ４（土） 連絡会（18 時半～） 

３（祝）  南岩国初心者探鳥会    5（日）   八幡川探鳥会 
８（日） 久井宇根山探鳥会    １２（日）  芸北初心者探鳥会 

８（日） 太田川探鳥会            

１４（土）  連絡会（18 時半～）     

１５（日）  八幡川清掃探鳥会          

２２（日）  宮島探鳥会             

２９（日） 比婆山探鳥会          ２６（土） 森の新聞発送（15 時半～） 
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東日本大震災、被災者の皆様に 

心からお見舞い申し上げます 
 
 

   ３月１１日（金）に発生した東日本大震災・大津波によって亡くなられた多くの 
方々のご冥福を祈り、また被災された、より多くの方々に衷心よりお見舞い申し上 
げます。 

 
   本部からの情報によると、震災の１週間後には被災地の支部の全ての代表や事務 

局の方々の無事が確認できたことは心の救いですが、いまだに連絡の取れない会員 
も多いとのことです。一人でも多くの会員が無事でおられる事を祈るばかりです。 

本部では被災地会員の安否情報をホームページで求めています。もし情報をお持 
ちの支部員がおられたら、ぜひ本部会員室（☎０３－５４３６－２６３１）にお知 
らせください。また、義捐金や救援物資の募集あるいは被災会員の本部会費免除な 
ど救援活動も実施中ですので本部ホームページをご参考になさってください。 

 
被害があまりにも大きく、原子力発電所の破壊による放射能放出も重なったため、 

  地震発生から２か月近くが過ぎた現在でさえ被害の全貌が把握できず、復興のめど 
さえ立っていないという悲しい現状です。亡くなられた方は戻っては来ず、身内を 
亡くされ家財産を流失された方々の悲しみは容易には癒えないことでしょう。しか 
し我が国は、国土や犠牲者の規模において今災害をはるかに上回った第二次世界大 
戦の敗戦から、数十年をかけて世界有数の国家に完全復興した実績を持っています。 
日本人のそんな底力をもってすれば、被災地いや日本が、被災前よりもっとすばら 
しい国家に復興することは間違いないと思います。 

そのためにも我々日本野鳥の会広島県支部員一同も活動を今以上に活発化し、日 
常生活も過度の自粛に陥ることなく大いに活性化して、日本全体を元気にすること 
によって被災者の方々の復興を支えたいものです。 

           支部長 福本幸夫 
 
 
 
 

― １― 



 
 

★ 森の新聞の『PDF 配信』、再募集！   
昨年より配布が始まりました「森の新聞 PDF 版」の配信ですが、諸事情で配信者名簿を失

い、前号・今号の配信が停止しております。つきましては、あらためて PDF 配信の希望され

る方を募集させていただきますので、希望される方は下記連絡先までご連絡をお願いします。 

☞ 連絡先   光本正伯  m_komoto@nifty.com 

☞  連絡方法  必ずメールにてご連絡ください。 
☞ PDF配信のメリット 

      ■美しい「カラー版」でお手元に配信されます 

      ■支部会計の「会報印刷・送付費用」が節約できます 

      ■次号より、開けてびっくりの素敵な「オマケ」（内容は秘密）が！ 

 

 

 

★ 中四国ブロック交流会に参加しませんか？ 
締切間近！ 

①開催日 ２０１１年５月２８日（土） ２９日（日） 
②場所  鳥取県日野郡江府町 東伯郡琴浦町一帯 
③会場  休暇村「奥大山」  〒689-4424 鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成 709-1 

   ④参加費 １０，０００円 
 

２８日（土） １３：００～１４：００ 受付（休暇村 奥大山） 
            講演 「鳥インフルエンザについて」（仮題）  
                  鳥取大学教授 山口剛士 氏  
               「鳥インフルエンザ 私たちはどう対応すべきか」（仮題） 

日本野鳥の会 金井裕 氏 
２９日（日） 

朝食後、大山の秘境と呼ばれる「大山滝」をご案内します。 
アカショウビンやオオルリ、ホトトギスなど多くの夏鳥が楽し 
めます。   １１：００ 現地解散 
 

☞ 申込先   日比野   

☞ 締切   5 月 4 日（厳守） 

         

          4 月 10 日現在支部長を初め 4 名参加予定しています。 

楽しくて為になるブロック交流会に一緒に参加しませんか？ 

野鳥の会会員であれば特別な参加資格はありません。 

 

－２－ 



 

 

 

 

★ 事務所（野鳥図書館）当番 に、ご協力ください！ 
 

前号で募集いたしました「事務所当番」に、多くの仲間から協力の申し出をいただ 

きました。深く感謝申し上げます。 

下記は６月～９月での「穴あき」です。支部の宝である図書館を一日でも多く開館 

できるよう、引き続き協力者を募集いたします。どこか一日でも結構ですのでよろ 

しくお願いします。 

   

★「穴あき」リスト        

       ６月１８日（土）  ７月２日（土） ７月２３日（土）  ９月３日（土）                            

９月２４日（土）  ９月２５日（土） 

                                   

☞ 担当者：光本正伯 m_komoto@nifty.com  090-4694-8632 

 

 
★ 「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、直接事務局（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。 

 

 

－３－ 
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　日増しに緑が濃くなり、山も川辺　

もすっかり初夏の彩りになりました。

どんどん出かけましょう。
5/1 （日） （広島）

① 探鳥会は原則として「雨天中止」 3 （祝） 南岩国 （岩国）

　 　初心者探鳥会

　  無料）です。 8 （日） 太田川探鳥会 （広島）

② 記載運行時刻は４月現在です｡ 8 （日） 久井宇根山探鳥会 （三原）

　ご利用の方は直前に運行時刻を 15 （日） 八幡川清掃探鳥会 （広島）

　ご確認ください｡ 22 （日） 宮島探鳥会 （廿日市）

③ 自然に触れ、自然の姿を楽しむ 29 （日） 比婆山探鳥会 （庄原）

　観察会です｡ごみを捨てない、

　採集はしない、歩行中禁煙等の 6/5 （日） 八幡川探鳥会 （広島）

　フィールドマナーは守りましょう。 12 （日） 芸北 （北広島）

④ お問い合わせは事務局（土、日 　　　初心者探鳥会

　　午後２時～６時開設）　　

　　℡０８２－２３３－７３０４か、

　　各担当者までどうぞ。

⑤ 会員の方は「名札（会員証）」を

　 つけてご参加ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ＊野鳥図書館＝日本野鳥の会広島県支部事務局（℡０８２－２３３－７３０４）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◎月例会

５月/６月は開催予定はありません。

－６－

★室内例会のご案内 ～ 野鳥図書館（支部事務局）にて

◎森の新聞発送作業　 ６／２６（日）
　 　 １ ６ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０
日曜日の午後に設定してみました。会報の
「折りたたみ」と「封筒詰め」の作業を行
います。皆さんのご協力をお願いします。

　「参加費２００円」（中学生以下

　さああなたも、野鳥たちに会いに
探　鳥　会

八幡川探鳥会

たん・たん・探鳥会

2011年　　５・６月



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ たん・たん・探鳥会 ～～～ 

 
 
● ゴールデンウイーク中のシギチドリは？         

No.1774 八幡川探鳥会  ５／１（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。大幅に刈られてしまった葦

原にオオヨシキリは帰ってきているのでし

ょうか？ 
■９：００ みずとりの浜公園東側のベンチ 

付近に集合。昼過ぎに鳥合せ・解散。 
担当：日比野■■（ 090-■■-9315 ） 

 

 

 

● 初心者探鳥会  

No.1775  南岩国初心者探鳥会   ５／３（祝） 

 
シギ・チドリ観察の基本と蓮田の歩き方を学

ぶ、「初心者限定」の探鳥会です。のんびり

歩きながら野鳥観察の楽しさを見つけまし

ょう。事前申込制です。必ず下記の連絡先に

お申し込みください。 

■詳細は申し込み後に連絡します。 

7：30 JR広島駅集合、15:30ごろ広島帰着 

 担当：光本■■（090-■64-8632） 

               m_komoto@nifty.com 
 
 

 

● サギの子育てを間近に観察！ 

No.1776 太田川探鳥会 ５／８（日） 

 

白島の長寿園の森（京橋川河畔）と、ホーム 

テレビ近くの太田川中州にあるサギのコロニ 

ー（集団繁殖地）を中心に観察します。 

■８：００ アストラムライン白島駅に集合。 

付近一帯を観察します。 

  担当：光本■■（090-■64-8632） 

 

 
－７－ 

 

■定員 10名 締切～5月 1日（日） 

■お弁当、飲料、帽子と、筆記用具を、

必ずご持参ください。 

■広島～岩国の運賃は 820円です。 

 

■ボランティアスタッフ、若干名を募

集します。 

■今回の探鳥会中は、野鳥写真の撮影

はご遠慮ください。 

 
■車で参加される方は、白島北町 
一帯のコイン駐車場などをご利 
用ください。 

 
●今年は 2 部は開催しません。 

 



～～～ たん・たん・探鳥会 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

● 里山にサギ山と夏鳥を訪ねて  

No.1777 久井宇根山探鳥会 ５／８（日） 

 

 初夏を迎えた三原市久井周辺の田園地帯を、

車で移動しながら探鳥します。まず集合地点

の駐車場から「大・中・小・亜麻・五位・笹」

の６種が入り乱れるサギ山をじっくり観察。

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。 
 
 
 

 

 
 

● 干潟をきれいに！ 

No.1778 八幡川清掃探鳥会  ５／１５（日） 
 

昨年に続き、野鳥の楽園「八幡川河口」を清

掃する探鳥会です。皆さん是非お集まりくだ

さい。 

  ＜詳細は 本号をご参照ください＞ 

 

 

開催日変更 

 

● 初夏の宮島でウォッチング ！ 

No.1779 宮島探鳥会    ５／２２（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、キビタキ・コサメ 
ビタキなどの夏鳥や、カラ類などの留鳥を観 
察します。早起きしてお出かけください。 
■７：００ 宮島側の「船着場待合室」に集合。 

後半も参加される方は、弁当・飲料をご持参 
ください。昼食後に適宜解散します。 
 担当：日比野 

 

          －８－ 

 
■清掃活動終了後、埋め立て地内の観 

察会を開催します。 

 

担当：堀江 

 

 

 

 
■９：００ 三原市くい文化センター 
 駐車場に集合。 
■付近を探鳥し、昼前には解散予定。 
※ コースは状況に合わせて変更 

されます。 
 

担当：藤井 

 
■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。 

バードウィーク 全国一斉探鳥会 



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ たん・たん・探鳥会 ～～～ 

 
       

● 早朝のコーラスを満喫！   

No.1780 比婆山探鳥会   ５／２９（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。 
■４：３０ 立烏帽子山駐車場に集合。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します。 
■朝食・飲料をご持参ください。 
（着衣・靴には充分ご配慮ください。） 
 

 

● 入梅前に熱い鳥見を    

No.1781 八幡川探鳥会   ６／５（日） 

 
毎月がんばる八幡川。暑い暑い入梅前も、しっ 
かり歩いて観察しましょう。夏の代表は、飛び 
交いダイブする純白のコアジサシ。今年は埋め 
立て地内での繁殖に期待したいものです。変わ 
り果てた環境にどんな野鳥が適応できるか、楽 
しみに観察していきましょう。 
 
 

● 初心者探鳥会 第二弾！ 

No.1782 芸北初心者探鳥会  ６／１２（日） 
 
芸北・臥龍山を訪問し、基本的な夏鳥のさえ

ずりと夏山の歩き方を学びましょう。参加者

を「夏の高原での観察経験の無い初心者」に

限定します。事前申込制ですので、早めに担

当までお申し込みください。 

■広島市内を 5:00頃出発する予定です。 

15:00頃には市内に帰着します。 

担当：光本 

               m_komoto@nifty.com 

 

                －９－ 

 
■定員 4 名 6 月 5 日締切 
■詳細は申込者にご連絡します。 
■広島市内からの全コースを、担当の 
車にてご案内します。 

■臥龍山では、舗装道路を 2ｋｍ程度 

 歩く予定ですので、歩きやすい靴で 

 ご参加ください。 

■今回の行程中は、野鳥写真の撮影は 

ご遠慮ください。 

■ボランティアスタッフ募集します。 

 （自分の車で来れる方、限定） 

 

● 公共交通機関はありません。  

 

担当：三好 
 

 
■集合時間・場所等の詳細は、５月 
と同じです。７頁をご覧ください。 

 
■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。 

 

担当：日比野 



 

 

 

堀江 
 

今年度のバードウィーク関連行事として、八幡川河口の貴重な野鳥の生息環境を地域に 

紹介し、また、将来の野鳥公園の設置について理解を求めるために「人工干潟清掃探鳥会」

と「野鳥写真展」を開催します。 

イベントの準備や当日のお手伝いをしていただける方も募集しています(☞右ページを 

ご覧ください)。みなさんのご参加とご協力をよろしくお願いします。 

 
「人工干潟清掃探鳥会」のご案内 

人工干潟の清掃活動と野鳥観察を通して、「人と野鳥の共生」を考える機会となるように、

「人工干潟清掃探鳥会」を行います。市民にも広報し、非会員を含む地域参加型のイベント

として、清掃活動のあと、埋立地の野鳥を観察します。 
 
(1) テーマ： 「人と野鳥の共生を考える」 

(2) 日 時： 2011 年 5 月 15 日（日） 12 時 30 分～15 時 00 分  

※少雨決行。強風雨の場合は、５月２９日(日)に順延。 

(3) 場 所： 八幡川河口人工干潟(清掃活動)～埋立地(野鳥観察) 

(4) 集 合： みずとりの浜公園東端の広場（１２時００分受付開始） 

(5) 参加費： 無料 

(6) 申込み： 不要 

(7) 持ち物： 帽子、濡れたり汚れてもいい靴(長靴が望ましい)、飲み物、 

不要なレジ袋(あれば)、双眼鏡・スコープ 

※軍手、清掃活動後の飲み物を用意します。 

【ご注意】 

(1) 帽子、飲み物など、暑さ対策をご用意ください。 
(2) 埋立地内にはトイレがありません。みずとりの浜公園のトイレをご利用ください。 
(3) 小学生以下のご参加には保護者が同伴してください。 

【ご案内】 

●当日は、「ひろしま野鳥図鑑増補改訂版」(定価 2,800 円)を 1,000 円で販売します。 
●参加者全員に日本野鳥の会オリジナル「ミニミニ野鳥図鑑」を差し上げます。 

 
※人工干潟清掃探鳥会と野鳥写真展は、アサヒビール社のアサヒスーパードライ「うまい！を  
明日に！」プロジェクトの寄付金を原資とした「海の環境保全活動助成金」により開催します。 

 

－●－ 



「野鳥写真展」のご案内 

バードウォッチングの普及、会員の作品発表の場として、JR五日市駅で「野鳥写真展」を

開催します。同駅の一日の利用者は約 5万人。自由通路は、区民の生活道路ともなっており、

地元の文化ゾーンの一つとして活用されています。日ごろの成果を発表できる絶好の機会 

です。みなさんのご応募をお待ちしています。 
 

(1) 展示期間： 2011 年 6 月 1 日（水）～6 月 14 日（火）（予定） 

(2) 展示場所： JR 五日市駅「区民ギャラリー」（五日市駅南北自由通路掲示板） 

(3) 募集要項： 

① 募集期間： 2011 年 4 月 27 日（水）～5 月 27 日（金）  

② 対象作品： 八幡川河口を中心に広島県内で撮影された野鳥の写真 

(餌付けや抱卵・育雛の様子など野鳥の生活に大きな影響を与えて

いることが明らかな写真は採用しません) 

③ 応募点数： 募集点数 30点で、1人 3点以内 

(応募多数の場合は、佐伯区内で撮影された写真を優先します) 

④ 応募方法： 撮影者データ(郵便番号・住所・氏名・電話番号)、作品１点ごとに 

種名・タイトル・撮影年月日・撮影場所を明記の上、撮影データの

入った記録メディア(CD・DVD・USB メモリーなど)またはプリント

(四切サイズ)を担当までお送りください (Eメールは不可) 。 

※データ提供の場合、プリント代金は支部で負担します。 
 

【人工干潟清掃探鳥会＆野鳥写真展の問合せ・応募先】 

☞担当：堀江春生 〒739-1753 広島市安佐北区狩留家町 652-1 

携帯:090-8951-3828 E-mail:UGJ17468@nifty.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ スタッフ募集 ★ 
人工干潟清掃探鳥会の準備や当日のお手伝いをしていただける方を募集しています。 

ご協力いただける方は、事前に担当までご連絡ください。よろしくお願いします。 
 

●前日の準備(資料の封筒づめなど) ：5 月 14 日(土)14 時～18 時(於：支部事務所) 
●当日のスタッフ：当日 11 時 30 分現地集合。反省会のあと、15 時 30 分解散予定 
①受付…5 名 
②看護係…若干名(看護師、救命講習または日本赤十字社救急法講習を修了された方)  
③清掃活動のリーダー・サブリーダー(安全係)…各 5 名 
④野鳥観察の案内係…10 名(当日、スコープを持参できる方) 
⑤その他、記録(写真撮影)、当日の資材運搬など…若干名 

 
－●－ 



                 ―  ― 

四季のない探鳥地発見！ 
酒井 

昨年の年末は、某大学病院で家族の者が手術をすることになりバタバタに。夜に仕事帰りに立

ち寄ったり、休日にも着替え運びなどを行い、正直ちょっぴりお疲れモード。 

手術も無事終わり、動けない患者のわがままにつきあった夕暮

れの帰り道、バスを待ちながらふと見上げると、おお！どこかで

お会いしたことのある美しい鳥（１）が!!  

それまでは、夜に行くことが多かったのと、視線を少し上向き

にしないと気付かない高さだっだので気づきませんでした。確か

に下には木立が描かれており、なるほどといった趣。 

さらに視線を動かすと、私

の大好きな鳥（２）も！ 

 

いや、その隣にもまた別の…こうなると、携帯電話のカメ

ラをシャキン！と取り出し、怒濤のごとく撮りまくり。もち

ろん、すべてを捕らえるべく、通りゆく方々（車内を含む）

の視線など全く気になりません。乗るはずのバスを何台見送

ったことか。最終的に計 12種の野鳥が観察(?)できました。 

  もちろん、確認のため、工事現場をぐるりと一周したことはいうまでもありません。 
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                 ―  ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年ぐらいまで工事が続くらしいので、もしかしたら、皆さんにも出会えるチャンスが

あるかもしれませんね。（あまりお世話になりたくない場所ですが） 

え？鳥合わせ？ はい、時間（紙面切れ）になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この記事のイラストは実物に忠実なカラーで描かれ、PDFで是非お目にかけたい内容に 

なっています。次回の PDF配信にはこの記事も添付いたしますのでお楽しみに。 

                               PDF配信担当 光本 

↑これは天地の写し間違いではありません 
このように描かれていました 
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9 
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7年間もの間、財団法人「日本野鳥の会」（本部）の 

理事・評議員としてご活躍頂いた日比野さんから、 

その退任を機に「理事会報告」を頂戴しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【理事会】 
   平成23年４月に新制度下の「公益法人日本野鳥の会」に移行することが定まり、

本部に近い大崎第一地域センター区民集会所で３月６日（土）旧制度の最終理

事会と評議員会が開かれました。 

そこで平成23年度「事業計画」と「収支予算案」の承認と合意が滞りなくな

され、４月から従来の理事・評議員に代わって新制度の下でのコンパクトな陣

容の評議員・理事に引き継がれることになりました。 

 

 

【支部名称に関する説明会】 
理事会に引き続き開催された「支部名称の扱いに関する検討経緯説明会」で

は、 内閣府公益認定等委員会事務局から超例外的に支部名称が存続できた経

緯についての書面が提出され、また説明者も来られ、野鳥の会の公益性の増進

のため「 支部名の有用さ」が認識され、今回の決定になった経緯の説明がな

されました。 

   広島県支部は、連携団体「日本野鳥の会ひろしま」とすることになっていま 

したたが、１月に柳生会長をお招きして開催した支部設立30周年の支部総会で、 

日本野鳥の会「広島県支部」と名乗ることの合意を得て支部に戻ることとなり、 

今後規約の復元等を次期総会で行うことになっています。 

 

            ―  ― 

日比野政彦さん   廿日市市在住 
  前 日本野鳥の会 理事 
  元 同会広島県支部支部長 
  日本鳥類標識協議会会員 
  日本鳥学会会員 
  

1977年から八幡川河口をフィ

ールドにしてバードウォッチ

ングを始める。 1981年に日本

野鳥の会広島県支部発足後、

毎月1回の八幡川の探鳥会を継

続中。 

  

 



 

全国に９０ある支部の対応は様々です。まだ移行していなかった支部はその

ままとしても、既に移行した支部の中には「速やかに支部を復元しようとする

支部」と「連携団体のまま推移しようとする支部」があり、関東を中心とする

支部では後者の傾向が強く、今後、「本部」対「支部」間の問題に発展しない

か危惧を感じているところです。 

なお、本部・支部・会員との密接な連携のために７月２～３日の予定で全国

総会を計画中とのことです。 

 

 

【理事を終えて】 
野鳥の会を支えているのは毎日野鳥観察、調査や保護を地域の現場で実践して 

いる「会員」です。そして、野鳥を通して環境問題に取組み７５年以上の保護活 

動の歴史を持ち『広く社会に影響力を持つ日本野鳥の会である』との信念から、 

本部の会議等では若干「うるさい」と思われかねない発言をしてきました。 

（多少反省）ただ、単なる批判でなく、常に前向きに「どうしていったらよいの 

か」を意識した発言をしてきたつもりです。役員を経験し、本部の実態も理解 

してきたころから歯に衣をきせぬ発言もできるようになったのは、それこそ 

「どげんかせんといかん」の想いからでした。 

具体的には、評議員時代はそれほどでもありませんでしたが、理事になって 

からは環境保護団体として活動をしていく上で絶対に必要な資金的な支えの 

問題、恒常的な赤字体質をどうして行くかが焦眉の事項でした。 

日本野鳥の会が環境問題に対応するトップの自然保護団体として、積極的・ 

意欲的に発言・活動していることが社会に認知され続けている。それが会の実力 

の源である「会員数定着」と「寄付金」（この2つが収入の中心）につながり 

更なる活動の源泉となる。野鳥の会会員と本部職員が一体になって野鳥の会 

本来の活動をすること。これが補助金をもらわず、社会に迎合しない環境保 

護団体であり続ける野鳥の会の本質であると確信しているからです。 

  

私が本部においてこのような活動が出来たのも、７年間もの長い間継続して中 

四国ブロック選出役員として発言する機会を与えていただいたからです。中国四 

国ブロックの役員選任の仕組み（中国１名、四国１名の評議員２年を２期、その 

後、中四国選出理事を１期）の中で、合計７年（最後１年は新制度移行の遅れか 

ら理事１年間を延長）続けることができたことを深く感謝しています。 

皆様ありがとうございました。 
                             日比野政彦 
 
 

日比野さん、長い間ありがとうございました。 
 

－４－ 



ハギマシコ 63 12/19

ベニマシコ 1 3/1

コクガン 1 3/10

オカヨシガモ 10 3/13

ミサゴ 1 3/20

ヤマドリ 1 2/22

ヤマドリ 1 2/22

ヒメアマツバメ 10 2/13

ツバメ 6 3/9

アリスイ 1 3/15

ダイシャクシギ 1 3/25

ホシガラス 1 12/23

カワラヒワ 215 1/15

ヤブサメ 1 2/26

10羽１列で泳ぐ

休息　（インターネットでの種名問い合わせ）

野 鳥 情 報

ヒドリガモやオカヨシガモに混じってのんびり

足輪あり

電線にとまると半数ちかくが、羽づくろいをはじめた

横を飛び（低い）右横の木の下に隠れる横を飛び（低い）右横の木の下に隠れる

今季初認

初認、さえずり

林道沿いのヤダケの茂みから飛び出した

河口干潟でカニを捕食していたり，水浴び，羽繕い

路肩近くに枯れた松葉がおちているなかで餌をついば
む

◆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は事務所のアドレスにメール添付してください。 

◆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。 

※備北地域の情報は今回見送り 

【東広島・竹原】Ⅰ: 2 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 0 件

【福山・尾三】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 1 件 ， Ⅲ: 6 件

【芸北】 Ⅰ: 4 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 32 件

【備北】 Ⅰ: 0 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 1 件

Ⅰ，Ⅱ ～

Ⅲ ～

報告者数： 10 名 種数： 117 種 件数： 54 件

※番外 0 件を除く。

2011/3/26

2011/3/262011/1/1
受付期間：

2011/2/11

【広島・呉】 Ⅰ: 2 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 6 件



【寄贈本】 

■「山口野鳥 2010 第43号」 
日本野鳥の会山口県編集･発行  B5判 写真16頁 文11頁 

     豊富な野鳥写真（オオチドリ夏羽)や詩･エッセイに加え、江汐公園(山陽小野田市)の 

鳥類生息— 10年前との比較を詳細な観察記録による分析と多彩。 

 

■「海老山へ行こう！植物ﾐﾆ図鑑」  
広島市ひと･まちﾈｯﾄﾜｰｸ吉見園公民館編集･発行 B6判 56頁  

「海老山(標高53.7m)は八幡川河口西1kmの小さいけど歴史と自然の宝庫です。 樹木33 

種を中心に解説されたガイドブックで、植物326種、昆虫･クモ92種、野鳥50種(当会 

住田氏調査)の調査記録は貴重です。 
  

ほかに「比和科学博物館研究報告 第52号2011年2月」｢庄原市立比和自然 

科学博物館 標本資料報告第11号｣ を庄原市立比和市立博物館から寄贈し 

ていただいています。ありがとうございました。 

  

【購入本】 
■「鳥との共存をめざしてー考え方と進め方-」 

日本鳥類保護連盟編集 中央法規発行 A5判  375頁  

やがて全国の里地･里山に戻ってくるトキやコウノトリとどうつき合えばよいかも見 

えてくる、人と鳥の好ましい共存の手引き(～本の帯より) 

・・・具体的でわかりやすい本です。初夏、事務所にかかってくる電話「雛を拾 

   った」への対処法も。 

 

■「野鳥の記録 与那国島 2002年3月～2007年1月の678日間の観察記録」

 宇山大樹著 文一総合出版  B5判  224頁  

与那国島は日本最西端、台湾から111km東の亜熱帯気候の島。宇山氏は東京都在住、 

中１から野鳥観察をはじめ定年後の春280日･夏28日･秋229日･冬141日は与那国島の民 

宿に下宿して島内を自転車で早朝から日没後までめぐり、すべての野鳥を数え観察し 

た記録。留鳥21種･夏鳥6種･冬鳥67種･旅鳥183種･迷鳥44種 総数971,360羽。 

 

－５－ 



 

 

 

◎３月連絡会  

日時：３月５日（土）18:45～21:20 

出席：福本、光本、堀江、山室、高橋、 

井町、日比野 

１．報告事項 

(1)統一地方選開票調査 （堀江） 

NHK 依頼に応じ対応する。 

(2)メジロ愛玩飼養廃止（堀江） 

     広島県への要望文案準備中 

(3)探鳥会担当者への書類送付（光本） 

２．支部ホーム・ぺージ（高橋） 

    2007 年以降の野鳥情報が未掲載等  

３．K 幹事の業務代行確認について 

(1) 担当探鳥会、代行者の確認調整 

(2) 中国新聞メルパルク教室 

      代行者の確認 

(3) 広島県と実施中のガン・カモ調査 

資料所在の確認と対応について 

(4) 森の新聞･年報用 PC 資料、事務所 

キー等のデータ所在確認 他 

(5) 事務所管理・当番調整担当 

     光本が代行 

(6) 中四国ブロック会 日比野が代行 

(7) 森の新聞編集 次号光本が代行 

４．八幡川清掃探鳥会（堀江） 

     5 月 15 日（日）少雨決行 

５．八幡川対応（堀江） 

     3月 8日福本･堀江が広島県と打合 

６．本部・支部ネットワーク（光本） 

     一時凍結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎４月連絡会 

日時：４月２日（土）19:00～20:50 

出席：堀江、高橋、光本、日比野 

１.写真展（堀江） 

場所:五日市駅通路区民ギャラリー  

内容:鳥中心に佐伯区内撮影写真で 

30 点程度、写真提供協力依頼。 

２．アオバズク営巣木の件（堀江） 

太田川工事事務所可部出張所から 

伐採相談、環境の変化があり営巣困 

難となっていることから承諾する 

方向。 

３．清掃探鳥会（堀江） 

計画に基づき次会連絡会で再確認 

４．清掃探鳥会配布パンフレット（〃） 

４月中に校了、５月納品 

５．広島県打合結果報告（堀江） 

詳細と対応次月に継続 

６．中四国ブロック会（日比野） 

鳥取県支部主菅、5 月 5 日〆4 名申 

込み。5 月 28～29 日 休暇村奥大山 

７．探鳥会予定（光本） 

調整。開催日を固定した月例探鳥会 

の設定に向けての論議（八幡川、縮 

景園） 

８．事務所当番（光本） 

新たな鍵保持者（高橋、倉岡） 

９．野鳥情報について（高橋） 

ホームページ担当（高橋）公開基 

準の整備と相談先の設定について 

10．森の新聞・年報（光本） 

5,6 月号ページ割り、4 月 10 日原稿 

締切。年報発行時期：10 月予定 

 

 

次回連絡会 
 5 月 14 日（土）18 時 30 分 

      

連 絡 会 報 告 

野鳥図鑑の出版目指して、 

皆様のご協力を！ 
■H22年度末残高           円 

■H23 年度の 寄附金            円 

    野鳥図鑑売上金          円 

■H23.04.17現在残高         円 

  以上、ご報告いたします。（会計：光本） 



 

 FRESH BIRDER   新しい仲間    2011.4.10現在 会員数 574（家族会員 125） 

 

久保 敦史（奈良県橿原市）   浜井 育子（広島市南区）   向井 均（広島市西区） 

          

★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  
 

● 35年間の親友、小島先生の働きでこの会が持っているのだ。（日比野） 

● 職場での東北支援。長期化予想で救護班現役を退いた年寄り(？)にもお声がかかりそうな気配。  

行くときはまじめに仕事します（酒井）   

● ひろしま野鳥図鑑に導かれて八幡川河口を訪れた東京からの人々とコクガンﾝを見ました(石川) 

● 私が担当になってからは初企画の「初心者探鳥会」に、本当（！）の初心者の方６名から参加申し込みを 

いただきました。飛び上るほど喜んでいます。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 １３ 日（日）原稿締切日（光本まで）    

 ６月 ２６ 日（日）発送作業  １５：３０～     

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 ）   

1(日) 休  館   

7(土) 山室文雄    8(日) 中崎悦子 

14(土) 図書館部   15(日) 大屋俊明 

21(土) 益田耕三   22(日) 佐々木隆夫 

28(土) 石川真智子 29(日) 休  館 

 

( ６月  )        

4(土) 山室文雄   5(日) 久藤史枝 

11(土) 若木一之   12(日) 日比野政彦

18(土) 募集中！   19(日) 表田眞一

25(土) 久保孝子  26(日) 益田耕三 

 
 
 

   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   

・支部へのご送金は ･･ 郵便振替 ０１３００－６－２１８９ 

 
 

http://homepage3.nifty.com/wbsj
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