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謹賀新年！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 月               2 月  

７（土） 連絡会（18 時半～）     4（土） 連絡会（18 時半～） 
８（日） 太田川探鳥会           5（日） 本庄水源地探鳥会 

  ９（祝） 八幡川探鳥会        11（祝） 似島探鳥会 

  22（日） 広島城探鳥会        12（日）  八幡川探鳥会 

    〃       H24 年度総会     19（日） 松永湾探鳥会 

  29（日） 笠岡湾干拓地探鳥会     26（日） 宮島探鳥会＆新聞発送 

 

       

2012. 1・２ 

         １７８ 日本野鳥の会ひろしま 

シロエリオオハム 
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新年度を迎えて  
今年はどうか良き一年でありますよう 

‐支部の運営は危機的です、助けてください‐ 
支部長 福本幸夫 

 ２０１１年の日本は大災害の続いた年でした。３月１１ 
日の、千年に一度ともいう未曽有の大災害、東日本大震災 
に続き、７月と９月にはそれぞれ２個の大型台風に襲われ、 
各地に豪雨や強風による大きな被害を出しました。 

また災害ではありませんが、円高不況の悪影響等、政治 
経済的にも危機的状況が続いています。世界的にもエジプ 
トをはじめとするアラブ独裁諸国の政変、欧州金融不安、 
タイの大洪水の世界経済への悪影響、中国の高速鉄道の衝 
突脱線事故等々、ここに書ききれないほどの大きな出来事 
がたくさん起こりました。 
 偶然でしょうが、この傾向は支部の運営にも当てはまっ 
てしまいました。何より大きな出来事は、長年、支部の運営の中心として、ひとりで

何人分もの仕事をこなしてこられた小島規嗣さんがお仕事中に倒れられ、現在も入院

中で回復の目途が立っていません。また、保護活動など多方面に活躍していただいた

堀江春生さんも会務を離れざるを得なくなりました。さらに支部総会の会場予約やオ

ークションでの名セリ人として活躍されていた大屋俊明さんが永眠されました。 
 残った役員で会務の再配分をしたり、新たに役員に名乗り出ていただいた方で何と

か来年の活動計画を立てましたが、戦力低下分の補充はとても充分とは言えず、保護

部、探鳥会、事務所当番など各所に穴が開いたところが目立ちます。このまま活動の

低下が続けば、それでなくとも漸減傾向の支部員数にも、更に悪影響を与えることが

心配です。 
 どうか支部員の皆様におかれては、余暇の一部、鳥見に使う時間の一部を支部運営

に裂いていただければ嬉しいです。会務はベテランでなければできない難しいことば

かりではありません。誰にでもできる、事務所に来なくても家庭で電話やパソコンを

使ってできる仕事も多いです。とりあえずは毎月第一土曜日１８時半から事務所で開

かれている連絡会に顔を出していただくか、役員の誰かに連絡を取ってください。連

絡会に出たからといってすぐに何か仕事を分担しなければならないということは絶対

にありません。連絡会に出てみんなの話を聞いたり、自分の意見を言ったりしている

うちに、自分でもできることが見つかれば分担していただければ幸いですし、なけれ

ば時々連絡会にただ出席していただくだけでもうれしいです。連絡会の出席者数が増

えるだけでも、どれほど心強いことでしょう。 
新年早々このように目出度くないことばかりお話しするのは心苦しいのですが、支

部員の皆さんが支部の実情をご理解のいただき、ご協力をいただけるようお願いして、

新年のご挨拶に代えさせていただきます。 
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支部総会を下記の要領で開催します。 
 
前年度決算・事業報告、本年度事業計画・予算案 
などの例年の議案のほか、会の名称を「広島県支 
部」に戻すための規約改正についての議案があり 
ます。大勢の会員の参加をお待ちしています。 
 
総会に併せての講演会では、広島県感染症予防研 
究会委員・Y 島病院前院長で、本会会員でもある 
倉岡さんにお願いし、「鳥インフルエンザと感染 
症」の演題でお話を聞かせていただきます。 

 
日時 ：平成２４年 １月 ２２日（日） 13：00 ～ 17：00 
場所 ：三篠公民館 082-237-3077 広島市西区打越町１０－２３（JR 横川駅北） 

※ 総会に関するお問い合わせは、光本まで 

１、総会議事 13:00～14:00 

議案 
① 平成２３年度事業報告・決算報告・会計監査報告  

② 平成２４年度事業計画案・予算案の審議と、役員紹介 

③ 支部規約改正・支部名称変更 

～「野鳥の会ひろしま」から「野鳥の会広島県支部」へ         
２、講演 14:00～15:00 

「鳥インフルエンザと感染症」 
 講師：倉岡さん（広島市在住 支部会員） 

３、懇親会 15:30～17:00                     

アルコール抜きで、軽食をつまみながらいろいろ語り合いましょう。差し入れ・持ち込み大歓迎。

ミニ・バードソン 2011 表彰式、恒例のオークションなども行います。どうぞお楽しみに！ 

 

★オークション出品、食品の差し入れ、募集中！ 
鳥に関するもの、鳥には関係ないけど楽しいもの、手作り品、おみやげ …何でも OK！ 
懇親会でみんなでつまめる「食品類の差し入れ」とともに、当日会場にご持参ください。 

 

■懇親会終了後、別会場で「新年会」も予定しております。是非こちらにもご参加ください。 

   ※ 新年会の参加は、当日新年会幹事の井町まで 
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　　　　　総会提出議案の一部を掲載します。

◎　会計報告（12月31日付にて決算のため、省略　）

―　３　―

　　　 樹木伐採などについてのアドバイスも行った。

１４、   八幡川埋立地問題について、行政との交渉や意見交換を行った。また太田川河川敷の

　　　　(スタッフ・報道関係者26名含む)

１３、   5月15日に、八幡川河口部において「人工干潟清掃探鳥会」を実施した。参加者は94名。

平成24年度　総　会　議　案　

１、平成23（2011）年度　会計報告・事業報告

　１、    庶務･会計･会員管理等の定例業務を行った。

◆     総務関係

◎ 平成２３年度　活動報告

１２、    野鳥衝突防止ステッカー「タカ丸くんⅢ」を販売した。

　２、   本部や各支部からの報告・資料、会員からの寄贈本を受領した。

　１、    野鳥図書館の蔵書・ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオなどの貸し出しと、整理業務を行った。

◆     図書館関係

１６、 会報「森の新聞」の、創刊号からのPDF保存作業に着手した。

 　　　奥大山・支部長 日比野）に、支部の代表者を派遣した。

１５、   連携団体全国総会（7月2日東京・支部長）、中四国ブロック交流会（5月28・29日鳥取県

　６、    室内例会を、１回 野鳥図書館で開催した。

　５、    探鳥会を計49回を計画･実施した。

　４、    平成23年度「年報」を発行できず、次年度との合併号に繰り延べた。

１１、  「ひろしま野鳥図鑑」を販売した。

１０、   野鳥情報カードの収集・整理を行い、ホームページへのアップも行った。

　９、    1月に、県と協調して全県に渡る「ガン・カモ類生息数調査」を実施した。

　８、    4月・9月の2度、県下における「シギ・チドリ生息数調査」を実施した。

　　　　集まった募金（13,140円）は、八幡川野鳥公園のための基金に繰り入れた。

　７、    ミニ・バードソン2011を10月下旬～11月中旬に実施て、8チーム、延べ25名が参加した。

　５、    ホームページの開設と維持管理・更新を行い、支部活動紹介や行事案内を行った。

　４、    土曜・日曜の事務所（野鳥図書館）開館を、有志の協力を得て行った。　（年間　　　　日）

　２、    総務会計および事務所運営会計を行った。

　３、    会報発行のPDF配信に取り組み、賛同者にメールにて配信した。

　２、    会報「森の新聞」を年間6回発行した。

　３、    23年度総会の開催・運営を、有志の協力を得て行った。

　３、    蔵書・CD・ＤＶＤ・ビデオなどのコンピュータ管理を行った。

　　　　「記念講演会」と「懇親会」を開催した。参加者180人（会員80人・非会員100人）

　１、    23年度総会に併せ、支部設立30周年を記念して日本野鳥の会会長・柳生博氏を招き、

◆     事業関係（ 普及・編集・研究・記録・販売・保護活動など ）



　■一般会計
　　　１    収入の部 単位：円

金額 　　備　　　考

　　450人ｘ3000円

　50回開催*12人*200円　（但し、参加費－開催経費）

　利息収入　5,000　　寄付　20,000

　　タカ丸くん販売収入

　　　２　支出の部 単位：円

　　備　　　考

総　務　　　 会員管理 　郵送料

光熱費 　電気　水道　灯油

通信費 　切手購入　

電話料 　NTT　＠niftyプロバイダー契約

旅費・交通費 　ブロック会派遣・連携団体全国総会派遣

消耗品・印刷費 　トイレットペーパー　蛍光灯　　コピー

総会費用 　会場費　交通費補助　　講師謝礼　飲食費

団体会費 　密対連・中四国ブロックML

　小　計

研　究　　　 研究通信費 　ガンカモ・シギチ調査通信費

　小　計

事　業　　　 保護活動

例会費

ミニバードソン

　小　計

編　集　　　 森の新聞印刷費 1号、3～40,000円

年報印刷費

文具費 　新聞用封筒印刷、30,000円　年報用封筒印刷　

発送費 　90円ｘ500通ｘ年5回　　　年報　１回　

　小　計

図書館　　　 図書購入

消耗品費

　小　計

　　　　　　　　計

　　

　■基本財産に関わる収支

　一般基金 平成24年度収入 平成24年度支出

0 24年度　繰越金

24年度　事務所家賃

計 ■平成22年度末残高　　　

□平成２４年度　事業計画　　（略）

２、平成24（2012）年度　予算・事業計画（案）

―　４　―

　　費　　　目

　　会費収入

　　探鳥会収入

　　寄付金・利息収入

　　収入計

　　費　　　目

基本財産への繰入

支出計



支部長 福本幸夫

　　幹　事　　 日比野（調査研究 /会員管理） 　
小島 渡辺
井町 三好
石川（図書館) 倉岡　（会計）

山室 光本　（会計/編集/探鳥会）

　会計監査 才峠
松崎

　　　　■鳥類記録検討委員会 委員長　　福本幸夫

委員　　　 日比野・倉岡・光本

ヘルパー 佐々木（ＨＰ管理） 大田（図書館）
中崎　（研究調査）　 井上（図書館）

辰市　（タカ丸くん管理）　 上林（図書館）

酒井　（野鳥情報管理） 西村（図書館）

高橋　（ＨＰ管理） 吉岡（図書館）

■■（森の新聞BN保存作業担当）

　　　平成24年1月21日付でこの会の名称を変更することを提案します。

　　　名称（案）

　　■提案理由　　　財団法人日本野鳥の会の公益法人化にともない、「支部」の名称使用が
　　　　　　　　　　禁止されることとなり、平成22年度総会の議決をもって「日本野鳥の会
　　　　　　　　　　ひろしま」と会の名称を変更したが、その後、行政の指導が変更され、
　　　　　　　　　「支部」の名称を使用することが許可されたため、創立以来の会の名称に
　　　　　　　　　　　　　　　　戻すことを提案します。

■議案以外の、連絡会報告事項として

　　　野鳥情報公開基準の「附則」追加について

　　　従来の「野鳥情報公開基準」に、下記の附則を追加することにしました。

　　　　　　　附則
 　鑑み、鳥類記録検討委員会において野鳥保護・秩序維持に差し支えない
　 と判断した情報について、公開レベルを超えて掲載する事もある。

森の新聞175号のおける編集担当者の「野鳥情報公開基準」違反は、大いに反省するところです。
今後の支部が発行する紙媒体の野鳥情報に関して、現在休眠中の「鳥類記録検討委員会」の実働
を求め、編集段階で委員会の判断を仰ぐようルールを策定しました。
同時に、委員会が野鳥保護や公共の秩序維持に問題が無いと判断した場合は、羹に懲りて膾を吹
くこと無く、身近でホットな野鳥情報を会員に提供できるよう「附則」を設けましたことを報告
いたします。

３、平成24年度 支部役員　案

４、会の名称変更について

―　５　―

以上、総会議案 他 についてのお問い合わせは、光本まで。

１、支部の発行する会報・年報においては、会員に対する情報提供の意義を

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　日本野鳥の会 広島県支部

　　　※一部、ご本人の了解が取れていませんので、変更の可能性があります。



 
 

 

★2012 年 ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査に 

ご協力ください！ 
広島県支部の事業として実施していました「ガン・カモ類生息数県下一斉調査」を、

昨年より「環境省」～「広島県」の調査の一環として位置づけ、広く他の団体とも協力

して県内の生息状況をつかむことを目的と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調査

箇所の確認や記録用紙の配布を進めています。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。 

調査の概要 

■調査期間 平成２４年１月８日（日）～２２日（日） 
※一斉調査日 １月１５日（日） 

■調査対象  「ガン・カモ・ハクチョウ、カワウ、カイツブリ」類 
■調査結果送付締切    平成 24 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－■３－７３０４ 

支部担当 日比野                ne.jp 

                             携帯 090-■56-9315 

 

★ 事務所当番を引き続き募集しています！ 
毎度毎度のお願いで恐縮ですが、新たに事務所当番をお願いできる方を募

集しています。これまで当番をお勤めいただいた方々が次々に不在となり、

担当者無しで「休館日」とせざるを得ない日が増えております。皆様のご協

力をお願いします。 
 

□「試しに 1 回」でも結構です。ご都合の良い「土・日」をお申し出ください。 
□当番業務内容は「マニュアル」を準備しております。  

                ☞お問い合わせは、光本まで    
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“ミニ・バードソン２０１１” 
結果報告 

 
“ミニ･バードソン 2011”が無事に終了しました。 

たくさんの募金をありがとうございました。 
 

募金総額 １３，１４０円 

参加チーム ８チーム ・ 参加人数 延べ２５人 

観察種総数 ９８種 

 

■参加チームの成績 
順 位 種数 チーム名 ・ メンバー コ ー ス 

優 勝 ６６ 

チームまちゃみＺＺ （募金賞） 

外山・外山 
東広島→きらら浜→吉和→地御前 

備後にこだわって見隊 

渡辺・渡辺 
尾道市→神石高原町→福山市駅家

→ふくやまふれ愛ランド→松永湾 

第３位 

(特別賞) 
６４ 

デジカメラマンズ 

金本・金本・金本・ 
篠原 

皆賀上→神田公園→八幡川→佐伯

運動公園→御手洗川→南岩国→ 
八代→きらら浜 

第４位 ６２ 

山口・広島県境訪問レディース 

石川・山本・大西 

八幡川→御手洗川→大野自然観察

の森→玖島川→栗谷→弥栄ダム→

今津川→南岩国→大竹 

第５位 ４８ 
バーダーズ 

日比野・倉岡 
八幡川→御手洗川→大竹ダイセル

遊水地→南岩国 

第６位 ４６ 
瀬戸から見隊 
木村・木村・木村 

粋田池→瀬戸川→芦田川→笠岡干

拓地→手塚池→服部大池→松永湾 

第７位 ４５ 

図書館ビューティーズ 

石川・大田・井上・ 

上林・西村・吉岡 

三篠川→高瀬堰→太田川→八幡川

→御手洗川→阿品台調整池 

第８位 ３９ 
太田川探鳥会でミニ・バードソン 

日比野・他2名 
アストラムライン白島駅→京橋川 
→太田川→不動院駅 
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■“ミニ・バードソン２０１１“で観察された野鳥９８種 
（種名の右の丸つき数字は、8チーム中、この種を記録したチーム数） 

1. カイツブリ⑧ 

2. カンムリカイツブリ⑦ 

3. カワウ⑧ 

4. ゴイサギ③ 

5. ダイサギ⑥ 

6. チュウサギ② 

7. コサギ⑧ 

8. アオサギ⑧ 

9. オシドリ⑤ 

10. マガモ⑦ 

11. カルガモ⑧ 

12. コガモ⑦ 

13. ヨシガモ④ 

14. オカヨシガモ⑥ 

15. ヒドリガモ⑧ 

16. オナガガモ⑦ 

17. ハシビロガモ⑥ 

18. ホシハジロ⑥ 

19. オオホシハジロ① 

20. メジロガモ① 

21. キンクロハジロ⑥ 

22. スズガモ⑥ 

23. ウミアイサ① 

24. ミサゴ⑧ 

25. トビ⑧ 

26. オオタカ④ 

27. ハイタカ③ 

28. ノスリ② 

29. クマタカ① 

30. ハヤブサ① 

31. チョウゲンボウ⑤ 

32. ナベヅル① 

33. バン④ 

34. オオバン⑥ 

35. コチドリ① 

36. イカルチドリ③ 

37. シロチドリ④ 

38. ムナグロ① 

39. ダイゼン③ 

40. ケリ③ 

41. タゲリ③ 

42. トウネン② 

43. オジロトウネン① 

44. ハマシギ⑥ 

45. アオアシシギ④ 

46. クサシギ③ 

47. タカブシギ② 

48. キアシシギ① 

49. イソシギ⑧ 

50. ホウロクシギ① 

51. チュウシャクシギ② 

52. タシギ① 

53. ユリカモメ⑥ 

54. セグロカモメ⑧ 

55. カモメ① 

56. ウミネコ⑦ 

57. ズグロカモメ④ 

58. キジバト⑦ 

59. カワセミ⑥ 

60. アリスイ① 

61. アカゲラ① 

62. コゲラ⑤ 

63. ヒバリ⑤ 

64. キセキレイ⑤ 

65. ハクセキレイ⑧ 

66. セグロセキレイ⑦ 

67. タヒバリ④ 

68. ヒヨドリ⑦ 

69. モズ⑦ 

70. カワガラス④ 

71. ミソサザイ① 

72. ルリビタキ① 

73. ジョウビタキ⑦ 

74. ノビタキ③ 

75. イソヒヨドリ④ 

76. アカハラ① 

77. シロハラ① 

78. ウグイス④ 

79. セッカ① 

80. エナガ② 

81. コガラ② 

82. ヤマガラ⑤ 

83. シジュウカラ④ 

84. メジロ④ 

85. ホオジロ⑤ 

86. カシラダカ① 

87. ミヤマホオジロ② 

88. アオジ④ 

89. オオジュリン② 

90. カワラヒワ⑥ 

91. ニュウナイスズメ① 

92. スズメ⑧ 

93. ホシムクドリ① 

94. ムクドリ⑦ 

95. カケス① 

96. ミヤマガラス② 

97. ハシボソガラス⑧ 

98. ハシブトガラス⑧ 

 

 

ご参加いただいたみなさん、募金をいただいたみなさん、本当にありがとうございました。 

これからも、たくさんのみなさんに参加していただけるイベントとして続けていくことができますように、

みなさんの応援よろしくお願いします。                  （ミニ･バードソン担当：堀江） 

－８－ 



※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※

　　

① 探鳥会は原則として「雨天中止」 1/8 （日）  （広島）

　　「参加費２００円」（中学生以下無 9 （祝）  （広島）

　　料）」です。 22 （日）  （広島）

② JRの記載時刻は１２月現在です｡ 29 （日）  （笠岡）

　　ご利用の方は直前に運行時刻を

　　ご確認ください｡

③ 自然に触れ、自然の姿を楽しむ 2/5 （日）  （ 呉 ）

　　観察会です｡ごみを捨てない、 11 （祝）  （広島）

　　採集はしない、歩行中禁煙等の 12 （日）  （広島）

　　フィールド・マナーは守りましょう。 19 （日）  （福山）

④ お問い合わせは、 26 （日）  （廿日市）

　　担当、光本（090-4694-8632）か、　

　　各担当者までどうぞ。

　 

■会員にも、会員では無い人にも、是非ご覧いただきたいHPです。
■探鳥会についても、Webの機能を活用して、紙面に載せきれない詳細な
　ご案内を掲載しています。
■開催内容の急な変更や、開催中止にも、リアルタイムで対応しています。
■「支部からのお知らせ」「野鳥情報の公開」も掲載中です。

　　広島県内の野鳥観察には欠かせない情報が満載です。是非HPをご活用ください。

★県支部HPをご活用ください！
http://homepage3.nifty.com/wbsj hiroshima/index.html

－ ９ －

たん・たん・探鳥会
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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似 島 探 鳥 会

八 幡 川 探 鳥 会

松 永 湾 探 鳥 会

宮 島 探 鳥 会

　探　鳥　会　1・２月

　冬はバードウオッチングのベスト
シーズンです。新年早々から魅力的
な探鳥会が目白押し。海に、山に、
寒さに負けずに探鳥会へGo!

本 庄 水 源 地 探 鳥 会

笠岡湾干拓地探鳥会

広 島 城 探 鳥 会

八 幡 川 探 鳥 会

太 田 川 探 鳥 会
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● 新春、第一弾！    

No1800 太田川新年探鳥会 １／８（日） 

 

２０１２年最初の探鳥会は今年も太田川です。 

大芝水門周辺を歩きながら、お馴染みの野鳥たちに 

新年の挨拶をしましょう。寒さに負けず、ぜひご参加 

下さい。 

■９：００ アストラムライン不動院駅の西側に集合。 

大芝水門一帯を観察し、白島駅まで戻る予定です。 

11:30 頃解散。 

 

● 今年も毎月頑張ります 

No1801  八幡川探鳥会   １／９（祝・月） 

 

年明け初の八幡川。工事による生息環境の変化に 

負けず、たくさんの野鳥達が静かに冬を乗り越えて 

います。吹きっさらしの観察コースです。防寒対策を 

しっかりしてご参加ください。 

■９：３０ 八幡川河口右岸（五日市側）みずとりの 

浜公園の東側にあるベンチに集合。雨天決行。 

１２時過ぎに解散予定です。  

担当：日比野 

 

 

● 総会前の探鳥会            

No1802  広島城探鳥会  １／２２（日） 

 

おなじみ、総会前の広島城探鳥会です。梢のシジュ 

ウカラやお堀のキンクロハジロ。街の中でも沢山の野 

鳥が観察できます。交通の便の良い探鳥会ですので 

初めての方も是非お気軽にご参加ください。 

■９：００ 広島城内の護国神社の広場に集合。 

お堀の内側をぐるりと観察し、１１時頃解散予定。 

 

－１０－ 

 

●今年は「豚汁」を実施しません。 

 

●駐車場はありません。アスラムや 

バスをご利用ください。 

●野外での行事ですので、くれぐれも 

防寒対策をお忘れなく 

 

担当：日比野 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

●当日 13:00から、広島県支部の 

平成 24年度総会が三篠公民館にて 

開催されます。 

午前中は広島城で探鳥、午後か 

らはその足で総会に参加という 

コースはいかがでしょうか？ 

 

担当：山室 
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● カブトガニの里で猛禽三昧  

No1803 笠岡湾干拓地探鳥会 １／２９（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。 

■９：００ 干拓地内の「水と緑のふれあい広場」集合。 

  車に乗り合わせて干拓地内を巡り、状況に応じて 

  適宜解散。弁当・飲料持参。 

担当：津田                       

 
 

● 山の小鳥とカモ類の観察 

No1804  本庄水源地探鳥会 ２／５(日)   

 

呉市北部の団地の中にある、林に囲まれた静かな水 

源地は、水鳥たちの越冬に貴重な環境になっていま 

す。水面の美しいカモ類や、観察路の左右の林にうご 

めく小鳥達の姿を、ゆっくりのんびり観察しましょう。 

■９：００ 呉市本庄水源地の管理事務所前に集合。 

昼前には解散予定。 

 

 

● 早春の瀬戸内、お散歩鳥見   

No1805  似島探鳥会    ２／１１（祝） 

 

早春の日差しを浴びながら、広島湾に浮かぶ似島の 

海岸線を歩く探鳥会です。カモメやサギ類、そしてノ 

スリや山の小鳥を観察しましょう。 

■９：００ 宇品港待合室に集合。似島学園港に渡り、 

南回りに似島港まで探鳥。弁当・飲料持参。 
 
 
 
 

－ １１ － 

 

●次のフェリー便を利用します。 

 往 宇品港 ９：３０（→学園前） 

 復 似島港（家下）１６：００ 

 

担当：山室 

 

 

 

 

 

 

●呉方面からは、 

熊野行呉市営バスをご利用下さい。

「本庄」で下車、徒歩すぐです。 

 

●カーナビ入力は「0823-33-0■1」 

（上記電話番号への問い合わせは 

ご遠慮ください。） 

担当：光本 
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●河口の水鳥ウォッチング その１ 

No1806 八幡川探鳥会 ２／１２（日） 

 

河口の静かな水面に繰り広げられる、繁殖羽のカモ 

達の求愛行動は、厳寒期ながら春の訪れを感じさせ 

てくれます。 

埋立地の先端まで往復約３ｋｍを歩きます。風を通さ 

ない服装で参加してください。 

 

 

●河口の水鳥ウォッチング その２ 

No1807  松永湾探鳥会  ２／１９（日） 

 

県東部随一の水鳥渡来地・松永湾の探鳥会です。 

藤井川の河口に広がる水面に浮かぶ、多くのカモや 

サギ・カモメ類などの水鳥達をじっくり観察しましょう。   

■９：００ ＪＲ松永駅南口ロータリーに集合。車に分乗し 

て移動しながら松永湾一帯を探鳥。お昼前には解 

散予定。 

担当：石井 

 

 

                          
● 春の世界遺産を訪ねて 
No.1808  宮島探鳥会  ２／２６（日） 

 
世界遺産の島で、春の小鳥達を観察しましょう。 

この時期の宮島は冬鳥がいっぱいで、様々な野鳥

との出会いが期待できます。連絡船船着場からス

タートし、徒歩で包ヶ浦方面まで散策します。 

■９：００ 宮島船着場、集合（宮島側）。 

歩きやすい服装・靴でご参加ください。 

弁当・飲料持参。１４時解散予定です。  

 

 

－１２－ 

 
■９：３０ 集合 

開催内容は 1 月（No.1801）と 

同様です。 

 

 

担当：日比野 

 

●宮島口からは、ＪＲと松大観光船 

の２種類が出ています。 

●集合時間に遅れないようにおいで 

下さい。 

●探鳥地の周辺には食堂等はありま 

せん。お弁当を必ずご持参くださ 

い。 

担当：山室 
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■ ３月以降の企画予定  
（詳細は次号以降でご確認下さい） 

     

3 月 ４日（日）  県民の浜探鳥会（呉市）      担当：日比野 

     10：00 県民の浜駐車場   

          １１日（日）  八幡川探鳥会（広島市）      担当：日比野 

                            9：30 みずとりの浜公園 

          １８日（日）  三篠川探鳥会（広島市）      担当：山室 

                              8：40 JR 上深川駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「担当さん」を募集中です！！ 
  担当者不足のため、2012年度は探鳥会の予定が全く組めない状況です。 

  太田川・龍頭山などお馴染みの探鳥会開催地も、バス探鳥会や県北ミステリーツア 

ーなどの特別企画も、縮景園の定例探鳥会も、開催のめどが全く立ちません。 

どの場所でも結構です。ご担当をいただける方がございましたら、探鳥会企画担当 

（光本）までご連絡をお待ちしております。 

 

－１３－ 

 
4 月 １日（日） 八幡川探鳥会（広島市）        
4 月２８日（土） 太田川探鳥会（広島市） 
4 月２９日（日） 松永湾探鳥会（福山市） 
4 月３０日（祝） 八幡川探鳥会（広島市） 
 
5 月 ６日（日） 八幡川探鳥会（広島市） 
5 月１３日（日） 久井宇根山探鳥会（三原市） 
5 月２０日（日） 宮島探鳥会（廿日市市） 
5 月２７日（日） 比婆山探鳥会（庄原市） 
 
6 月 ３日（日） 八幡川探鳥会（広島市） 
7 月 １日（日） 八幡川探鳥会（広島市） 
 

8 月２５日（土）  八幡川探鳥会（広島市） 
9 月 ２日（日） 松永湾探鳥会（福山市） 
9 月 ９日（日） 八幡川探鳥会（広島市） 

  
 
 
                     
   

 



素晴らしい図書の数々が、皆様のご来館をお待ちしています。 
 

【寄贈本】  
「THE BIRDS of AUSTRALIA  
 A BOOK OF IDENTIFICATION 758 Birds in Colour」 

Ken Simpson･解説 Nicolas Day･ｲﾗｽﾄ ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大出版･発行 A4判 352頁 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大陸は約6000万年前から他の大陸と離れたままで、生物は独自の進化 

をとげ、野鳥の固有種は320種以上(日本の固有種は1１種)。生息分布図付き、明解なｲﾗｽﾄと 

説明で識別も楽しめます。上質の分厚い本、図書館でゆっくりご覧ください。  

 

「野鳥と洋上風力発電」  

日本野鳥の会自然保護室編集 日本野鳥の会発行・寄贈 A4判236頁  

地球温暖化防止のための自然ｴﾈﾙｷﾞｰとして 世界的に風力発電施設の導入が進む中、風況が 

良く安定して、騒音問題も発生しにくいと考えられる洋上風力発電の技術研究が進められて 

います。英国とﾃﾞﾝﾏｰｸを先進国とし、翻訳資料をもとに洋上風力発電と鳥類について海外の 

知見を紹介した本です。 

 

■2011年にご寄贈いただいた支部報  
日本野鳥の会全国90支部（連携団体）のうち、我が支部には50の支部から「支部報」が届けられ

ています。 力のこもった紙面を拝見すれば、いながらにして全国の鳥見旅が出来そうです。図書

館の奥側の書棚に整理してありますので、是非ご一読ください。 

   

提供支部名（支部報名） 

札幌（ｶｯｺｳ）苫小牧（あおさぎ）弘前（初列風切）宮古（ﾐｻｺﾞの海）宮城県（雁）ふくしま（きびたき）こおり

やま（かっこう）いわき（かもめ）茨城県（ひばり）栃木（おおるり）群馬（野の鳥）埼玉（しらこばと）千葉県

（ほおじろ）東京（ﾕﾘｶﾓﾒ）奥多摩（多摩の鳥）神奈川（はばたき）新潟県（新潟県支部報）佐渡（いそひ

よ）福井県（つぐみ）軽井沢（野鳥軽井沢）伊那谷（かわせみ）甲府（ｶﾜｾﾐ）南富士（さえずり･囀）静岡

（野鳥だより）愛知県（愛知の野鳥）岐阜（濃飛の野鳥）三重（しろちどり）奈良（いかる）和歌山（いっぴ

つ啓上）滋賀（におのうみ）京都（そんぐぽすと）大阪（むくどり通信）ひょうご（ｺｳﾉﾄﾘ）鳥取県（銀杏羽） 

岡山県 (野鳥おかやま)山口県 (やまぐち野鳥だより)香川県 (かいつぶり)徳島県 (野鳥徳島 )高知 (しろぺ

ん)愛媛 (コマドリ)北九州 (北九州野鳥 )福岡 (野鳥だより･ふくおか)筑豊 (野鳥便り･筑豊 )築後 (まめわり)

佐賀県 (野鳥さが)長崎県 (つばさ熊本県 (野鳥くまもと)大分県 (たより)宮崎県 (野鳥だよりみやざき)鹿

児島 (るりかけす)  

                           各支部の皆様に感謝 

－１４－ 

 



キビタキ ♂2
2010
10/11

オシドリ ♂5♀7 9/22

シロハラ 2 10/23

ジョウビタキ 1 10/23

ウグイス 3 11/13

カシラダカ 80 11/20

トモエガモ ♂3♀3 11/26

アオジ ♂1 10/31

ズグロカモメ 1 11/2

ホシムクドリ 1 11/2

マミチャジナイ ♂1♀1 11/24

オオタカ ♀1幼1 11/20

－１５－

ー

初認。若鳥１羽が，干潟でカニを捕えていた

うち，2羽は囀り

草原や木の下から飛び立つ個体がいなかったので、来
たばかりなのかもしれないと思われた。

初認。荒れた耕地のヤブの中を鳴きながら潜行してい
た．地鳴きで気づく．

人工干潟のそばを隊列を組んで泳いだり、休息

電線で休息するムクドリの群れに混じっていた．

渓流沿いの林道から飛立つ

野 鳥 情 報

初認。太田川を望む低山の地面で採餌、足音に慌てて
飛び立つ。

9月下旬には繁殖羽になるものもいるといってよいーと
いうことを知った。

渡り。ピッピッと鳴きながら飛び交う。

初認。太田川を望む低山で声のみ。翌日以降から、住
宅地でも声を聞くようになる

◆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。 

▲ カード集計が遅れたため、季節遅れの報告ですがご容赦を。 

イラスト：けんぞうファクトリー 

普通種のぼくらも 

忘れないでね！ 

【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: 4 件

【芸北】 Ⅰ: 3 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： 6 名 種数： 40 種 件数： 21 件

※番外 0 件を除く。

2011/12/10

2011/12/32011/9/24
受付期間：

2011/10/10

【広島・呉】 Ⅰ: 6 件 ， Ⅱ: 0 件 ， Ⅲ: 7 件



  
 

  

11月連絡会 

日時 11 月 5 日（土）18:30－22:00 

出席 高橋、井町、光本、福本、堀江、山室、

日比野 

１． Ｈ24年に向けて 

役員分担：堀江・小島幹事の補完 

新倉岡会員・高橋会員他 

業務：ｶﾞﾝｶﾓ調査（日比野）、ﾐﾆﾊﾞｰﾄﾞｿﾝ（未

定）、定例・縮景園探鳥会の開催未定、年報

（H 22年、H 23年合併しH24年発行）他 

総会：H 24年 1月 22日（日）午後、講演「鳥

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞと感染症」倉岡敏彦氏 

予算：光本幹事の資料に基づき検討 

議事：支部名称復帰他 

２． 探鳥会 

1～３月探鳥会 年初探鳥会は太田川 

ただし豚汁はしない他 

３． 事務所当番の件案 

ｸﾞｰｸﾞﾙのｶﾚﾝﾀﾞｰ機能を利用し、役員を中心

に 2ケ月に 1回程度当番をするよう、森の新

聞発行前までに各人がｲﾝﾌﾟｯﾄする案。継続

審議。 

４． 野鳥情報公開基準の見直し 

運用中の基準が現実とそぐわない点（市町

村合併により広域化し、事実上２次細分の必

要性が無くなっている）等から市町での公表

とする案（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公開は別途現状通りの

運用）。さらに検討し総会に図る。 

５． 森の新聞のＰＤＦ公開  

 支部ﾊﾟｿｺﾝで閲覧出来るようにする。  

６． 支部ＭＬ（ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ）の件 

  支部ＭＬの運用を月１回の連絡会を補完す

るため改良していく。役員間のＭＬ，支部会

員のＭＬ等検討する予定。  

７． その他 事務所留守番電話応答更新 

 

 

 

 

12月連絡会 

日時 12月 3日（土）18:35～20:15 

出席 倉岡、山室、井町、光本、福本、 

日比野  

１． ガンカモ調査（日比野） 

H24年調査員、調査地の確認中。 

２． 探鳥会の調整（光本） 

１～３月の探鳥会日程を決定。 

３． 事務所当番の件 

H24 年は当番辞退者や当番可能者の減少

があり事務所当番が大幅に埋まらない状況

にある。会員へ現状と事務所の活用を訴え

る。 

４． H24年に向けて 

光本幹事資料により打合せ 

予算案の調整と役員案の検討をした（保護

活動の扱い：支部長が実質担当する、新幹

事：倉岡さん会計光本幹事と併記、ヘルパ

ー：高橋さんホームページ管理他） 

総会： H 24 年 1 月 22 日（日）午後、三篠公

民館予約済 （光本） 

議決事項:支部名称を広島県支部に戻す案

/野鳥情報公開基準の運用は報告事項 

講演「鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞと感染症」 

懇親会（ﾐﾆﾊﾞｰﾄﾞｿﾝ表彰、ｵｰｸｼｮﾝ） 

昨年同様、交通費補助は実施しない。 

当日の役割確認、総会費用等の確認をした。

総合司会（井町）、総会議長（山室）、講師紹

介（支部長）、ｵｰｸｼｮﾝ（日比野）等々、総会

資料を「森の新聞」に掲載 

 

５． 森の新聞 

原稿締切 12月 10日  16ページ 

連 絡 会 報 告 

 －１６－ 



 

 FRESH BIRDER   新しい仲間    2011.12.05現在 会員数 566（家族会員 130） 

  

新畑■■（島根県■市）  深水 ■■（■原市）   児玉 ■■（東■■市） 

★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。 

☆退会の意思を表明されていないのに森の新聞が届かなくなった場合、事務手続き上で 

ミスが生じている可能性があります。早めに支部または幹事までご連絡下さい。 
 

   

   GATHERING CALL ～ 編集後記  

 

●2012 年は、蔵書･DVD 3599 件、 雑誌類 9 種類、 50 支部からの支部報で出発です。 

まず小島さんが再びご利用くだされること祈っています。（図書館部） 

●久々にスコープ(計 2kg）)を担いで鳥見した翌日、肩こり発生。スコープの重さと、それを物とも 

しない先輩方の熱血ぶりを再認識。（酒井） 

●冬たけなわ、寒さの中でガンカモ・カワウ・カイツブリを調査しましょう。（日比野） 

●今期末で幹事を退くことになり、今回が最後の原稿になりました。５年間応援していただいた 

みなさんに、心から感謝しています。ありがとうございました。（堀江） 

●毎度毎度の「探鳥会でお会いしましょう！」も、そろそろ嘘っぽくなってきました。汗 

何やらやたら忙しかった 2011 年。今年もゆっくりできそうな要素は皆無ですが、身体だけは 

壊さぬように笑顔で頑張りたいものです。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 

＊右記の開館日・担当者は変更される事があり 

ます。支部 HPをご参照ください。       

＊電話で問合わせは開館時間内にお願いします。   

（留守電･FAXは、常時受け付けています） 

＊休館日の回数が増えてきました。 

事務所当番ボランティア、募集中です！ 

＊次回「森の新聞」の作業予定は 

  2月 12 日（日）原稿締切日（光本まで）    

  2月 26 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 090-46■-8632  

  

事務所当番 
（ 1 月 ）    

7(土) 光本      8(日) 日比野 

  14(土) 辰市     15(日) 高橋 

21(土) 倉岡    22(日) 休館日 

28(土) 井町    29(日) 図書館部 

 

( 2 月  )        

4(土) 山室     5(日) 倉岡 

11(土) 図書館部  12(日) 日比野 

18(土) 辰市    19(日) 休館日 

25(土) 休館日    26(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   

 

http://homepage3.nifty.com/wbsj
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