
 

第 70 号 

 

 

2012 年 3 月 日本野鳥の会三重 

http://www.geocities.jp/sirochidori_mie/ 

 



70 2012  1 

名張市におけるツバメの塒について 

 

田中 豊成（名張市） 

 

 10数年前に名張市内で、ツバメの塒（ねぐら）を見

つけました。市内にある原出工業団地の小さな調整池

で、飛来数は約 200 羽程度と小規模な集団でした。2

ヵ年は存続していましたが、3 年目にはツバメが来な

くなりました。 

 数年前に、名張市役所の中央西土地区画整理事業に

よりに開発された団地、「希央台」が出来ました。近鉄

名張駅の東側に隣接しており、現在では住宅や大型店

舗等が4割程度出来ており、まだまだ建設が進んでい

る状態です。その希央台の北西部に、調整池がありま

す。池は、道路より 4ｍ程度低く見下ろすようになっ

ています。池の規模は44ｍ×42ｍの方形で、周囲はフ

ェンスによって仕切られており人の立ち入りは出来ま

せん、主として葦が生い茂っています。 

 5～6年前には、もうツバメがそこを利用していまし

たが、100 羽から 200 羽程度の小規模で翌年には見ら

れなくなり、私も注目をしなくなりました。 

忘れかけていた今年（2011年）の8月13日に、野鳥

の会三重の会員でもある人からツバメが塒としている

と教えてもらいました。夕方、早速現地へいくと夕暮

れには数千羽が上空を舞い、調整池に繁茂する葦を塒

としていました。 

ツバメ達は、山に日が沈むころに数羽が集まり始め

て、次第に何処からとなく集まってきます。やがて集

団は、調整池の上空や池から数百ｍの離れたところで

も旋回して飛び回ります。辺りが暗くなり始めると、

次々と調整池の葦を目指して突入し、気に入った葦を

今宵の寝場所と決めているようです。あたりが更に暗

くなり、体を休めたツバメ達の声が約10分程度聞こえ

ますが、次第に声も聞こえなくなり、観察も終了とな

ります。 

名張市内でこのような大規模なツバメの塒が確認

されたのは初めてで、夕方に大集団が上空を飛び回る

壮観な光景は、尚のこと我々を感動させてくれます。

観察を始めて9月中旬までのツバメは、約3000羽から

5000羽程度でした。ツバメの数は概数ですが、毎観察

終了時に観察者同士で協議して決定しています。 

名張には、植物・動物・鳥・昆虫等を観察や保護活動

をする自然愛好団体「伊賀自然の会」があり、私もそ 

 

れに属しております。当然、主として名張市内に在住

する野鳥の会の方も数名が入会しています。会員さん

達にツバメの塒のことを伝えたところ、興味のある数

名が主体となり、用事がない限り毎日のように夕方に

なると調整池で観察することになりました。観察者の

家族や知り合いも入り混じったりして、多い日には10

人を超すほどになりました。名張で、数千羽のツバメ

の塒が出来たことに感激すると同時に、市民の方にも

知らせるべく地元の放送局や新聞社などに伝え、記事

にしてもらいました。しかし、訪れる人はあまりいま

せんでした。 
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表紙の言葉 

ノスリ 

 

 冬には山陰の水田などで餌を求めて、辛抱強くじっ

と待っているノスリによく会う。しかし、餌を取って

いる場面にはめったに会うことができない。これは松

阪市曽原の碧川沿いの林、写真を元に絵にしてみた。 

 

              石原 宏（津市） 

 

ミツバツツジ   
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9 月に入ると、いつまで塒を利用するかに注目が変

わり、中だるみ傾向でしたが継続して観察を続けるこ

とにしました。9月12日には、アルビノのツバメ1羽

が見つかり、観察者達は色めき立ちました。アルビノ

ツバメは、集団で上空を旋回している時は分からない

ですが、暗くなって調整池のすぐ上を旋回する際には、

白い姿が際立って目立ちます。 
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アルビノツバメを写真に撮りました。尾羽は短いこ

とから、今年生まれの幼鳥と思われます。 

9月12日・13日・15日・17日・18日・19日・21日・

28日に調整池を利用しました。17日間で8日利用した

ことになります。良く観察すると、数百羽の一部の集

団は上空を旋回して違う方向に向かいます。どうやら、

近くにもう1つの塒があるようですが、場所は確認で

きませんでした。察するに、アルビノツバメが調整池

を利用しない日は、別の塒を利用しているものと考え

られます。 

ツバメの集団は、観察を始めた8 月 13 日から 9 月

14日までは3000羽～5000羽程度でしたが、15日には

2000 羽になり24日は450羽と次第に数が減少してい

きました。9月28日は260羽、29日は40羽、30日は

1 羽となり、その日で観察を終了することになりまし

た。 

 

● アルビノツバメを観察出来た事で、分かったこと。 

1. 今年の名張市内では、観察している調整池を毎回

利用するわけではないので塒が最低2つあると想像で

きます。 

2. 名張で滞在していた期間は17日であることから、

ツバメのそれぞれの個体は各地の塒を短期間ではなく、

ある程度の期間は利用すると思われます。従って、秋

の渡りは、早急に南下はしないのでしょう。 

 

● ツバメ塒の不思議 

1. 名張では、小さな塒が観察されており大集団の塒

は今までなかったです。 

今回の調整池では、5～6年前は100羽～200羽程度で

したが、僅か数年後の今年は最大で約5000羽程度とな

りました。 

伊賀周辺のツバメと、北から次々と南下する集団や、

今年生まれのツバメも多いはずです。それが、暗くな

り始める頃に、何処からとなく打ち合わせたように

続々とツバメが集まります。「あそこに、良い塒がある

よ」と、ツバメ同士が言葉を交わしているかのような

感じを受けました。 

何らかの伝達手段があるのでしょうか？ 

 

 

 ツバメ（アルビノ） 

 

           ツバメの塒入り 



 カナダカモメ 第１回冬羽（右端の個体） 
三重のカモメたち 

カナダカモメは、私の知る限り、三重県では 2008

年春に第一回冬羽の個体が発見されて以来、毎年その

飛来が確認されています。私もこれまで運良く、2008

年春の第一回冬羽から2010年冬の第四回冬羽（＝成鳥

冬羽）まで、全ての段階の羽衣を見ることができまし

た。皆さんも、カナダカモメを探してみませんか。カ

モメに興味のない方たちも愛くるしいカナダカモメの

顔を見たらファンになること請け合いです！ 

～カナダカモメについて～ 

             田中洋子（奈良県） 

 

三重県はシギやチドリの宝庫と言われていますが、

それはカモメについても言えると思います。小型カモ

メではユリカモメ、ズグロカモメが飛来します 。ズグ

ロカモメは三重県ではそれほど珍しくはありませんが、

世界的には希少種で絶滅危惧II類（VU）です。中型カ

モメではウミネコ、カモメ、時にはミツユビカモメも

見られます 。大型カモメでは、セグロカモメ（数では

圧倒的に多い）やオオセグロカモメ、それにごく少数

ですが、シロカモメ、モンゴルカモメ、ホイグリンカ

モメ、タイミルセグロカモメ、ワシカモメ、アメリカ

セグロカモメ（通称スミス）、カナダカモメ(※)なども

三重県に飛来しています。 

最後に、この珍しいカモメが飛来する三重の豊かな

環境が永遠に続くことを願って止みません。 

 

※カナダカモメ(チドリ目 カモメ科) 

学名：Larus thayeri 英名：Thayer's Gull  

体長：約56～63cm  翼開長：約130～140cm。 

カナダ北部、グリーンランド北西部で繁殖し、冬期は

カナダからアメリカの太平洋 

このように三重県では多くの種類のカモメが見ら

れますが、カモメ類の識別は容易ではありません。カ

ナダカモメはセグロカモメによく似ています。カナダ

カモメの識別点としては、「セグロカモメに比べて、体

がやや小さい、背の灰色が淡い、頭の縦斑がはっきり

せずモヤモヤとしている、嘴が細い、足が短い、足の

ピンク色が鮮明、初列風切羽の裏側が白い、頭や目が

丸く可愛らしい顔をしている」などの点が挙げられま

す。 

側に渡り越冬する。日本には数少ない冬鳥として飛来、

北海道、茨城県、千葉県、 

神奈川県、三重県、愛知県、島根県で観察されている。 

 

 

 

 

 

ただ、カモメ全体に言えることですが、個体差があ

るため識別には注意が必要です。例えば、セグロカモ

メにもカナダカモメのように小さく足の短い個体もい

るといった具合です。従って、セグロカモメを数多く

見て、セグロカモメの特徴や個体差をよく知ることが、

カナダカモメを見分けるための近道ではないかと思っ

ています。 

 

 

カナダカモメ 第2回冬羽 

 

ヨシガモ
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 カナダカモメ第３回冬羽（右端の個体、他はセグロカモメ） 

 

 

 
カナダカモメ第４回冬羽 

カナダカモメ第4回冬羽  
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ナベヅルの越冬 

津市 平井正志 

 

昨年、2011年 11月に飛来した2羽のナベヅルが三重

県松阪市で越冬した。 

 

ナベヅルとは 
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日本に棲息するツルは主としてナベヅル、マナヅル、

タンチョウであり、それ以外の種は少数が稀に飛来す

るだけである。ナベヅルとマナヅルは冬鳥で主に九州

で越冬し、本州への飛来や越冬は稀である。タンチョ

ウは北海道で繁殖し、越冬する。 

ナベヅルは主にロシア、バイカル湖からアムール川流

域にかけてのシベリアで繁殖する。それ以外にモンゴ

ルでも繁殖の可能性があり、また近年中国東北部、黒

竜江省でも少数の繁殖が見つかっている。主な越冬地

は日本の鹿児島県出水市で、世界で棲息するナベズル

の80％、約10000羽が越冬する。それ以外中国やロシ

アでは1500羽程度が、また朝鮮半島では100羽程度が

越冬するだけと推定されている。出水市以外でも山口

県熊毛町八代（現：周南市）でかつては多数のナベヅ

ルが越冬したが、近年では10羽程度が越冬するだけに

なってしまった。出水市ではマナヅルも多数越冬する

が、この集団越冬地で伝染病が発生すると多数の個体

が失われるため、越冬地の分散が望まれている。昨年

出水市では7羽のナベヅルがインフルエンザで死亡し

たが、幸いそれ以上には蔓延しなかったようである。 

 

三重県における以前の記録 

ナベヅルは三重県にもしばしば訪れ、時に越冬してい

る。しかし、1930年代から活躍した伊勢の鳥類学者橋

本太郎氏（1912―2004）の記録、三重県鳥類の分布と

生態（1980年）にはナベヅルが全く記載されていない。

ナベヅルは大型の鳥で見つけられやすいので、彼が活

動していた年代には飛来すらしなかったようだ。古い

記録では1988年12月に熊野市や御浜町で1羽の越冬

の情報がある。1994年には松阪市周辺に飛来し、その

後1990年代には松阪市周辺、伊勢市、紀宝町、熊野市

などにも飛来したようであるが、会の記録には残され

ておらず、詳細は不明である。 

 

               ナベヅル（撮影：西村四郎） 
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 2000年以降は2003年3月2日に三雲町で記録され、

また2005年から2006年にかけて伊勢市で１羽が越冬、

翌冬（2006－07年）にも４羽が伊勢市内で越冬してい

る。2007年秋には1羽が飛来したようであるが、越冬

はしていない。 
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2008年10月には紀宝町で10羽が観察されている。お

そらくそれとは別の群れで、2008年11月22日に楠町

や四日市で11羽の群れが観察され、その後12月1日

には伊勢市豊浜に到着した。12 月 21 日には地元では

守る会を結成して越冬を期待したが、12月末にはいな

くなった。結局この11羽はその後渥美半島で見かけら

れ、2009年1月に一度伊勢市豊浜に飛来したが、越冬

はしなかった。 

2009 年から2010 年の冬には1羽も飛来していない。

2010年11月4日には松阪市西黒部町に9羽が飛来し

たとの報道があったが、会員による確認はできなかっ

た。おそらくすぐに飛び去ったのであろう。ただ、2011

年3月29日には御浜町市木で清水勝海氏により1羽が

確認されている。 

 

今回の越冬 

 2011年11月9日に鈴鹿市北長太町で2羽のナベヅ

ルが発見され、11日の毎日新聞に報道された。その後

11月17日に松阪市高須町に飛来したことが、19日付

け、「夕刊三重」に掲載された。その 2 羽は 11 月 20

日には会員により確認された。2 羽は会員によりほぼ

毎日観察されており、櫛田川金剛川河口付近に滞在し

ている。2 月 4 日現在まだ滞在を続けており、越冬し

たものと見なしてよいであろう。幸い、大勢のカメラ

マンに追われることもなく推移した。河口付近は禁猟

区にはなっておらず、狩猟者の接近や発砲による影響

も心配されたが、それもあまり無かったようである。

この「しろちどり70号」が会員に届くころには北へ帰

っているものと考えられる。また、来秋にも飛来して

ほしいものである。 

 

越冬保護のために 

日本におけるナベヅルの越冬地の分散は鳥インフルエ

ンザの蔓延を考えると緊急な課題である。佐賀県伊万

里市など西日本各地でデコイを置くなど越冬地誘致の

試みがある。近畿地方でナベヅルは三重、京都、兵庫、

和歌山で記録され、レッドデータブックにも稀に飛来

する迷行種とされており、評価の対象種となっていな

い（江崎・和田 2002）。また、三重と愛知のレッドデ

ータブックにも記載されていない（三重県森林環境部

自然環境室2006；著者不詳2002）。三重の上記のよう

な飛来、越冬の記録を見ると単に迷行種として良いの

かどうか疑問が残る。日本における越冬地分散の見地

からしても飛来地は保護すべきであろう。 

 2008 年伊勢市に飛来した時には猟銃の音に驚いて

飛び去ったとの話を聞く。たしかにカモでも発砲音に

はかなり敏感であり、ツルもそうであるに違いない。

松阪市の海岸付近は鉛弾禁止区域にはなっているもの

の、狩猟が可能な地域である。河口付近はシギ・チド

リも多く、またズグロカモメも越冬している。禁猟区

にすべきであろう。むろん、有害鳥獣駆除のための管

理下での駆除はやむをえないと考える。 

 

 なお、本稿を書くにあたり、本会会員である中村洋

子、岡八智子両氏から多大な情報の提供を受けた。お

そらくその他の会員からの情報も間接的に利用させて

いただいたと思われる。また、過去の飛来状況につい

ては中井節二、久住勝司両氏から提供を受けた。ここ

に感謝する。 

 

引用文献 

橋本太郎 1980．三重県鳥類の分布と生態、橋本太郎、

伊勢  

江崎保男・和田岳（編著）2002．近畿地区鳥類レッド

データブック、京都大学学術出版会、京都 

三重県森林環境部自然環境室（編）2006．三重県レッ

ドデータブック2005動物、三重県環境保全事業団、津 

著者不詳2002．レッドデータブックあいち動物編2002 

愛知県環境部自然環境課、名古屋 

 

 

 

 

                 長谷山遠望 
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コハクチョウの越冬 

津市 平井正志 

 

 コハクチョウは2011年11月18日に松阪で地元の方

が発見し、ナベヅルの記事と共に20付け「夕刊三重」

に掲載された。19日には本会会員によって松阪市高須

町で確認され、成鳥1羽幼鳥5羽の群であった。この

群はその後11月29日には同市高町の水田に移動し、

さらに12月19日には櫛田川下流魚見橋周辺に移動し

た。2012年1月4日には成鳥2羽が合流し、8羽の群

れとなり、2 月 4 日現在松坂市内に滞在している。主

にイネの二番穂を食べているようである。越冬したも

のと見なしてよいであろう。コハクチョウは滋賀県湖

北の水鳥ステーションでは毎年多数が越冬する。木曽

三川河口にはしばしば飛来し、また、三重県内にも飛

来している。さらにオオハクチョウも稀に飛来する。

これからもハクチョウ類が三重県で越冬しできる環境

を整えたいものである。なお、コハクチョウの情報は

中村洋子氏から提供を受けた。

 

 

              コハクチョウ（撮影：岡八智子） 

    

ツワブキ      
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事務局だより 

活動記録（2011年10月～2012年１月） 
10/8   雲出川右岸周辺の「川と海のクリーン大作戦」に有志会員が参加（松阪市） 
10/13   平成23年度第２回三重県環境評価委員会（藤原岳鉱山開発関係）を傍聴 
11    会報「しろちどり第69号」発行・発送作業 
11/19  藤原鉱山及びその周辺次期原料山開発事業に係る環境影響評価準備書に関する意見聴取会に出席し、意

見を述べる。 
11/20   第2回理事会 
12/7 「イヌワシで守る日本の生物多様性」30周年記念・公開シンポジウム（東京）に参加 
12/8   伊勢市大仏山における宮川用水路工事で関係者と協議 
12/11   県環境森林部と意見交換 
12/14  多志田谷における石灰石採掘がイヌワシ棲息に与える影響に関して出口組社長と会談（いなべ市） 
12/15   平成23年度第3回三重県環境影響評価委員会（藤原岳鉱山開発関係）を傍聴 
12/17 「第19回野鳥密猟問題シンポジウム近畿大会 in大阪」に参加 
12/     県委託「平成23年度ガンカモ類およびカワウ一斉調査」準備作業 
2012年 
1/15    県委託「平成23年度ガンカモ類およびカワウ一斉調査」実施 
1/24  「度会町・南伊勢町風力発電事業計画」の環境影響評価方法書についての意見書を 

安藤建設株式会社に提出 
1/29  「木曽岬干拓地の保全ならびに活用について（要望）」を（公財）日本野鳥の会、 

日本野鳥の会愛知県支部、名古屋鳥類調査会の連名で、三重県知事、愛知県知事あてに郵送 
1/31    県委託・平成23年度生物多様性調査「鳥類」の入札 
●今後の予定 
3/1    会報「しろちどり第70号」発行 
3/4     第3回理事会 
3/24~25「三重しぜん文化祭 inすずか」 
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理事会報告 

第2回（2011年11月20日） 津市雲出市民活動センター  出席者９名 
○藤原岳問題 
   11月19日の意見聴取会の報告： 6名の意見発表があった。  
今後の予定 

Ａ．出口組の採掘について 今後、社長と面会し、まずはイヌワシへの影響の危惧を伝える。 
    Ｂ．イヌワシ調査の問題点 調査員を増やす必要あり 
   Ｃ．12月4日のイヌワシ・シンポジウムへ参加を決定 
   Ｄ．山頂鉱区について再度太平洋セメント会社と話会う。 
○コアジサシ保護 
   来年も保護活動を行う。始動を早める必要あり  
   外部資金の確保を検討する。看板やパンフなどを検討 
○木曽岬問題 
   申し入れを早くすべき、メガソーラーについての態度＝木曽岬干拓地のように 

重要な鳥が繁殖し、自然の残っている場所では作るべきではない。 
   次のチュウヒサミット 渡瀬遊水池が第一候補である 
   調査の問題点 繁殖調査とねぐら調査に特化 調査員の補強 
   鍋田探鳥会：楽しみで参加する人があれば継続する。 
○探鳥会開催についての新聞掲載 
   開催直前に担当支局へ知らせる必要がある。当面中日新聞に2週間前に各支局 

（伊勢、紀州、松阪、津、四日市、北勢）にFaxで予定を送る＝企画部で対応する。 
○ミヤコドリ一斉カウント 
   継続する。夏の個体数カウントも検討する。 
○探鳥会に調査探鳥会（ラインセンサス）あるいは調査方法学習会は 
    津地区で来年度やりたい。 
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野鳥記録 （2012年2月5日までに報告のあったもの） 

種名 
個体

数 
記録日 観察場所 記録報告者 写真 

備考 /

脚注 

アカエリヒレアシシ

ギ 
300 2011/9/21 松阪市五主町 今井光昌 なし 1

ヒメコウテンシ 1 2011/10/16 南牟婁郡御浜町市木 中井節二 あり 2

マミジロタヒバリ 2 2011/10/22 南牟婁郡御浜町市木 中井節二 あり  

コハクチョウ 1 2011/10/27 熊野市有馬町 中井節二 あり 成鳥 

ホシムクドリ 3 2011/11/6 南牟婁郡御浜町神志山 中井節二 あり  

ギンムクドリ 1 2011/11/7 熊野市久生屋町 中井節二 あり 3

ノビタキ 1 2011/11/18 南牟婁郡御浜町志原 中井節二 あり 4

コハクチョウ 6 2011/11/19 松阪市高須町 中村洋子 なし A 1,J 5

ナベヅル 2 2011/11/20 松阪市松名瀬町 中村洋子 あり 5

チュウサギ 1 2011/11/23 南牟婁郡紀宝町神ノ内 中井節二 あり 終認 

オオハクチョウ 4 2011/11/23 松阪市櫛田川左岸河口 西村四郎 あり 成鳥 

カワウ 1 2011/12/3 松阪市嬉野町 中井節二 あり 6

コオリガモ 1 2011/12/20 四日市市楠町 山神勝治 あり ♀ 

ミヤコドリ 62 2011/12/22 津市安濃川河口 平井正志 なし  

コミミズク 1 2011/12/26 南牟婁郡御浜町志原 西 教生 なし  

ダイシャクシギ 1 2011/12/27 津市安濃川河口 平井正志 なし  

ホシムクドリ 1 2012/1/3 松阪市曽原町 田中洋子 あり 7

コハクチョウ 8 2012/1/4 松阪市魚見町 岡八智子 あり A 3,J 5

トモエガモ 10 2012/1/10 津市安濃川河口 安藤宣朗 あり  

トモエガモ 22 2012/1/18 津市芸濃町横山池 平井正志 なし  

ズグロカモメ 15 2012/1/19 松阪市金剛川河口 平井正志 なし  

コクガン 12 2012/1/24 津市安濃川河口 平井正志 なし   

       

１： 五主町一帯の水田10か所ほどで観察。最低300。400-500羽はいたと思われる  

２： ヒバリより小さく、クビワコウテンシにある首の周りの黒い部分がない   

３： 頭の白いのが、よく目だっていた     

４： ノビタキの終認記録、このような♂らしき記録は、初めて    

５： 別記事参照       

６： 電線に止まる。カワウの足で電線に止まるのはめずらしい。    

７： ムクドリ50羽以上の群れと一緒に行動、田圃で採餌、電線に止まる   

８： 先の成鳥１＋幼鳥５のグループに成鳥２羽が合流, 別記記事参照   

 

Ａ：成鳥、Ｊ：幼鳥 

なお、報告者は第一発見者とは限りません。記録の正確性を把握するため、氏名を公表します。
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    ギンムクドリ（撮影：中井節二） 
 

 

ヒメコウテンシ（上２枚）（撮影：中井節二） 
 

 
オジロワシ 

オオハクチョウ（撮影：西村四郎） 
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ホシムクドリ（中央の一羽）（撮影：田中洋子） 
 

 

電線にとまるカワウ（撮影：中井節二） 
 

 

コオリガモ（撮影：山神勝治） 
 

 

マミジロタヒバリ（撮影：中井節二） 
 

 しろちどり原稿募集 

編集部では原稿を募集しています。鳥に関わるどのよ

うなことでも結構です。挿絵なども募集します。  
随時うけつけていますが、次号の締め切りは 
2012年4月30日です。 
原稿は、Eメールか郵送で 平井正志まで  
E-mail: mhirai@aol.jp   mhirai@kpu.ac. jp 
送付先 〒514-2325 津市安濃町田端上野910-49 
 平井正志 宛 
 

                 冬枯れのハギ 
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● 市木川周辺探鳥会 
探鳥会報告（2011 年10月～12月） 

2011年10月16日（日）9:00～12:00 

 御浜町下市木 市木川 
● 伊勢タカ渡り探鳥会 中井 節二 清水 勝海 参加者６名（会員４名） 
2011年10月１日（土）7:00～10:30 カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、 
伊勢市 朝熊山麓公園 コガモ、トビ、ハイタカ、キジ、タカブシギ、タシギ、

キジバト、カワセミ、ヒバリ、キセキレイ、ハクセキ

レイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ノビタキ、

イソヒヨドリ、メボソムシクイ、セッカ、ホオジロ、

スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ドバト、ヒメコ

ウテンシ 計２９種 

高木正文 参加者１０名（会員１０名） 
カワウ、アオサギ、トビ、ノスリ、サシバ、キジバト、

ツバメ、ハクセキレイ、モズ、スズメ、ハシボソガラ

ス、 計１１種 
風の強い寒い日であった。 
初めての場所であり、又、初リーダーで不慣れであ

ったため、参加者には迷惑をおかけしましたが、参加

者が「ベテランのバーダー」のため助けられました。 

 昨日の雨で、たくさんのノビタキが入って、いろい

ろな模様の個体が見られました。 
又、非常に珍しいヒメコウテンシも見られて、皆さ

ん大満足でした。 目的の「サシバ」は数は少ないが見ることはできま

した。  
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● 鳥羽タカ渡り探鳥会 

● 木曽岬干拓地探鳥会 
2011年10月23日（日）9:00～12:00 

2011年10月２日（日）7:00～10:00 愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地 共催団体

／愛知県野鳥保護連絡協議会 鳥羽市船津町 鳥羽消防署横空き地 
川村晴彦 中村徳次郎 参加者６名（会員６名） 近藤義孝 米倉 静 参加者１７名（会員６名） 
カワウ、ダイサギ、アオサギ、カルガモ、トビ、 カイツブリ(2)、カワウ(50)、ダイサギ(6)、コサギ(6)、

アオサギ(7)、マガモ(5)、カルガモ(30)、コガモ(120)、
ハシビロガモ(30)、ホシハジロ(2)、ミサゴ(3)、トビ(1)、
ノスリ(1)、チュウヒ(2)、キジ(1)、ケリ(3)、クサシギ

(3)、キアシシギ(2)、イソシギ(1)、セイタカシギ(3)、
ユリカモメ(2)、ウミネコ(1)、キジバト(10)、カワセミ

(1)、ヒバリ(10)、ショウドウツバメ(2)、キセキレイ(1)、
ハクセキレイ(5)、セグロセキレイ(1)、ヒヨドリ(20)、
モズ(4)、ホオジロ(10)、スズメ(30)、ムクドリ(5)、 

サシバ、キジ、タシギ、キジバト、ツバメ、キセキレ

イ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ホオジロ、 
カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス  
計１９種 
昨年は悪天候のためもあってタカは一羽も見られ

ませんでしたが、今年はタカが９１羽（不明のタカ２

羽を含む）見られました。 
天候のせいか、例年に比べて少し遠く、また高かっ

たのが少し残念でした。また、当地ではおなじみのノ

スリとミサゴは見られませんでした。 
ハシボソガラス(60)、ハシブトガラス(20)、ドバト(21) 
計３７種 

  鍋田干拓地の水路でセイタカシギが３羽観察できた。

木曽岬干拓地ではチュウヒが２羽観察できた。 

 

 
● 白鳥を見る探鳥会（臨時開催） 
2011年11月３日（木・祝）9:00～12:00 
熊野市有馬町 
中井節二 清水勝海 参加者１１名（会員２名） 
ダイサギ、アオサギ、コガモ、ヒドリガモ、トビ、 
オオタカ、チョウゲンボウ、ヒバリ、ツバメ、キセキ

レイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ビンズイ、タ

ヒバリ、モズ、イソヒヨドリ、ホオアカ、スズメ、ム

クドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、

コハクチョウ 計２３種 

            クヌギの落ち葉 
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● 海蔵川探鳥会 コハクチョウが飛来していたので、多くの皆さんに

見たもらいために企画しました。 2011年11月23日（水・祝）9:45～12:00 
四日市市西坂部町 海蔵川沿い コハクチョウが見られたので皆さん喜んでくれました。

又、こちらの探鳥会では、初めての電柱に止まってい

るオオタカが見られて、満足な半日でした。 
川瀬 裕之 参加者２２名（会員１６名） 
カイツブリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、アオサギ、

マガモ、カルガモ、コガモ、クイナ、バン、クサシギ、

キジバト、カワセミ、キセキレイ、ハクセキレイ、 
 
● 中村川探鳥会 
2011年11月６日（日）9:30～11:30 セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、ウグイス、

ホオジロ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソ

ガラス、ハシブトガラス 計２６種 
松阪市嬉野一志町 中村川中流域 
竹川華子 小野新子 参加者９名（会員８名） 

下り坂の天気の曇り空の下、祝日ということもあり

老若男女沢山の人に集まっていただきました。 
カイツブリ、カワウ、ダイサギ、チュウサギ、アオサ

ギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、カワア

イサ、トビ、チョウゲンボウ、キジ、イカルチドリ、

オジロトウネン、イソシギ、キジバト、ハクセキレイ、

セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ホオジロ、ホオア

カ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス 

計２７種 

 気温が低かったので鳥の出が心配でしたが、終わっ

てみればいつもと同等の種類が見れてホッと一安心で

した。小鳥類があまり見られず、以前に比べカルガモ

の数が少なくなっていました。残念ながら猛禽類は出

ませんでしたが、マガモやコガモも見られていよいよ

冬本番って感じです。  ９時前まで小雨が降っていたためか、参加者は９人

と少なめでした。中村川畔に着く頃には、青空も少し

見え、１１月にしては暑いくらいでした。 
探鳥会が終わったあと会員の方がケーキを焼いて

持って来てくれたので、みんなで美味しく頂きました。

肌寒い初冬の探鳥会でしたが、楽しく暖かく終わる事

ができました。 
 今年は１羽でしたがオジロトウネンをゆっくり観察

することが出来ました。帰り道ではキジが慌てた様子

で田んぼの中を走って行き、笑いを誘いました。  
  

● 香良洲海岸探鳥会  
2011年11月12日（土）10:00～12:00 

 

津市香良洲町 香良洲海岸 
今井光昌 岡 八智子 参加者１９名（会員１９名） 
カイツブリ、ハジロカイツブリ、カンムリカイツブリ、

カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、 
オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、

ミサゴ、トビ、オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ、

キジ、ミヤコドリ、シロチドリ、キョウジョシギ、 
トウネン、ハマシギ、ミユビシギ、ホウロクシギ、 
ユリカモメ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、ウミ

ネコ、キジバト、コゲラ、ハクセキレイ、ビンズイ、

ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、メジロ、カワラヒワ、

スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ドバト、オオミ

ズナギドリ 計４３種 
 天候に恵まれ素晴らしい探鳥日和になりましたが、

観察種数は天候とは比例せず特に多いと言うこともな

く…でした。 センリョウ 
  ミヤコドリが２羽、ジョウビタキが１羽と少なく、

カモの数・カモメの数も普段より少なく、４３種の鳥

が観察できたわりには鳥が多いという感じがなかった。 
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● 木曽岬干拓地探鳥会 ヨシガモ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、トビ、 
2011年11月27日（日）9:00～12:00 オオタカ、ハイタカ、キジバト、コゲラ、ハクセキレ

イ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、ウグイス、メジロ、 愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地 共催団体

／愛知県野鳥保護連絡協議会 ハシボソガラス、ハシブトガラス 計２１種 
近藤義孝 米倉 静 参加者１６名（会員８名）  風がなく穏やかだったが、カモ以外冬鳥はまだ少な

いようでした。カクレミノやクロガネモチ、ハゼノキ

など実が豊作でエサは十分あり、渡りが遅れているの

かもしれません。集合時間前でしたが、ハイタカが飛

びましたので、探鳥会チェックリストに追加しました。 

カイツブリ(4)、カワウ(700)、ダイサギ(4)、コサギ(1)、
アオサギ(3)、マガモ(200)、カルガモ(30)、コガモ(100)、
オカヨシガモ(16)、ヒドリガモ(1)、ハシビロガモ(5)、
ホシハジロ(12)、キンクロハジロ(10)、ミサゴ(7)、 
ノスリ(2)、チュウヒ(2)、チョウゲンボウ(1)、キジ(1)、
オオバン(2)、タゲリ(40)、クサシギ(4)、イソシギ(3)、
ユリカモメ(4)、キジバト(5)、カワセミ(4)、ヒバリ(3)、
ハクセキレイ(10)、セグロセキレイ(2)、タヒバリ(3)、
ヒヨドリ(10)、モズ(10)、ツグミ(1)、ウグイス(1)、 

  
● 員弁川探鳥会 
2011年12月４日（日）9:00～12:00 
いなべ市 員弁川周辺 
近藤義孝 参加者７名（会員３名） 

メジロ(5)、アオジ(1)、カワラヒワ(2)、スズメ(100)、
ムクドリ(100)、ハシボソガラス(10)、ハシブトガラス

(60)、ドバト(200) 計４１種 

カイツブリ、アオサギ、ハイタカ、チョウゲンボウ、

キジ、ケリ、クサシギ、キジバト、カワセミ、ヒバリ、

キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、 
 寒くなり始めた直後ではあったが、風も弱く手袋な

しで観察できました。冬のカモたちもたくさんやって

きています。カワセミが、４羽同時に観察できました。 

ヒヨドリ、ホオジロ、スズメ、ハシボソガラス、ハシ

ブトガラス、ドバト 計１９種 
昨年は参加者も多く３８種観察できたが、今年は参

加者も少なく、観察できた種は半減した。  
● 大仏山で冬鳥を見よう！探鳥会 ハイタカやチョウゲンボウを観察できたが、冬鳥は

たくさん観察できなかった。 2011年11月27日（日）9:00～11:40 
伊勢市・玉城町・明和町 大仏山公園周辺 
橋本祐子 中村洋子 参加者１１名（会員８名） 
カワウ、ダイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、 

 

   マンリョウ       
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● ベルファーム探鳥会 
2011年12月４日（日）9:30～11:30 
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松阪市 ベルファーム 
小津みゆき 谷口ひろ子 参加者２１名（会員１９名） 
カイツブリ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、

コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、 
ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ノスリ、

チョウゲンボウ、オオバン、キジバト、カワセミ、 
キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨド

リ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、ウグイス、ホオジ

ロ、カワラヒワ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブト

ガラス 計３０種 
 昨年同様、四郷池が工事中で、二つの池の周りと公

園内を探鳥しました。 
前日の雨も上がり風もあまりなく、好条件なのに小

鳥の数が少なく、皆少し疲れ気味。もう一度初めの池

に戻ったらカワセミがいました。背中を向けてその後

ぐるりと回転、ブルーの背中、赤橙のお腹、下嘴の赤

い様子をゆっくりと観察できました。カワセミに会え

て皆ホッとして解散しました。 
 
● 比自岐探鳥会 
2011年12月４日（日）9:30～12:00 
伊賀市 比自岐 
小林達也 田中豊成 参加者６名（会員６名） 
カイツブリ、アオサギ、ホシハジロ、キンクロハジロ、

トビ、ノスリ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、

キジバト、ヒバリ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨ

ドリ、スズメ、ハシボソガラス 計１５種 
 今回、リーダーとサブリーダーの塗矢さん、前澤さ

んの都合により、小林と田中が担当した。 
 現地に到着早々、コチョウゲンボウ♀が見つかった。

いつもいるノスリ２羽、チョウゲンボウ♀も出現した。

が、田んぼにいる小鳥類の数は少なかった。 
 ２日前の下見では、比自岐近く（約１㎞）でニュウ

ナイスズメ約４０羽が確認できた。 
 
● 横山池探鳥会 
2011年12月23日（金・祝）10:00～11:00 
津市芸濃町 横山池 
平井正志 橋本 勇 参加者１２名（会員１２名） 
カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、

マガモ、カルガモ、コガモ、トモエガモ、オカヨシガ

モ、ホシハジロ、ミコアイサ、トビ、オオバン、キジ

バト、キセキレイ、ヒヨドリ、エナガ、ホオジロ、 
ハシボソガラス 計19種 
折からの寒波で、みぞれが時折降るあいにくの天気

であった。横山池は例年とは異なり、満水状態。カモ

は遠くの方で浮かんでおり、双眼鏡では識別も難しく、

望遠鏡で見るしかない。マガモが多く、他のカモが少

し混じる程度。ミコアイサの雄も2羽ほど。トモエガ

モの雄を1羽発見したが望遠鏡の視野に入れるのに四

苦八苦した。残念ながらトビ以外の猛禽は現れなかっ

た。時折の晴れ間に見える鈴鹿の山にはびっしりと雪

が着いていた。 
探鳥会の後、安濃ダムの湖水荘で食事、その後来年

の津地区の行事予定を立て、鳥談義に花を咲かせた。

 
                                                       蛇谷池から経ヶ峰を望む 
 



● 木曽岬干拓地探鳥会 何度やっても編集には時間がかかる。原稿の字句の

訂正、並べ方、ページへの配置、なかなか満足のいく

物にはならない。 
2011年12月25日（日）9:00～12:00 
愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地 共催団体

／愛知県野鳥保護連絡協議会 カットにしてもそうである。鳥の雑誌であるが、以

外と鳥のイラストは使いづらい。山の鳥の話にカモメ

のイラストでは様にならない。かといって、話題どん

ぴしゃのイラストを描くだけの力量はないし、どんぴ

しゃすぎても話のイメージを損ねかねない。挿絵画家

は本当に大変だと思う。いきおい植物や風景のイラス

トで誌面を埋めることになる。イラストは大きすぎて

も、小さすぎてもページの見栄えを損ねる。ほんの少

しだけ位置をずらせてピタッと行った時は嬉しい。 

米倉 静 参加者１５名（会員４名） 
カイツブリ(9)、カワウ(30)、ダイサギ(2)、コサギ(3)、
アオサギ(4)、マガモ(100)、カルガモ(20)、コガモ(200)、
オカヨシガモ(10)、ヒドリガモ(3)、ハシビロガモ(10)、
ホシハジロ(10)、キンクロハジロ(10)、ミサゴ(4)、 
トビ(2)、ハイタカ(1)、ノスリ(3)、チュウヒ(4)、キジ

(1)、ケリ(4)、タゲリ(8)、クサシギ(3)、イソシギ(3)、
タシギ(1)、ユリカモメ(3)、キジバト(9)、アリスイ(1)、
ヒバリ(10)、ハクセキレイ(11)、セグロセキレイ(1)、
タヒバリ(10)、ヒヨドリ(10)、モズ(6)、ジョウビタキ

(1)、ヤマガラ(1)、シジュウカラ(1)、メジロ(5)、 

近年最大の環境問題、原発事故はどう収拾するのか

未だ検討も付かない。若い世代にとんでもない負債を

残してしまった。汚染はセシウムやストロンチウムの

半減期、30年の数倍は続くだろう。さらに、原子炉は

未だに放射性物質を出し続けている。本当の総量はど

れくらいなのであろう。何時になれば排出が収まるの

だろう。最近、200ｋｍも離れた湖で深刻な汚染が明

らかになった。我々の大切な食糧のみなもと、海の汚

染はどうなっているのか？どの程度まで汚染は広がっ

ているのか？調査の結果を目にしない。きちんと調査

をしているのだろうか？目には見えない。すぐには体

に被害が現れないので、恐ろしい。もう原子力発電に

頼るわけにはいかないはずなのであるが、そうはなっ

ていない。    (M. H.) 

ホオジロ(5)、スズメ(50)、ムクドリ(250)、ハシボソガ

ラス(100)、ハシブトガラス(50)、ドバト(15)  
計４３種 
集合場所で頭上をハイタカが通る。木曽岬干拓地内

ではチュウヒ・ミサゴ・ノスリと出るが、参加者の「あ

れ？」の声でよく見るとアリスイが見えた。 
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  ======================== 

編集後記 

 2 月 1 日発行のつもりが、行事予定（探鳥会予定）

の発送に合わせるため、1 ヶ月ずれこんでしまった。

早々に原稿を送っていただいた方々には申し訳ない。 
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