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我が家の秋告鳥

四日市市 安藤 宣朗

春告鳥といえば、ウグイスがよく知られ

ている、でも秋告鳥とは、みなさんどんな

鳥を連想しますか？？稲穂がたわわに実る

ころ、けたたましく鳴くモズの高鳴き？大

豆畑でひらひら飛びまわるノビタキ？それ

とも大空を悠々と渡りゆくサシバやハチク

マでしょうか？我が家には、猫の額ほどの

小さな庭に松・ピラカンサ・サルスベリ・

モミジなどが所狭しと生えている。そんな

ちっぽけな庭に「ヒッヒッ・ヒッヒッ・カ

ッカッ」どこかで自転車の空気を入れてい

るのかな？なんとも鳥らしからぬ鳴き声で

毎年やって来る鳥がいる。同じ鳴き声なの

に、ある年は体全体が灰褐色でアイリング

のかわいい鳥であったり、ある年には頭が

灰白色で上面が黒色、胸が橙色でとてもお

洒落な鳥であったりする、いずれの鳥も翼

に着物の紋付のような白斑がある。ご存知

ジョウビタキである。我が家では、この鳥

が来ると秋本番の到来を実感する事から、

我が家の秋告鳥と名付けている。ここ 3
年の初飛来は、2011年 10月 27日、2012
年 10月 20日、今年 2013年はやや遅く 10
月 30 日に来てくれた。もう 8 年も前から

飛来しているが、実に正確に飛来し、10
月下旬を一度も外れたことはない。この正

確さは、どんな知恵・感性からなのだろう

か？不思議である。初飛来時は、真っ赤に

色付いたピラカンサの上を走る電線にとま

り、おじぎをしながら尾を上下に振り「ヒ

ッヒッ・ヒッヒッ」と鳴いて、しばらく辺

りを偵察している。人懐こい鳥なので餌台

にミルワームを置くと 2、3 日の内に見つ

けて食べに来る。今年のジョウビタキは実

に馴れ馴れしく来たばかりなのに数 m 近

づいても平気なのだ、どうも昨年来たジョ

ウくんに違いない、ジョウビタキも帰省本

能があるようだ。

ジョウビタキの名の由来は、尉鶲（雄の

頭が銀髪だから尉鶲：尉は翁の意味）とも、

上鶲（江戸時代に「この鶲をもって鶲中の

上なり」と上等な鶲）ともいわれたよう

だ。だがあのかわいい、雌のジョウビタキ

は、地味な体色から「茶鶲（ちゃびたき）

是れは上鶲の雌なり」とか藪鶲（やぶびた

き）、挙句の果てには、糞鶲（くそびたき）

といわれ、かわいそうな名だったようだ。

しかし、今では、かわいらしい雌ジョウビ

タキのフアンは少なくない。

鳥の自立性を損なわないように毎朝 10
匹を限度にミルワームを置いてやるので、

家族の一員の様に冬中庭にやってくる。そ

して毎年決まって 3 月下旬には北へ帰っ

て行く。時々やって来る５人の孫たちがい

つも見て楽しんでいる、2 歳になる孫さえ

もジョウビタキを見ると「チッチ・チッチ」

といいながら指を差す。こんな秋告鳥は、

孫たちに野鳥を楽しむ心や自然に親しむ事

を教えてくれる大切な鳥である。
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表紙の言葉
津市 石原 宏

ツグミ
おなじみの冬鳥。公園の芝生の中の虫を

さがしているのか、いつも同じ所で見かけ

る。人が近づくと胸を張って警戒する。春

は遅くまで、ゴールデンウィークの後まで

見られることが多い。
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ザックリ福井の鳥ものがたり

日本野鳥の会福井県 副代表

組頭五十夫

中部ﾌﾞﾛｯｸ会議の資料を整理していると

（次年度静岡会議の次は福井）、突然のメ

ールが平井代表から飛び込んできました。

三重の場合は琵琶湖まではよく出かける

が、その次になると、石川県の「片野鴨池」

になってしまう。福井というとあまり知ら

ないので・・・・探鳥地など紹介して欲し

いとの依頼でした。深く考えることが苦手

な私は、探鳥会の帰りのバスの中で、石原

さんに「探鳥会すごーく良かったです。」

（これは本心）必要なら感想など書きます

よ、とリップサービスで言ってしまったこ

とを思いだし、OKの返事をしてしまいまし

た。そんな訳で、近くて遠い三重の皆さん

に福井の「鳥ものがたり」をザックリ紹介

します。

＜キーワード＞日本海側（大陸に近い・多

雪・干満の差小）：低湿地～高山：海岸地

形：植生

①分布限界とする樹木は南北の境。西限、

北限３００種以上で、②ブナ・ミズナラ

などの落葉広葉樹林とタブノキやシイな

どの常緑広葉樹林が出会う場所。③福井

県は人工林37％でその内90％がスギ。コ

ナラ・ミズナラ・クリ・クヌギなどの雑

木林が多い。

★IBA：103白山（A3）、104九頭竜川下流域

（A４iマガンﾝ）、105能郷白山（A3）

★ラムサール条約登録湿地

・2005年登録：三方五湖（固有の魚類：

ハス

・湿地・多様な生息環境）

・2012年登録：中池見湿地（約3000種の動

植物・地形・泥炭層・

ノジコ）

■福井県確認種：325種（留鳥71種：夏鳥4

6種：冬鳥46種：旅鳥70種：迷鳥26種）

・1996：コウノトリ 後の営巣：小浜市

現在、越前市で飼育中（有精卵生まれず。）

・目玉：坂井平野の3,000羽のガン類の飛

来

能郷白山

九頭竜湖

福井平野

片野鴨池東尋坊

中池見湿地

北潟湖

越前海岸

若狭湾

三方五湖

琵琶湖

加賀白山

伊吹山
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＜ガン・カモ・ハクチョウ類＞

・17定点調査：20種、30,000羽（2013調査）

・優占種：マガモ（59％）・コガモ（12％）

カルガモ（12％）・キンクロハジロ（7％）

・探鳥地：三方五湖、北潟湖、日野川、足

羽川

＜ワシタカ類＞

・記録種：23種（年中10種、渡り７種、夏

2種

稀4種）

・チョウゲンボウ、ハヤブサの個体数増加、

特にミサゴが顕著。

・イヌワシ、オジロワシ、オオワシは減少

傾向

オジロワシ（三方五湖、北潟湖）

＜シギ・チドリ類＞

福井は日本海側に位置しているので、海

水の出入口が狭く干満の差が小さい（ 大

30cm）、シギやチドリは水田が主になりま

す。ラムサール条約湿地の三方五湖や三里

浜、九頭竜川下流の水田地帯が主に観察出

来る場所です。春の渡りの時期には田植え

前後の水田が絶好の中継地となる「田んぼ

干潟」です。

・県内観察46種

・繁殖6種：タマシギ、イカルチドリ、ケ

リ、ヤマシギ、コチドリ、イソシギ

■おすすめ№１はマガンの大群！

マガンは秋の彼岸に飛来し、春の彼岸に

北へ帰るというイメージです。ラムサール

条約湿地の片野鴨池（石川県）を塒にして、

採餌場所である坂井平野に毎日通勤して来

ます。

北潟湖上空を通過する約3,000羽のマガ

ンが、鍵になったり、竿になったりしなが

らの「雁行」は、バーダーなら必見です。

坂井平野では採餌できる場所は減少してい

ますが、主に２番穂や落ち穂、オオムギ、

水田雑草などを採餌しています。減反によ

る転作であるソバや大豆は収穫後に飛来す

ることになるのであまり食べないようで

す。飛来した頃は嘴の基部が黒い幼鳥も、

北へ帰る頃には白くなっている。たくまし

く成長した証です。（産卵数は普通５個ら

しいが若鳥は平均３羽が多いように見え

る。）

月に雁

しろちどり 78 号(2013)
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風発への衝突は、当初心配していたが現在

のところはないようです。賢いので回避行

動をとっていると思われますが、それより

も、忌避行動というか、何となくあそこは

嫌だなー・・・という若鳥のスーパーセン

サーが働き、温暖化と相まって越冬地とし

て坂井平野を放棄することです。（ 近の

情報：風発とは別の原因だが、佐渡で

は越冬しなくなったようである。）

オオムギの食害防止のため追い払われるマガン

＜中池見湿地：ラムサール条約湿地＞

中池見湿地で13年間、標識調査をされて

きた会員のバンダー吉田一朗氏の話による

と

・中池見付近では167種の鳥類を確認

・13年間の標識調査で放鳥されたのは65種

・秋の渡りにおいては、すぐに通過せずに

中池見付近に滞在している個体がいる。

●ラムサール条約湿地とノジコについ

て

・調査初年度から、レッドデータブックに

記載されているノジコが48羽放鳥された

ことから、ノジコを重視した調査を行う

ようになった。

・調査日数が増え、ノジコだけで1000羽を

超える年も出てきた。

・早い年で10月4日から捕獲され、20日過

ぎ頃に数が減りだし、11月上旬にはほと

んど捕獲されなくなる。

・4月と5月にも記録があるが、繁殖の可能

性は今のところ低いと考えている。

・捕獲場所のほとんどは中池見湿地で、下

流の谷（後谷）でも少し記録されるが、

林では稀である。

・中池見湿地がラムサール条約湿地の登録

を目指していたことから、ノジコの渡り

の中継地がラムサール条約の登録基準に

該当するのではないかと、関係者の方々

から働きかけを行っていただいた。その

結果、ラムサール条約湿地の登録の理由

の１つとして、ノジコが記載された。

・水鳥ではなく小鳥が登録理由となったの

は、仏沼のオオセッカ以来と聞いている。

・観察が難しい小鳥の中継地であっても、

標識調査で重要性が確認できれば、鳥や

生息地が守られる可能性があることを示

していただいたようにも思われる。（吉

田一朗氏 談）

ザックリ福井の鳥ものがたりということ

で、福井の鳥や探鳥地の一部を紹介しまし

た。詳細は「福井の探鳥地１００」をご覧

下さい。HPもありますので、興味のある方

は［検索：日本野鳥の会福井県］でどうぞ。

12月には京都支部が「雁行」を見に来られ

ます。人気上昇中です。

しろちどり 78 号(2013)
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・三重の皆さんのますますの発展と、自然

保護活動が発展し、生き物の宝庫である三

重の自然が、ラムサール条約に一日も早く

登録されることを期待しています。とも

に進みましょう。

※参考：福井の探鳥地１００ 日本野鳥の

会福井県

ノジコ（写真：吉田一朗）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ーーーちょっと鳥見ーーー

道東での探鳥

四日市市 熊澤 正継

H25年7月、以前から一度乗ってみたいと

思っていた落石ネイチャークルーズに乗る

ことが出来た。落石漁港→ユルリ・モユル

リ島海域→落石漁港と約2時間かけてまわ

ってくるものだ。クルーズと言うけれど船

はあちらの漁師さんの船で乗れるのは10人

程度の小さな船である。

ガイドさんによると大きなクルーズ船と

違って漁師さんの船は野鳥にとっていつも

見慣れている船なので怖がられないし、ま

た鳥への目線が低くて良いとのことであっ

た。

ハイイロヒレ

アシシギ
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このクルーズでの一番の目的はエトピリ

カである。時期を合わせればかなり高い確

率で見ることが出来るようである。私達夫

婦が乗った日はかなり霧の濃い日でどうな

るかと思いましたが、その不安も出港して

すぐに消え去りました。

フルマカモメ、ハシボソミズナギドリ、

ハイイロヒレアシシギが浮いていて初めか

ら興奮の連続です。海鳥は詳しくないので

何が出ても「おおっ～！」なんですが、、、

コースの中盤にはガイドさんでも予想して

いなかったツノメドリが出て皆さん大いに

盛り上がりました。このツノメドリ、飛ん

でいくこともなく船のまわりを潜ってはま

た浮かぶを繰り返していました。そしてそ

の後、エトピリカが出ました。初めは遠く

でしたが何個体かいて船のすぐ近くに浮い

て大サービスをしてくれました。エトピリ

カは好奇心が強くて船に近づいてくると言

っていました。いつかは見てみたいと思っ

ていたエトピリカに逢えて嬉しかったで

す。この他、ウトウ、ケイマフリ、チシマ

ウガラスなどが見られた素敵なクルーズで

した。

時間が合えば一度乗ってみる価値のある

クルーズだと思いました。

ツノメドリ

エトピリカ



- 7 -

朝の散歩で見る野鳥

津市 杉村滋弘

津市の中心部北丸の内の家を出て新御山

荘大橋を渡り、安濃川の左岸を歩いてメッ

セウィングミエ近くの北河路橋まで往復

7km朝と夕方で14kmが毎日の散歩です。夏

は朝の4時、夜明けが遅くなると5時過ぎに

スタートしますから、辺りが徐々に明るく

なって探鳥をしながらの散歩になります。

季節によって見える鳥は違いますが、1

年では50種を超える鳥がみられます。

カルガモ、マガモ、コガモ、ヒドリガモ、

オナガガモ、ハシビロガモ、キンクロハジ

ロ、オオバン、バン、カワウ、カイツブリ、

ミミカイツブリ、カモメ、ウミネコ、アオ

サギ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、チュ

ウサギ、アマサギ、クイナ、ヒクイナ、ケ

リ、カワセミ、セキレイ、キセキレイ、セ

グロセキレイ、イソシギ、クサシギ、オオ

ヨシキリ、アオジ、カシラダカ、オオジュ

リン、シメ、ハシボソカラス、ハシブトカ

ラス、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ムク

ドリ、スズメ、ツバメ、キジ、ホオジロ、

モズ、ヒバリ、メジロ、ウグイス、ジョウ

ビタキ、カワラヒワ、シジュウカラ、ヒガ

ラ、コガラ、コゲラ、ヒレンジャク、キレ

ンジャク、ツグミ、セッカ等です。

春から夏にかけてはカルガモ、カワセミ、

キジ、の親子の可愛い姿を楽しみに目で追

います。カルガモは先ず体の大きいお母さ

んが11羽とか7羽とか5羽とか子沢山で姿を

現します。その後何日か遅れて体の小さい

お母さんが3羽とか2羽とか1羽とかの子連

れで出てきます。母さんガモが小さいとそ

の子ガモはやはり小さく生まれるようで

す。母さんガモを先頭にキチンと１列に並

んで泳いだり、母さんが見守る中で子ガモ

が輪になって追いかけっこしたり、伸びを

したり、水かけっこしたり、岸辺の草に首

を伸ばして食べたりするのを見ていると無

事に育てよと祈らずにはいられません。

カワセミは番いに子供１羽の３羽でキ

ィーチィーと鳴き交わしながら行ったり来

りします。子供が成長してくると個別行動

を始めますが、川の決まった場所で落ち合

って鳴き交わします。タイミングが良くな

いと見られないので、今日は見られるか？

と楽しみに散歩します。

キジは子供が７羽生まれたが、親がキ

ツネにやられたらしく成長できたのは５羽

になってしまいました。毎日は見られない

が、ここにはいる筈だと目を凝らしながら

歩くのも楽しいものです。

キツネの番いに子供が２匹生まれたら

しいので、親が獲物探しに大忙しで、カル

ガモやキジが犠牲になりました。この後は

カルガモもキジもキツネの出没地域から姿

を消し、獲物がなくなったキツネも何処か

へ行ってしまいました。農家の人達は野ね

ずみを獲ってくれるとキツネを大事にし、

姿を見ても気にしないので、余り人を恐れ

ず人の近くにも現れるので我々にも見られ

ました。

今も毎日朝と夕方に散歩しながら探鳥

を続けています。

ホオジロ

しろちどり 78 号(2013)
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私の一枚

張市 田中豊成

1. コハクチョウ

昨年 11 月 28 日に名

張川で初めて見ました。

規定のコースを外れた

のでしょう。

渡来当初で、相当疲

労している感じでした。

餌を食べるのも、写真

の通りすわったまま首

だけ伸ばしています。

名張でコハクチョウ

を見たのは、50 年間の鳥見歴ですが、私にとって初めてでした。今後、4・5 日ほどした

ら何処かへ行くのかなと思っておりましたが、翌年の 3 月初旬までいてくれました。長居

が出来た理由を考えました。名張川には、身を隠す場所があり、豊富な草や水草があるの

で餌に困らなかったのでしょう。新聞にも載りましたが、住民達の優しく接し危害を加え

なかったのも一因であると思います。

. クロジ

名張には冬鳥とし

て、稀に少数が飛来

します。

初に見たのは、

今年の 1 月でしたが

前年に来ていたのか

も知れません。雄 2

羽、雌 3 羽、若鳥 2

羽程度でした。

場所は、名張川に

沿っている堤防を兼

ねた林で、道もあり

両側は木が生い茂りやや暗い所で、人や車の往来はあまりない所です。2 月いっぱい頃ま

でいました。

しろちどり 78 号(2013)
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3. ミヤマビタキ

4 月に遠出をして、

与那国島へ行きまし

た。

4 月 10 日に、林縁

で変わった鳥を見つ

けたのがミヤマビタ

キでした。鳥を見に

来ている人達にも教

えてあげました。が、

翌日には姿はなかっ

たです。日本では、

数少ない観察例があ

ると聞いております。

台湾では、高山でい

るそうです。

************************************************************************

************************************************************************

オバシギの記録

しろちどり 76 号の野鳥記録欄で紹

介したように 2013 年 4 月 13 日、津

の安濃川河口でフラッグ付きのオバ

シギが 2 羽観察され片山賢一さんに

より鮮明な写真が撮られました(図)。
フラッグは緑色地に白字でそれぞれ

BBT と BBE と印されていました。

山階鳥研のホームページからオース

トラリアのグループ（オーストララ

シア シギ・チドリ類 研究グルー

プ Australasian Wader Studies
Group）が付けたものと推定し、E-メ
ールで問い合わせたところ、返事が

来てこのオバシギの記録が分かりま

した。 それによるとこの２個体の

オバシギは 2013年 2月 3日にオース

トラリアクインズランド州珊瑚海に

面したブリスベンの近郊、ツールブ

ル(Toolbul)で捕獲され、足輪とフラ

ッグが付けられ、放鳥されたもので

あり、2個体とも羽衣から 2歳以上と

推定されていました。すなわち約 2

Toolbul
(ツールブル）

津

繁殖地

しろちどり 78 号(2013)
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か月後、繁殖地へ向かう途中に立ち寄った津市の安濃川河口で目撃され写真撮影されたこ

とになります。ちなみにこのツールブルと津とは直線で 7,092km の距離があります。こ

れらの個体はこの後、繁殖地までの旅に旅発ったことでしょう。オバシギの繁殖域はシベ

リアの東端、カムチャツカ半島より北で ベーリング海、北極海に面した地方です。 短

でも津からさらに 3,200km 離れており、合計で 10,000km 以上もの旅を必要とすること

になります。はたして無事に繁殖期に到着し、子育てができたことでしょうか？残念なが

ら知る由もありません。 （編集部：平井）

BBT のフラッグを

付けたオバシギ

片山賢一 撮影

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

しろちどり原稿募集

私の一枚
写真を１，２枚、それに簡単な文章をつけてください。写真はめずらしいものでなくて

も結構。初めて撮った野鳥の写真、いつもの野鳥、かわいらしいしぐさ、印象に残った鳥、

鳥の食べ跡、足跡、落ちていた羽根などでも結構。

なお、写真は JPEG で、2 M 以下でお願いします。E-mail に添付して送っていただけ

れば好都合です。 画質は少々悪くなりますが、プリントでも結構です。

ちょっと鳥見
近くの散歩道の鳥と自然、山登りの際に見た鳥、草花、風景。出張で旅行した時の鳥、

私のとっておきの場所と鳥、など文章を中心にしたもの。写真や絵など画像を加えていた

だいても結構。目安として 1000字以内。

特段に問題がある場合をのぞいて、実名でお願いします。場所を秘匿したい場合はその

ように書いてください。相談にのります。

なお、改行など掲載の体裁はできるかぎり、著者の要望に沿いますが、紙面構成上要望

に沿えない場合もあります。

送り先 平井正志 「しろちどり」編集担当 mhirai@kpu.ac.jp

しろちどり 78 号(2013)
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野鳥記録（2013年9月6日から11月8日までに報告があったもの）

注；

1）白い鳥が１羽飛び回っていたので、なんだろうと追ってみたら、ツバメの白化個体で

した

2）とても近くを飛んでくれました！真上を何度も旋回しました（オオグンカンドリかコ

グンカンドリか不確定）

3）早朝近所の電線にずらりととまり羽づくろいをしていた。少し前には４００羽ほどを

観察している

4）過去にもこの時期に実績のあるポイント、そろそろきてるか、と車で流すと猛禽の飛

びを目撃、見当をつけて少し移動すると電線にとまっていた

5）例年なら１１月１０日ごろに初認するが僕には過去 も早い記録、1羽が上空やや低く

南をめざして飛ん でいった

6）海にオシドリがいるのを見るのは初めて、デジスコでも撮影困難なほど遠かったが、

ウミネコやスズガモに混じって泳ぐ様子が観察できた

7）鳥類標識調査中に確認されたため、日本鳥類標識協会誌において、「観察報告」とし

て印刷中

8）鳥類標識調査中に確認された

9)ミイラ状態でしたが嘴と脚の色、初列風切羽のパターンで同定、骨格標本として大阪市

立自然史博物館へ標本として納入予定

アキニレ

しろちどり 78 号(2013)

野鳥の種類名 個体数 観察年月日 観察場所（三重県）
雄/雌/などの区
別

記録報告
者名

脚注

ツバメ 1 2013年9月22日 志摩市磯部町坂崎 白化個体 広野 喜郎 1

グンカンドリ 1 2013年10月7日 鈴鹿市南若松町 幼鳥 幅野 陽介 2

コシアカツバメ 170 2013年10月9日 三重郡菰野町菰野 不明 矢田 栄史 3

チョウゲンボウ 1 2013年10月17日 三重郡菰野町千草 初認 矢田 栄史 4

ツグミ 1 2013年10月29日 三重郡菰野町菰野 初認 矢田 栄史 5

オシドリ 1 2013年11月3日 鈴鹿川河口 雄 阿部 裕 6

ムジセッカ 1 2011年12月27日 南牟婁郡御浜町
オス？　第1回冬
羽

西 教生 7

ムジセッカ 1 2012年12月29日 南牟婁郡御浜町
性別不明、第1回
冬羽

西 教生 8

ミツユビカモメ 1 2013年10月27日 津市白塚 ミイラ状態の落鳥 宮越 和美 9
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2013 年 9 月 22 日

ツバメ白化個体

広野 喜郎 撮影

2013 年 10 月 7 日

グンカンドリ幼鳥

幅野 陽介 撮影

2012 年 12 月 29 日

ムジセッカ

西 教生 撮影

しろちどり 78 号(2013)
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ムジセッカについて
ムジセッカ Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) は全長約 11 cmのウグイス、ム

シクイなどと近縁な渡り鳥です。繁殖地はロシアバイカル湖以東の沿海地方、サハリン、

中国北部などで、越冬地は中国南部、インドシナ半島などです。サハリンでは中部以北で

繁殖します。サハリンで繁殖する鳥も主として大陸を渡り、日本列島を通過しないようで

す。しかし、まれに日本海側を通過するものがあり、標識調査では捕獲されます。他のム

シクイ類と識別がむずかしく、野外で写真などの判定では不可能でしょう。今回会員の西

教生さんにより、三重県で初めて記録されました。

参考： Baker, K. 1997. Warblers of Europe, Asia and North Africa. Helm, London
（編集部：平井）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

事務局だより

活動記録（2013年９月～１１月）

9 会報「しろちどり第 77号」発行・発送作業

10 県の平成 25年度生物多様性調査「鳥類」業務委託まとめ作業

10/27 三重しぜん文化祭 inくわなに出展

11/1 県のレッドデータブック編成のための会議に出席（代表他）

11/6 次号「しろちどり」取材のため紀伊長島へ出向く

11/9～ 10
本部主催の平成 25年度連携団体全国総会（千葉市）へ出席（副代表）

11/24 第２回理事会

今後の予定

11 会報「しろちどり第 78号」発行

**********************************************

シギ・チドリ観察員交流会のお知らせ

環境省のモニタリング１０００事業の中でシギ・チドリの調査は NPO 法人であるバー

ドリサーチが事務局となり、全国の干潟などを調査しています。三重県からも当会の会員

数名がこの調査に参加しています。毎年調査員の交流会を開いていますが、今回 2014年 1
月 25 日に三重県津市で開催されることになりました。参加、傍聴は無料でだれでも参加

できます。当会からは口頭発表やポスター発表をする予定です。他府県からも多くの参加

者があり、いくつかの発表があります。興味のある方は是非ご参加ください。

2014年 1月 25日（土）13：00 ～ 17:00
三重県教育文化会館４ F（津駅から徒歩 5分くらい）

その後会員制で懇親会があります。

詳しくはバードリサーチのＨＰをご覧ください。

http://www.bird-research.jp/1_event/shigichi2014_01.html

しろちどり 78 号(2013)
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探鳥会報告

（2013 年 8 月～ 2013 年 10 月）

● ねぐら入り探鳥会

2013年 8月 17日（土）17：30～ 19：00

伊勢市東豊浜町土路 外城田川河口

西村 泉 橋本祐子

参加者８名（会員６名）

カルガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、

ゴイサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサ

ギ、コサギ、キアシシギ、ソリハシシギ、

イソシギ、ハシブトガラス、ツバメ、オオ

ヨシキリ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、

ドバト 計１９種

ツバメの探鳥会は難しい…。今年は猛暑

のためなのか、昨年と同時期に開催したが、

メインのツバメはパラパラとしか飛ばなか

った。サギ類はいつものように、５～６羽

ぐらいにまとまって中洲へ飛んで行った。

参加者は少人数だったが、「ツバメが好

き」という女子中学生とそのご家族が来て

くれて嬉しかった。

● 木曽岬干拓地探鳥会

2013 年 8 月 25 日（日）9：00 ～ 11：00

愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地

共催団体／日本野鳥の会愛知県支部

近藤義孝 米倉 静

参加者３名（会員２名）

カルガモ(51)、ハシビロガモ(1)、キジバト

(7)、カワウ(26)、アマサギ(75)、アオサギ

(11)、ダイサギ(6)、チュウサギ(42)、コサ

ギ(6)、ケリ(2)、コチドリ(2)、クサシギ(2)、
イソシギ(3)、ミサゴ(3)、チュウヒ(1)、ハ

シボソガラス(21)、ハシブトガラス(24)、
シジュウカラ(1)、ヒバリ(3)、ショウドウ

ツバメ(20)、ツバメ(68)、セッカ(4)、スズ

メ(80)、セグロセキレイ(1)、カワラヒワ

(48)、ホオジロ(2)、ドバト(14) 計２７種

久しぶりの雨が降りました。夏のこの時

期は鳥の数も少なく、種類も少ないのです

が、木曽岬干拓地内ではチュウヒやミサゴ

を観察できました。

● 海蔵川探鳥会

2013 年 9 月 10 日（火）9：45 ～ 11：45
四日市市西坂部町 海蔵川沿い

川瀬裕之 参加者１２名（会員９名）

カルガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、

ゴイサギ、アオサギ、チュウサギ、コサギ、

バン、イカルチドリ、カワセミ、モズ、ハ

シボソガラス、ハシブトガラス、ツバメ、

コシアカツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、コ

ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロ

セキレイ 計２２種

爽やかに晴れた秋晴れの中での開催とな

りました。気温は歩いていると少し汗ばむ

くらいでした。

開始早々からカワセミが挨拶をしてくれ

て、幸先良いスタートとなりました。海蔵

川の常連、カイツブリが潜水を披露し、岸

よりのすぐ近くにバンの若鳥が悠々と泳い

でいました。夏にあまり見られなかったサ

ギ類がそこそこ顔を出してくれて皆を楽し

ませてくれました。また、ムクドリの群れ

に交じってコムクドリも見る事が出来まし

た。終盤にこの場所では初見のコシアカツ

バメが姿を見せてくれて、 高の締めくく

りでした

ショウドウツバメ

しろちどり 78 号(2013)



- 15 -

● 木曽岬干拓地探鳥会

2013 年 9 月 22 日（日）9：00 ～ 11：00

愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地

共催団体／日本野鳥の会愛知県支部

米倉 静 加藤雄也

参加者２１名（会員７名）

キジ(1)、カルガモ(22)、カイツブリ(2)、
キジバト(2)、カワウ(300)、アオサギ(10)、
ダイサギ(10)、チュウサギ(6)、コサギ(10)、
アオアシシギ (1)、クサシギ(4)、イソシギ

(3)、ウミネコ(1)、ミサゴ(5)、トビ(3)、サ

シバ(1)、ノスリ(1)、チョウゲンボウ(3)、
ハヤブサ (2)、モズ (3)、ハシボソガラス

(10)、ハシブトガラス(50)、ヒバリ(2)、シ

ョウドウツバメ(1500)、ツバメ(2)、ノビ

タキ (1)、エゾビタキ(3)、スズメ(50)、ハ

クセキレイ(2)、セグロセキレイ(2)、カワ

ラヒワ(2)、ドバト(6) 計３２種

チュウヒは観察できませんでしたが、ハ

ヤブサ、チョウゲンボウ、ノスリ、サシバ

などいろいろな猛禽類が観察できました。

チュウヒ

● 多度山タカ渡り探鳥会

2013 年 9 月 28 日（土）9：30 ～ 12：00

桑名市多度町柚井 多度山中腹

安藤宣朗 参加者７名（会員５名）

キジバト、ハチクマ、トビ、サシバ、ノス

リ、ハシボソガラス、ショウドウツバメ、

ヒヨドリ、メジロ、カワラヒワ、ホオジロ

計１１種

このところ朝晩は、めっきり涼しく秋ら

しい日々が続いている、今朝も雲ひとつな

い紺碧な空、白樺峠では既に何千羽のタカ

たちが渡っているので、ここ多度山も期待

出来そうな予感がした。集合場所の駐車場

から、澄み切った青空に多度山の稜線が映

える。集合時間前からその稜線を 3 羽の

トビが悠々と舞う。

駐車場から 15 分ほど登った探鳥地に到

着した途端、ハチクマ 2 羽ノスリ・サシ

バを観察、その後ぼつぼつと現れ 12 時ま

でにハチクマ 7 羽サシバ 1 羽ノスリ 4 羽

トビ 6羽タカ SP1羽 猛禽合計 19羽を観

察、予感通りこの場所では上出来な渡りの

観察会となった。

● 伊勢タカ渡り探鳥会

2013 年 9 月 28 日（土）7：00 ～ 11：00

伊勢市 伊勢やすらぎ公園

高木正文 中西 章

参加者１６名（会員１５名）

キジバト、ヒメアマツバメ、ミサゴ、ハチ

クマ、トビ、サシバ、チゴハヤブサ、モズ、

ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガ

ラ、ツバメ、ヒヨドリ、エゾビタキ

計１４種

タカ渡り探鳥会としては、近く(低く)て
タカ柱も見られ、タカの識別も良く出来て

verygood！特に、ハチクマ２羽が good！

年に２～３回しか見られない「チゴハヤ

ブサ」が観察できた。

● 法花タカ渡り探鳥会

2013 年 9 月 29 日（日）8：00 ～ 12：00

伊賀市法花

共催団体／伊賀自然の会

小林達也 田中豊成

参加者２１名（会員１０名）

しろちどり 78 号(2013)
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キジバト、ハリオアマツバメ、ミサゴ、ト

ビ、オオタカ、サシバ、ノスリ、ハヤブサ、

モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブト

ガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ムクドリ、ハ

クセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、

ホオジロ、コジュケイ、ドバト 計２１種

天候にも恵まれ、県内の遠路より参加し

ていただきましたが、タカ他、多くの鳥を

観察出来たので、喜んでいただけたと思い

ます。

● 相津峠タカ渡り探鳥会

2013 年 10 月 5 日（土）8：30 ～ 11：30
松阪市飯南町 相津峠

西村四郎 中村洋子

参加者１１名（会員１０名）

キジバト、アオバト、アマツバメ、トビ、

ツミ、コゲラ、アオゲラ、モズ、カケス、

ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジ

ュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メ

ジロ、クマタカ 計１８種

集合場所の道の駅では、ヤマガラ、エナ

ガ、シジュウカラ、コゲラの混群が見られ

ました。

幸先はよかったですが、峠へ向かう途中

から小雨が降っており、峠へ着いたら小雨

模様でした。

しばらくは東屋で様子を見ていました

が、見晴らしの良い「感謝の丘」まで上る

ことにしました。雨が止んできたので期待

しましたが、サシバ・ハチクマは飛ばず、

ツバメやアマツバメの渡りと、地元のヒヨ

ドリ・カケス・アオゲラ・アオバトなどが

出てくれたのでそうそう退屈はしませんで

した。

圧巻はクマタカで、峠の下をスーっと飛

んでくれました。クマタカの背中を観察で

き一同満足でした。

昨年は同時期に４４０羽飛んでいますの

で、天気が良くなれば期待できます。

● 鳥羽タカ渡り探鳥会

2013 年 10 月 6 日（日）8：00 ～ 12：00

鳥羽市船津町 鳥羽市消防本部横空き地

川村晴彦 中村徳次郎

参加者８名（会員７名）

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、チュ

ウサギ、ミサゴ、ハチクマ、トビ、サシバ、

ハシブトガラス、イワツバメ、ヒヨドリ、

キセキレイ 計１３種

天気も良く期待しましたが、タカ類をは

じめヒヨドリなどの渡りも低調で残念な結

果となりました。

今年は伊良湖も同様のようですが、まだ

本格的な渡りも見られず、このままシーズ

ンが終わってしまうのか、気がかりです。

● 市木川及び水田探鳥会

2013年 10月 13日（日）9：00 ～ 12：00

南牟婁郡御浜町 市木

中井節二 清水勝海

参加者１０名（会員７名）

ヒドリガモ、カルガモ、オナガガモ、コガ

モ、キジバト、カワウ、アオサギ、ムナグ

ロ、イカルチドリ、タシギ、イソシギ、ミ

サゴ、トビ、チョウゲンボウ、モズ、ハシ

ボソガラス、ハシブトガラス、コヒバリ、

ヒバリ、イワツバメ、ヒヨドリ、セッカ、

ノビタキ、イソヒヨドリ、スズメ、キセキ

レイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ム

ネアカタヒバリ、カワラヒワ、ホオジロ、

ドバト 計３２種

急に寒くなり、今まで鳥も少なかったけ

れども、昨日からノビタキも多くなってき

ていました。

それより目の前に現れたコヒバリに、皆

さんびっくりしました。

● 白塚・町屋海岸探鳥会

２０１３年１０月２０日（日）開催予定で

したが、雨天のため中止しました。

● 木曽岬干拓地探鳥会

2013年 10月 27日（日）9：00 ～ 11：00

愛知県弥富市 鍋田干拓地・木曽岬干拓地

共催団体／日本野鳥の会愛知県支部

米倉 静 加藤雄也

参加者１３名（会員９名）

キジ(1)、マガモ(5)、カルガモ(50)、コガ

モ(330)、ホシハジロ(1)、カンムリカイツ

ブリ(1)、キジバト(5)、カワウ(50)、ゴイ

サギ(2)、アオサギ(4)、ダイサギ(10)、チ
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ュウサギ(6)、コサギ(5)、アオアシシギ

(1)、クサシギ(3)、タカブシギ(1)、ユリカ

モメ(1)、セグロカモメ(1)、ミサゴ(6)、ト

ビ(1)、チュウヒ(3)、オオタカ(4)、ノスリ

(3)、カワセミ(1)、チョウゲンボウ(1)、モ

ズ(4)、ハシボソガラス(50)、ハシブトガラ

ス (50)、ヒバリ (10)、ショウドウツバメ

(50)、ヒヨドリ(25)、メジロ(20)、ムクド

リ(5)、ジョウビタキ(1)、スズメ(100)、ハ

クセキレイ(5)、セグロセキレイ(1)、カワ

ラヒワ(17)、ホオジロ(1)、ドバト(5) 計

４０種

チュウヒ・チョウゲンボウ・オオタカ・

ミサゴなど猛禽類がたくさん出ました。カ

モ類も少しずつ増えてきました。

編集後記
巻頭には書きづらいが、巻末なのでゴミ

の話もよかろう。

鳥を見に行くと必ずゴミを見つけてしま

う。人があまり行かない河原、海岸、道端

の茂み。ポリ袋に入った弁当のカラ、ペッ

トボトル、大きなものはテレビ、はては布

団まで。なんともやりきれない気持ちにな

るのは私だけではないだろう。自然が自然

でなくなっている。いったいどれくらいの

ごみが野外に捨てられ、蓄積されているの

だろう。この野外のごみをなくそう、いや

半分でもしようとすると膨大な労力がかか

る。いや不可能かもしれない。

一方野鳥も微妙にこのゴミに反応してい

る。ウグイスなどの巣を見つけると必ず、

あの白いプラスティックの荷造り紐の断片

が巻き込まれている。長くて丈夫なので、

そこいらの草の葉よりも優秀な巣材なので

あろう。カラスは洗濯ものを干す針金のハ

ンガーを利用する。あのフックの部分が極

めて有効でフックをかみ合わせれば巣材が

緩んで落ちるということはない。頭の良い

カラスは針金のハンガーを探すのであろ

う。しかし、ゴミが野鳥にとってよいとい

うことには結論づけられるものではない。

さて、わが身を考えてみても、ゴミを野

外に捨てたくなる気持ちは常に出てくる。

なにしろ、捨てるべきものが多いのである。

工具の空き箱、ビールの空き缶、発泡スチ

ロールのトレー、食べ残し。ゴミの指定日

のたびに大きな袋にゴミを入れて、所定の

ごみ置き場に持ってゆく。置き場にすでに

ゴミが山と積まれていて、さらに後からも

どんどん持ってくる。

ゴミを少なくすることを真剣に考えなく

ては。近年レジ袋は減ったが、その他の包

装は全く野放しであり、ペットボトルはい

ぜん大量に作られ、消費されてゆく。家庭

で使う機械類も、買い替えられ、古いもの

は捨てられる。このために膨大な原油が消

費されることになる。どこかでこのサイク

ルを断ち切ることが必要であろうが、その

考えを持つ人は残念ながら、あまり多くな

いようだ。

年の暮れにとんだ話になってしまった。

来年はゴミのないよい年であるように。

エノキとヤドリギ
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