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巻頭エッセイ・表綴の言葉 fi;7'dP-d e!T d 芦T后

シロチドリによせて

橋本富三 （津市）

『月の夜を何を阿古木になく千鳥』 津市柳山

平治町の阿漕塚にその芭蕉の句碑がある。 何

処までも続く広い砂浜にうち寄せるさざ波が、

明るい月の光を受けてキラキラ光っている。た

くさんのシロチドリがチーチー嗚き交わしなが

ら波と戯れている。千鳥の背中にも銀色の光が

降り注ぐ。何を思って千鳥は嗚くのだろうか。阿

漕の浜で賣巻きにされ海に沈められた親孝行の

平治の哀れを思って唱くのかもしれない。この

句にふれるたぴ、私の心にそんな情景が浮かん

でくる。

この数年、白塚町から阿漕浦の海岸にかけて、

桜のつぽみがほころぶ3月の下旬からシロチド

リの営巣調査を開始し、卵がふ化して雛になる

6月下旬まで続けている。普通シロチドリは小

指の先ほどの小さな卵を 3個、砂浜の浅いくぼ

みに産み落とす。卵は砂粒とそっくりの模様を

しており、慣れないと巣の直ぐそばにいても、そ

こに卵があるとは気付かない。これを見つける

のは大変だが、苦労してやっと見つけた時の気

25日前後の間、親鳥は交替で卵を抱き続ける。

風の寒い日、親鳥は自分の体温で卵を暖め、砂浜

に陽炎が燃え立つ暑い且親鳥は自分の体で直射

日光を遮り風通しを良くするため、卵の上に立ち

尽くす。ところが、大雨に卵が流され、カラスや

野犬による捕食があり、頻繁なヒトの接近により

巣ごと放棄され、傍若無人に砂浜を走り回る四輪

駆動車に踏みつぶされて、親鳥の努力は泡と消え

る。そうした危機を運良く乗り越えた卵だけが雛

になる。砂浜を、小さな毛糸玉がチョコチョコ走

り回る姿は、実に愛らしい。しかしふ化する確率

は20%に満たない。

卵がかえって雛になると親鳥は一層神経質に

なる。敵が近づくと、親鳥は警戒の嗚き声で、雛

を見つかりにくい場

所に隠す。この雛も

又、砂粒と同じ保護

色で身体を伏せじっ

としていると砂浜と

見分けがつかない。

敵が更に雛に近づく

と、親鳥はあたかも

_., 

持ちは何ともいえない。しかし長く巣のそばに 傷ついたように羽を

いることは、避けなければならない。遠くで心配 バタバタと引きずる 、_.... 
そうにこちらを見ている親鳥が大きなストレス 偽傷行動をとりなが ...-, 

を感じているに違いない。

今月の表紙・鹿島素子
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四日市は東側全て海に面していますが自然海岸

はなく、一般市民の立ち入ることが出来ないとこ

ろが殆どです。 ただほんの僅かに残された、自

然への小さな窓口である鈴鹿川河口は、貝拾いや

ゴカイ掘りのほか、色々なレジャーを楽しむ人々

で賑わっています。

そんな過密な場所でさえ、越冬や渡りの鳥たち

にとっては貴重な場所のようです。

私も時々ほっとする場所を求めて、ここに

やってくる常連に加わっていますが、砂州の中の

様子を眺めて、私もあんなに近々と取り囲まれて

みたいなーと思いながら、彼等を観察していま

す。

鹿島素子（四日市市）
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臼互f:/d臼旦 轡●工ッセイ ・待集：初夏の集鳥嶋

ら雛から遠ざかり、自分に敵の注意を引きつけ

る。親鳥が次の世代に命をつなぐため、必死で雛

を守ろうとするその姿に、命の尊さを思わずに

はいられない。

浜の古老の話によれば、数十年前この浜には

たくさんのシロチドリが営巣し、たくさんの雛

が生まれ、子供らはその卵や雛をおもちゃにし

て遊んだと聞いた。私一人の調査では見落とし

もあるし、又年によって差はあるので一概には

言えないが、 1シーズンのうち、営巣が 10~2

0箇所、雛になるのはそのうち 10羽もいるか

どうかである。近い将来、この浜で営巣するシロ

チドリがいなくなってしまうのではないかと危惧

される。

原因は、砂浜の草地化等により営巣に適した場

所が減少する一方、カラスや野犬の増加、散歩や

釣り等のレジャーによるヒト ・イヌの侵入、水上

スクーター運搬用の四輪駆動車の砂浜への乗入な

どが考えられる。せめてヒトが直接関わる原因だ

けでも取り除けないものであろうか。芭蕉の千鳥

の句を読んで、何のイメージも湧かない未来の子

供達を作らないために。

＾ 
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初夏の探鳥地特集

＾ 

野鳥の会三重県支部の活動は探鳥会が中心で

す。しかし、その探鳥会にも盲点があります。主

催者側からすると、冬の探鳥会は企画しやすい。

池や河口に行けば必ずカモは見えます。鳥がい

ないことはまずなく、望遠鏡を据えてじっくり

見ることさえできます。出席者はそれなりに満

足して帰ることができるでしょう。しかし、夏の

探鳥会となるとそうはいきません。山に入って

も何がでてくるかわからないし、必ず何々を見

ることできるとは言い切れません。出た鳥もす

ぐに藪に姿を隠してしまいます。結局見ること

のできたのは先頭を歩いていた1人か2人くらい

というのが普通でしょう。初夏から夏は探鳥会

をやりにくい季節です。

しかし、振り返ってみると何が出るかわから

ないのが鳥見のほんとうの面白さではないで

しょうか。 鳥を見るだけなら、動物園に行けば

よいでしょう。思いもしなかった鳥に出会える。

これはそれに出会った人だけが知る野鳥蜆察の

楽しみでしょう。

支部会員の皆さんもぜひ初夏から夏の鳥を自

分で見に行ってください。山にも、川にも、海に

も、きっと何か新しい発見があるでしょう。今回

の特集ではベテラン会員の方に、ここぞという

場所を紹介してもらいました。ここにはこれま

であまり探鳥会が催されてこなかった場所が掲

載されています。いずれの場所も公園や河口で

鳥を見るわけでないので、それなりの心構えと

装備が必要です。この特集で紹介できる範囲に

は限りがあります。ベテランの鳥見屋は多分自

分だけの秘密の場所を知っていて、こっそりと

見にいっているでしょう。この特集が自分の夏

の探鳥地を探すきっかけになればと考えて企画

しました。

でも今は野烏の繁殖の季節です。繁殖の邪魔

をしないようにそっと覗いてください。

2003年6月
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待集：初夏の探鳥池 ¢旦’ダd臼彦’百・g

多度峡の野鳥
近藤義孝

アクセス方法：徒歩の場合：近鉄桑名駅より近鉄

養老線に乗り、多度駅下車、 三重交通バスで多度

大社まで入る。

車の場合：東名阪自動車道の桑名東インターで

下り、大桑国道（国道258号線）を大垣方面に北

上する。左に大鳥居が見えたら、左折し、県道に

入る。多度町役場前を通りすぎて少し下ったら

右折し、多度大社前に到着する。

多度大社前の駐車場（平日無料、休日有料）に

車を止め、多度大社に参拝してから多度峡に向

かってもよい。多度大社境内はクスノキ、シイ、

カシなどの大木が生い茂っている。神社の裏手

（北側）は多度山になるが、約40年前に大規模な

山火事があった。この神社や山は、古くは織田信

長に焼かれたと歴史書には書かれている。 神社

林は前回の火事をまぬがれ、うっそうとした木

立の中、オオルリ、ミソサザイなどが嗚いてい

る。

多度峡は多度川、西谷川の渓谷の通称である。

入口のシイ・カシなどの常緑広葉樹林には、キジ

バト・ヒヨドリなどがいつも見られる。また、イ

カルの姿も観察できることがある。ミソサザイ

は、春から夏にかけてきれいな声でさえずる渓

流の留鳥である。夏の多度峡で蜆察できるオオ

ルリはきれいな声で嗚いてくれる。悲しそうな

声で 「オーアー」と嗚くアオバトは留鳥である。

カワセミは多度川に沿って、 上がったり、下った

りして魚を捕っている。カワセミは多度川から

揖斐川へ注ぎ込む河口から多度峡の上流部まで

観察できる。カワセミの環境への適応力は高く、

人里から山の中までいるようだ。キセキレイも

よく見かける。伊勢湾からそれほど距離がない

ので、ハクセキレイ・セグロセキレイ ・キセキレ

イが同時に観察できることもある。チョコレー

ト色をしたカワガラスもせわしく水生昆虫を探

している。

上流部ではヤマセミの銀察記録もある。また、

上空をオオタカ、ハイタカ、サシバなどが飛んで

いることもある。今回は夏鳥の探鳥地の紹介で

あるが、秋の多度山頂ではタカの渡りが銀察で

きる。伊良湖岬のようなタカ柱はできないが、ノ

スリやトビが上昇してくると後からサシバ、ハチ

クマなどが上昇気流をとらえ、山の南斜面に沿っ

て回転しながら上がってくる。他の鳥の渡りもみ

られる。

多度峡には、イタチ・アナグマなどの哺乳類が

観察できる。また、ニホンアマガエル・タゴガエ

ル・トノサマガエル・ツチガエル・モリアオガエ

ル・カジカガエルなどの両生類も嗚いている。モ

リアオガエルは泡状の卵塊を木の上に生み付け

る。カジカガエルは、 5月~7月が繁殖期に美声

を聞くことができる。また、アマゴ・アカザ・カ

ワムツ・アブラハヤ ・カワヨシノボリなどの魚類

も観察できる。

夏にはヘイケボタルが観察でき、昆虫の種類も

多い。

種子植物、シダ植物やコケ植物なども多様な種

が記録され、三畳紀からジュラ紀にかけての

チャートなどの岩石など、自然銀察には最適の場

所である。

多度峡沿いの道は最初アスファルトの散歩道に

なっているが、途中から谷と分かれ、山道にな

る。多度山頂上までは標高差470mで、約2時間

弱である。体力に自信のない人は頂上まで登ら

ず、途中で引き返すのもよいであろう。

参考文献： 多度町史自然編

（多度町役場教育委員会で購入可能）

山と渓谷社分県登山ガイド『三重の百名山』
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一

＾ 

朝明渓谷の夏の鳥たち

川口久美

若い頃から「山歩き」が好きな私にとって鈴鹿

山系は、槍や穂高に向かうトレーニングの道場

であり 、子供ができてからは子育ての教室であ

り、そしてその子達が成長した今では、私自身の

仕事の疲れを癒す休息場所となりました。今日

は、その折々にそばにいた鳥たちを夏の朝明渓

谷に紹介することにします。

渓谷へは、車で 「朝明ヒュ ッテ駐車場」（三重

交通バス終点）に入り、ここから「ハト峰」まで、

林道と登山道を歩くコースです。装傭は軽登山

靴・双眼鏡、 小さなリュックに水筒 ・雨具、そし

てお弁当といったところでしょうか。

歩き始めの道の両側はキャンプ場です。早々

とシジュウカラ ・ヤマガラ・コガラたちの呼び交

わしあう声を聞いて、山に来たことを実感する

ひとときです。 林の中でエナガ、コゲラも「ジュ

ルリ」、「ギィー」と子育てに忙しそうです。

林道を歩いて少し汗ばむころ道は二つに分か

れます。右側にいけばそのまま林道を経由し、直

進すれば朝明川源流渓谷を歩くコースです。今

日はハンノキの茂る源流コースを歩いてみま

しょ う。

せせらぎの音を聞きながら歩くと、突然よく

通るソプラノが谷に響き渡ります。みると、倒木

の上に小さな体で口をいっぱいに開けてミソサ

ザイが歌っています。オオルリも檜の梢で胸を

張って歌います。その歌はゆったりと長くのどか

です。ときどき、ヒララと舞い上がってはまた元

の枝に戻り ます。虫を捕まえたのでしょうか。

砂防ダムをふたつ越え、いよいよ川幅が狭くな

るころ、右岸（川の上流から下流へ向かって右の

川岸のこと）ルートにとりついて 10分ぐらい息

を弾ませて登ると、突然空が広がって「ハト峰」

に到着です。

「ハト蜂」は標高825mの、周囲をまばらな針

葉樹とスズ竹に覆われた莉原台地のなかの小ピー

クで、晴れていれば鈴鹿の峰々と伊勢湾・知多半

島が一望できます。お弁当を広げて、思う存分夏

の鳥たちのコーラスをお楽しみください。

あちらこちらでウグイスが嗅いています。頭の

上では 「キョッキョ キョキョキョ」とホ トトギ

スが大きな声で飛び回っています。私はそれを聞

きながら、『 1ヵ月後には自分よりはるかに大き

な赤ん坊を一生懸命育てるウグイス夫婦の受難』

を想像したりするのです。

「シチペ シチペシチペ ．．． 」針葉樹の

天辺で早口に囀るのはヒガラです。背筋をピンと

伸ばし、冠羽をたてさも得意気です。

さて、昼寝などして夏烏たちの歌を聴いたり、

その生活を想像したりと楽しんだら帰途につきま

す。帰りは北へ、登山道の案内楳識にしたがって

林道コースを行くのが安全です。

時間と体力に余裕があり、山慣れた人には県境

尾根を南へ辿るコースをお勧めします。藪漕ぎに

ハト峰ピーク
林逍。途中から少し登

山道を歩く

北
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足元要注意

渓流添いの登山道

平坦な道を約 40分

歩く

分岐 ~ 
輌明ヒュ ッテ駐車楊
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待集：初夏の探鳥池 17:d ,rf d臼卑’百房

苦労しますが、途中のブナ林ではアカゲラのド スの探鳥は「リスニング」が中心です。

ラミングや、勇壮なコマドリのいななきを聞く あなたもこの夏、「声の探鳥」に挑戦されては

ことができるでしょう。その先の根の平峠では、 いかが？ 鳥の声のCDも各種販売されているみ

コルリが鈴を転がすような美声を聞かせてくれ たいですよ。

ます。 なお、県境コースは「登山」の領域で 《参考》〇歩行時間：2時間20分（標高差：400m) 

す。地図、コンパス等山の装備を忘れないこと。 〇コース ：駐車場⇒40分⇒分岐⇒40分⇒ハ

以上、渓谷の鳥たちを紹介しましたが、本コー ト峰⇒60分⇒駐車場-------------------------------
野登山

楢原蓑

（自然と文化）野登山は西峰の標高が870m、東

峰は851.6mあり、花閾岩質からなっています。

古くから信仰の対象で、東西の峰の間にあった

鏡池は雨乞を祈願する場所でもありました。こ

のあたりが県の天然記念物に指定されているブ

ナ林で、ここから蛇谷が始まります。この谷は三

百年以上樹木の伐採をしていないと言われてい

ます。鳥獣保護法では県指定の野登山特別保護

区 (10ヘクタール）となっています。

~-~ 

t℃;、、文 、

苅知 さ、三 ‘ こミ

野登寺上院は西峰直下にあり、真言宗の寺 ヨドリ、ウグイス、オオルリ、ヒガラ、シジュウ

で910年に建立されました。 1583年秀吉の兵火

に罹り焼失しましたが、再建されました。上院の

境内には樹齢数百年の太い杉があります。 1998

年の台風で多数倒れましたが、まだまだ多くの

巨大な杉が健在です。

（野鳥）四季を通じて多種類の野鳥を銀察できま

無線中継所5・△野畳山

緬＊

すが、新

緑の頃が

最高と思

います。

時間がか

かります

が、東海

自然歩道

から頂上

まで徒歩

で行きた

いもので

す。蜆察

カラ、ヤマガラ、エナガ、ホオジロ、イカルです。

幸運なときはイヌワシ、クマタカ、トビ、サシバ、

オオタカ、ヤマドリ、アオバト、ツッドリ、ホト

トギス、ジュウイチ、アオゲラ、オオアカゲラ、

アカゲラ、ミソサザイ、コマドリ、トラッグミ、

クロツグミ、ヤプサメ、キビタキ、カケス等が見

聞できます。

（交通）徒歩の場合：JR亀山駅から石水渓口ゆき

バス（三重交通）が、午前6:39池山、 7:43、8:58、

11:30にあります（午後は省略）。 三重交通バス

停石水渓口の近辺（安坂山・池山）は第二名神自

動車道関係の工事中です。野登山登山口のある

坂本へ行く新道が旧道手前に出来ています（地

図参照）。 バスの終点から坂本の野登山登山口

まで 1時間、そこから車道を歩いて頂上まで2

時間半です。標高差はバス停から登山口まで約

150m、登山口から頂上まで約600mです。直登

する登山道では所要時間は少ないが、視界は良

くありません。

できる鳥 自家用車の場合：パラボラ ・アンテナのある頂

は、 コ 上まで車で行くことができ、少数なら駐車でき

ゲラ、ヒ ます。 JR亀山駅から車で約40分です。野登寺上

院には駐車場 ・トイレもあります。

しろちどり 39号 16 
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大台ヶ原の鳥たち

谷本勢津雄

三重県側の大台ヶ原に行くには二つのルート

があります。 一つは大杉谷から徒歩で登ってい

く方法です。かなりな標高差があり、 1日以上の

行程で、山慣れた人向きです。もう一つは海山町

から林道を登り、粟谷まで車で行く方法です。野

鳥の観察には後者が適当のような気がします。

海山町の道の駅で粟谷小屋の予約をして、林道

の鍵を借り受けます。林道を約30km登ると粟

谷小屋です。この林道はあまり整備されていな

く、ほとんど車も入らず、長大なので、林道に慣

れた人と同行すべきでしょう。

粟谷小屋で一泊して次の朝から蜆察を始めま

す。ここからの蜆察コースは大きく 3つのコー

スがあります。まず一つ目は粟谷から大台ヶ原

の山頂までの往復コースです。このコースはあ

まり急な登りははありませんが、高低差は約550

mです。銀察できる鳥も小鳥類がよく見られま

す。春から初夏にはカラ類やケラ類、ルリビタ

キ、コルリ、ミソサザイ、コマドリ、そして近年

急速に増えてきた移入種のソウシチョウなどが

見られます。秋には渡って来たばかりのツグミ、

シロハラ、マヒワなどの冬鳥たちが出迎えてく

れます。

第 2のコースは粟谷から登山道を下に降りて

いくコースですが途中急な落差があり、川沿い

のためあまり鳥たちにはお目にかかれません。

滝ウォッチングにはもっとも適しています。

第 3のコースは粟谷から西谷へのコースです。

ここは高低差も少なく野鳥たちも多く、私のお濡

めのコースです。粟谷から西谷まで車道を歩いて

もよく、西谷まで車で走り狸峠や大台辻までを歩

いて鍛察しても良いでしょう。春から初夏にはオ

オルリ、コルリ、 ル リビタキ、シジュウカラ、ヒ

ガラ、コガラ、ヤマガラ、ミソサザイ、コゲラ、ア

カゲラ、アオゲラ、カケス、ツッドリ、ホトトギ

ス、運がいいとクマタカなどが観察できます。春

は芽吹いてきた森の風景、初夏には様々な緑の森

の風景やシャクナゲの花も楽しめます。また、秋

から初冬にはカラ類、ケラ類の他にアトリ、ハギ

マシコ、マヒワ、ヤマドリ 、などが観察できます。

もちろん原生林がありますから秋の紅葉もすばら

しい光景です。何度か通ってみて下さい、ブナの

林でのんぴりと半日過ごし心をリフレッシュする

と日頃のストレスは吹っ飛んでしまう、そんな気

持ちのいい場所がいくつもあり

ますよ。運悪く鳥たちに出会え

なくても余り気にせず帰ってき

てしまう、そんな不思議な空間、

それが大台ヶ原だと思います。

•••……...、, . .. ． .. ． ..... 
七ッ釜淳.~ 大杉峡谷

=-----・ 、.

-・ 
．ぶ,.•:~倉滝

． 
票谷小■e-・・

....... 
;·•'· 

．． ． 

n・:・ 出ケ岳

参考：

ヤマケイアルペンガイド23

大峰 ・ 台高 • 紀伊の山

山と渓谷社
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南亦山森林公園

小坂里香

南亦山（みなみまたやま）森林公園は、知る人ぞ

知る、南勢（といって良いのかちょっと怪しい

が）地方のプナの名所です。プナというと比較的

標高の高い地方の樹木で、あたたかい南勢地方

ではなかなかお目にかかれませんが、南亦山は

国道 42号線から登山口まで、 30分ほどのアク

セスでアプローチ可能。森林公園ですからコー

スもよく整備されていて、登山初心者でも手軽

にブナの森を楽しめるのが魅力です。国道42号

から大内山村役場先で紀勢本線を横切り、村営

の入浴・宿泊施設「グリ ーンパーク大内山」を目

指して進みます。「グリーンパーク」手前を右手

（直進方向）に進み、唐子川沿いの林道をひたす

ら登りつめていくと、 20分くらいで登山口の駐

車場に到着。登り始めてしばらくは植林帯で、よ

くカケスの声を耳にします。 雑木林に入ってか

らも階段続きですが、平地ではなかなか見られ

ないツガ、イヌプナ、シラキ、ウリハダカエデ、

などの大木を、名前を確認しつつ眺めながら歩

くと疲れを感じません。樹の中には名札がつい

ているものも多いので、樹木の勉強をしたい人

にもおすすめです。5月中旬からは、静寂の中を

ッツドリの声が響きわたります。キッツキ、カラ

類を始め、センダイムシクイ、ゴジュウカラなど

の声を聞くこともあります。やがて東屋に着く

,,,. 

刀石越
：; ;.'. か,••••'··\.~〗づ
． 
:胄亦山

△ 令'•合
··• ... 念..•···· 

と、ミカエリソウ

やバイケイソウの群落

に、ヒメシャラの赤茶色

の木肌が目立ちます。そこ

からしばらくプナの森の景

観を楽しみながら歩けば展

望台のある山頂。すこしスリ

ルを味わいつつ展望台に登る

と、天気が良ければ熊野灘まで

も見晴らせます。帰りはそのまま

直進して植林帯の中の階段をひたすら

下り、林道を少し歩いて出発地点の駐車

場に到着。唐子JII沿いでは、オオルリの姿も見

られますので、時間に余裕があれば車を止め、さ

えずりに耳を傾けるとよいでしょう。また、雨天

時は蛭に注意が必要ですが、雨の森も幽玄な雰囲

気があって、私は好きです。特に新緑の頃は最

高！ただし、野鳥の活動はやはり鈍くなるようで

す。

• 南亦山は、地形固には名前

が載っていません。千石越林

道の南側にある 771 mの

ヒ°ークがそうです。

参考： 山と渓谷社

分県登山ガイド

『三重県の山』

尾鷲ヘ
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木曽崎干拓地探鳥会

村田芳雄（桑名市）

木曽崎干拓地探鳥会は鍋田干拓地と木曽崎干

拓地を銀察してまわる探鳥会ですが、木曽崎干

拓地だけで444ヘクタールで両方合わせると広

大な干拓地となります。鍋田干拓地は既に農地

となっていますが、木曽崎干拓地は1974年干拓

が完了して以来放置されたままになっています。

毎月第4日曜日に晴雨にかかわらず、干拓地

内の水路や舟溜り、耕地や草地の四季の鳥の移

り変わりを観察します。愛知県野鳥保護連絡協

議会と共催して今年で IO年目となり、これまで

に約 150種以上の鳥が観察されています。

今年の冬はオオカラモズが来ていました。コ

ミミズクが空高く飛んでいたり、ケアシノスリ

が飛んでいたこともあります。水田にタマシギ

の番いがいたり、山茶花の垣根にトラフズクが

じっとしていて近づいても動かない事もありま

した。またヒクイナ、クイナも時たま見られ、秋

になるとショウドウツバメの群れが何百羽とな

く目の前を横切って行きます。冬の夕方になる

とチュウヒ、ハイイロチュウヒ、コチョウゲンボ

ウ等が何十羽となくねぐらに入っていきます。
,, , ・ ~-/~/-------------------------------

ミサゴが電柱に止まり魚をたべているのがよく

見かけられます。ハヤブサがNHKの鉄塔に、

オオタカが木曽崎干拓地の灌木によく止まってい

ます。チュウヒは春になると大部分北に移ります

が、ここにとどまって木曽崎干拓地で繁殖する番

いがいます。

毎月の探鳥会では40種前後の鳥が蜆察されて

います。また景観も大変良く、鈴鹿山脈、伊吹山、

能郷白山の山々、御岳、白山が遠望され、特に冬

の晴れた日には白い峰々が連なって見られます。

潮の引いた水路にはトビハゼが跳ねています。

しかしここにも開発の手が延び大きな清掃工場

が出来、第二名神が横切りました。また県は昨年

開発のためのアセスを開始し、来年3月に終了し

開発に着手する予定です。私達は一昨年から木曽

崎干拓フォーラムを開催し、干拓地を野鳥のビオ

トープにすることを考えています。

＾ 

海星高校の野鳥サークル

阿部裕（四日市市）

高1のとき海外研修でオーストラリアに行った。

3週間のホームステイ中、ワライカワセミ等の

野鳥ばかり見ている内に、友達の中に 2人の鳥

好きがいる事がわかった。日本に帰ってから、学

校帰りや休日に3人で鳥を見に行くようになっ

た。 2人はまだほぼ素人だったので、 一応鳥歴7

年の僕がいつも誘いをかけて、知っていること

を色々教えた。見に行く場所は大抵、四日市市松

本町付近の林と田んぽのあるところ。この場所

は、ここ三年ほどの間にウソ、ベニマシコ、イカ

ル、カケス、サシバ、オオタカ、チョウゲンボウ等

が見られた、四日市にしては野鳥が豊宮な所で

ある。このような場所に何度も通っているうち

に、学校の中で野鳥のサークルを作ろうという

事になった。先生や親にも認知してもらったほ

うがいいと思ったからである。

本格的にサークルを作ることになった。人数は

先述の2人と僕、それにもう 1人を加えた4人と

いう少人数だが 1つの高校、 1つの学年で野鳥に

興味を持つ人が4人集まると言うこと自体が大変

珍しいことではないだろうか。サークルで最初に

参加した探鳥会は、 2002年5月4日、鈴鹿川中流

探鳥会（この探鳥会は雨天中止になったのだが、

それでも何人か集まって小さな探鳥会が開かれ

た）。そのときはイカルチドリ、キジ等が見られ、

メンバーも楽しんでくれたようで、まず成功と言

えた。これからも色々な探鳥会に参加できると思

えた。これまでに6回の探鳥にでかけた。神島の

サシバの渡り、エゾビタキ、安濃ダムのクマタカ、

その他素晴らしい出会いがたくさんあった。だが

今年は、探鳥に出かける機会が激減するだろう。

受験だからだ。ただ全く行かないのもつまらない

ので、夏くらいまでは少しは行きたいと思ってい

る。

，
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ツバメも住宅難

市川美代子 （鈴鹿市）

庭のアリを食べていたジョウビタキが帰っ

てしまうと、毎年もうすぐ春、ツバメが来てくれ

ると家族で楽しみにしています。 今年は、スズ

メにヒナを落とされず、ぶじに巣立てる事を

願っています。昨年の二番子は一羽しか巣立て

ず、それも落とされたヒナで、 一羽だけ生きてい

たのを戻したのです。小学3年と 4年の子供も

ヒナの成長が楽しみで、そっと見守ります。私が

子供の時から、ツバメは家族の一員だった。古い

家の時は、玄関の土間にいくつもの巣があり、ツ

バメ専用の小さな木戸の窓が上にはじめからあ

りました。近所の家もほとんど同じ様にあった

ものです。ツバメが巣作りした家は「幸せにな

る」と毎年楽しみにしていた家が多かった。そん

ts'd f'/d臼旦芦后

な近所の家も建て替えられ、今はツバメが巣作り

できない様に網がはられ、ツバメが家に来ると石

を投げつけているお年寄りさえ見かけた。その方

になぜとやんわり聞く

と「だってフンがきた

ないじゃない。ハエも

たかるし」と言う。私

の家では、新聞をフン

の落ちる所に置き、

時々替えている。そう

伝えると、「替えるの

めんどうやわ」 と言

う。何だかさみしく

思った。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

宮島沼探鳥会に参加して

松島雅之（苫小牧市）

北海道にやって来て最も感激した事、それはカ

二とアスパラの美味しさ？いえ違いますサケと

マガンです。勿論食べるわけでは有りません、サ

ケは秋の渕上、マガンは春の北帰行。いずれも次

の生命へ向けての旅立ちなのですが、前者は悲

壮感が漂い後者は明る＜力強い、と全く対象的

な感動を私に与えてくれました。

今回そんなマガン達を蜆察する 「地元の探鳥

会」に参加をさせていただく事ができました。会

は10時からの開催予定になっていましたが、苫

小牧からはるばるでかけるのだから早朝の「埒

（ねぐら）発ち」に立ち会ってやろうと前夜の内

から沼の側にある駐車場に入る事にしました。

目が覚めたのは午前4時、駐車場には満杯の

車でビックリ、おまけに鏡光バスまで。昨秋のラ

ムサール条約指定に影響されたのでしょうか人

気の高さはすこ中いものです。

早速身支度を整えて出発、岸辺にはすでに大

きなカメラをかまえた人たちが陣取っていたの

でそのすぐ後ろに立って見る事にしました。

オーこれが五万羽！沼全体がマガンで埋まって

いる。おかげで本来警戒心の強い彼らに 10メ

しろちどり 39号

ートルの近さまで迫って見る事ができる。待つ事

30分、今まで散発的に飛び立って思い思いの方

角に飛び去っていた彼らだったが、突然沼の向こ

う岸から地響きが湧き起こる、誰かが叫ぶ「来る

ぞお」、そして水面の一角が盛る、大きな一個の

生き物のような固まりが空中に浮かび上がりそし

て渦を巻きながら明けきらない空の中に広がって

行く。気が付くと全身に鳥肌がたっていました。

この会に参加させていただくのは私にとって今回

で3回目となります、 9時を過ぎた頃から見覚え

の有るお顔がチラホラ、 10時に探烏会が始まる

頃には今朝出かけて行ったマガンたちもどんどん

戻ってきて、時間設定にはなるほどと感心させら

れました。

それより感心させられるのはこの沢山のマガン

の中から珍しい種類を発見する能力、これには驚

きます「対岸の白い建物の中央から・・・」と教えら

れてさえ私にはなかなか発見できないのに。おか

げでシジュウカラガン、マガンの変種、 二代にわ

たって交雑した珍しいカモ等自力ではなかなか見

つけられない珍鳥を見せていただく事ができまし

た。

10 

＊単身赴任の松島さん北海道の情報ありがとう

（編集部）
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オオタカがハシボソガラスを捕まえた！ 上をかすめて

山田昭子（伊勢市） 飛んでいきま

私は、伊勢市、藤里の柿畑の中に、小さな畑を す。タカの顔

借りて、野菜を作っています。今年2月28日11

時40分頃、畑にいると、バン！という音が、す

ぐ隣で聞こえたのです。カラスが飛び立ち、私は

ミカラス追いのためかながと、深く考えもせ

ず、仕事を続けていました。今、思うとこんな時

期に変ですよね。でもカラスが、カーカー、ガー

ガーとてもうるさく、その数がだんだん増えて

くるのです。ハシブト・ハシボソ両方が集まって

きて急降下しては上がり、また降り、を繰り返

し、 20羽ぐらいになっていました。

何となく不気味な感じがして、全体が見える所

に行くと、地面で動いている物があります。よく

見るとタカとカラスでした。まだ、カラスは声を

出しながら抵抗して、もがいています。そんなこ

とは気にせず、夕カは嘴でカラスの羽根をむ

しっています。他のカラス達は、次々とタカの頭

りしたカラスを両足でつかんではいってしまいま

した。

しばらくして、再び姿を見せましたが、獲物を

持っていませんでした。まだ、カラス達の声はし

ていましたが、夕カが飛び立った後、死体を捜す

と、林縁の入口に腹を少しだけ食べられたハシボ

ソガラスが落ちていました。目の前で初めて見た

この衝撃的な場面は、一生忘れられない出来事に

なるでしょう！！

•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
遍：ポーポーB記 PARTII 

橋本富三（津市）

伝統あるシロチドリ紙面に唯一の汚点を残し

て幾星霜。編集長交代のどさくさに、人の迷惑顧

みず、またも、ボーボー日誌PARTIIを連載で

きるのは望外の喜びJ>J>。

1月0日

秋になると決まって奥琵琶湖近くの山腹にオオ

ワシが 1羽、北の国からやってくる。 3年ほど前、

大きなくちばしの鮮やかな黄色、青空に映える純

白の肩と尾羽、がっちりと魚を掴んだ大きな脚、

そしてゆったりと大空に舞うそのカッコイイ姿を

偶然に見つけて以来、そのオオワシに魅せられて

しまった。そして、機会ある毎に会いに行くよう

になった。

今日もまた、その姿が見られるかと楽しみに

やってきたが、湖北の水鳥センターで、そのオオ

ワシは今年の 1月中旬、突然死んでしまったと聞

かされ、その羽根の一部が展示されていただけで

あった。楽しませそして感動を与えてくれたオオ

11 

ワシにありがとう、合掌。湖岸で空を見上げても、

もはやオオワシの勇姿はない。

湖の上を、 1羽のトビが巣作りの材料にする小

枝を脚にしっかり掴み、近くの作りかけの巣があ

る木に向かってに飛んで行くのが見えた。トビと

はいえワシタカの仲間、くちばしでなく脚で物を

掴むんじゃ、ふーんと感心して見送った。その時、

巣作りしているこのトビにカラスがモビングを仕

掛けた。いつもならトビはいやがって逃げるのだ

が、その時は違った。なんと反対にトビがカラス

を追い回し始めた。そして、とうとうトビのしつ

こさにカラスが負けて逃げ出してしまった。オオ

ワシもすばらしいけど、 トビもやるときややる

じゃん、うんエライエライとトビにお褒めの言葉

を差し上げることにした。

また奥琵琶湖へ来る楽しみが一つ増えた。

2月0日

潮岬にカノープスを見に行った。野鳥の話では

ない。りゅうこつ座のアルファ星。全天でシリウ

スに次いで2番目に明るいと星の図鑑に書いて

あった。そんなに明るいのにオリオンや北極星の

しろちどり 39号
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ように有名ではないのは、北半球では見る事が難 考えた。

しいせいかも知れない。冬の夜、南の地平線から この日はお天気に恵まれ、水平線上にじゃまな

約 3度の高さで赤く輝き 2---3時間で地平線下に 雲もなく、以前から気になっていた横着星にめで

没してしまう。中国では南極老人星とよぴ一度見 た＜巡り会えたのは正直うれしかった。

れば長生き出来る縁起の良い星とされている。と 翌日、紀伊勝浦で、めはり寿司とマグロ丼、完

ころが四国のある地方では横着星と呼ぶそうだ。 熟ミカンを食べることが出来た。さすが本場物は

やっと水平線上に見えたかと思うまもなく、さっ ひと味もふた味も違う。わざわざ紀伊半島の先端

さと波の下に隠れてしまうのでこう呼ぶのだ。な まで出かけた本当の目的は、案外こちらだったの

んだか自分の分身のようでもあり放っておけない かも知れない。

気持ちになった。こんな訳（決して人に自慢でき （以下次号に連載します：

るような話ではない）で、わざわざカノープスを 楽しみにお待ち下さい。編集部）

本州の最南端に位置する潮岬まで、見に行こうと

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
理事会つうしん < 2002年度第3回理事会の主な内容＞

日時：2003年2月16日（日） 場所： 三重県生涯学習センター 出席： 1 5名
1. 協議・ 報告

① 安濃川についての提言
内容： 竹薮を全面伐採せず、園芸植物を植栽しないこと等。

② J::野市法花の粘土採掘問題
林野庁近畿中国森林管理局が、公有林から粘土採掘を認めたことに、今後も抗議して
ゆく。

③ NHK、シンプルに対する抗議行動

・シンプルー謝罪文と啓発活動の記事を載せてもらった。
• NHK一抗議文を送る。

④ 支部事業補助金を本部へ提出した。木曽岬千拓フォーラムの財源として申請。
⑤ 中部プロック会議開催に向けて

講演の内容：．猛禽類の保護に係わる問題を取り上げるn

・ヤマドリの生態について

予算については、北勢地区と事務局に任せる。
⑥ 第 10回野鳥密猟問題シンポジュウムヘの参加報告

他支部のいろいろな取り組みを知ることが出来た。
⑦ 案内人養成講座（本部企画）への参加報告

小さなネタ (10~15分）を考え、いろいろなヒントをもらった。
2. 各部 2002年度の活動報告、来年度の活動計画

① 編集部本年度：年4回発行 来年度：年4回発行
② 研究部 本年度：カラス繁殖圧力の調査、ガン・カモ調査、鳥獣保護区基礎調査

来年度：カラスの繁殖影響調査、ガン ・カモ調査、シギ ・チドリ調査
③ 保護部 本年度：北勢地区開発問題、安芸郡調整池、木曽岬千拓地調査

来年度：継続してゆく
④ 企画部 本年度：探鳥会、野鳥講座、支部交流会、人材養成（案内人研修会）

来年度：おもに前年度と同様
⑤ 事務局本年度：総会 (4月）、理事会（年4回）、会計報告（概算）

来年度：総会 (5月）、理事会、部長会議
3. 各地区 2002年度活動報告、来年度の活動計画 省略
4. 連絡

① 第2回博物館シンポジュウムが開催される。

② 三重県環境部非常勤職員、 三重県民の森・上野森林公園の非常勤職員を募集中。
③ 環境省がパプリックコメント募集 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」につ

いて県支部として意見を提出した。

しろちどり 39号 12 
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支部活動の記録

支郷活励のページ

事務局まとめ

● 支部活動の記録 (2003年2月-4月）

211-3 第 16回バードウォッチング案内人研修会へ2名が参加した。

2 / 支部報「しろちどり」第 38 号発行•発送した。（編集部 ・ 津地区）

2 / 2002年度県委託調査事業の報告書作成・提出した。（研究部 ・南勢地区）

2 /16 2002年度第4回理事会を開催した。

2 /24 NHKのニュースで、メジロの鳴き合わせ会の様子が放映されたことについて、

NHK対し抗議文を提出した。（保護部・事務局）

3/9 第2回博物館シンポジュウムヘ副支部長が参加した。

3 /22 部長会議を開いた。

4/3 「干潟を守る日」のチラシを松阪市役所・松阪県民局へ持参した。（事務局）

4/5 中部プロック会議について打ち合わせをした。（北勢地区・事務局）

4 /10 事務局会議を開いた。（事務局）

4 /12 保護部会を開いた。（保護部）

4 /13 津市豊津浦海岸において、シロチドリの繁殖保護活動を行なった。（津地区・保護部）

4 /20 2002年度決算について、経理担当者と打ち合わせをした。（事務局）

4 /22 2003年度総会・親睦会の通知、探鳥会案内を発送した。（事務局）

4 /28 2002年度決算報告について、監査した。（監事・事務局）

● これからの活動 (5月-8月）

5 /18 2003年度総会

6 I 支部報「しろちどり」第39 号発行 • 発送作業

6 /14-15 

菰野町において、中部ブロック会議を開催

8 I 野鳥講座を開催

三重県支部へようこそ！ 新入会員さん2002年4月-2003年3月まで（敬称略）

北勢地区：伊藤幸雄 ・曽山雅樹・陣田浩次・

加藤道郎・中尾裕彦・裏川照雄・

鈴木佳子・儀賀京子・竹田 哲

津 地区：多田弘ー ・畑中亜紀子・

福島由美子・前坂和子・伊東里英

松阪地区：橋爪淳子・村松幹久 ・三田正之・

大井秀明

南勢地区：増川 浩 ・中岡徹 ・萩野蒼一

伊賀地区：江里口豊子 ・松尾泰美

愛知県： 伊藤るみ子

神奈川県：西岡ススム

以上25名
/.・ 
... 

, ・.・・ 
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●私たちがめざすもの（事務局から）

g互e'/d臼卑’百房＇

事務局長西村泉

春4月中旬、田植え準備のため乾ききった田んぼが1年ぶりに潤いを取り戻すと、カエルの声が聞こ

えるようになり 、やがてアマサギやシギ・チドリの群れがやって来ます。田植えを終えた田んぽはまる

で鏡のように澄み渡り、山の風景や野鳥が一段と美しく映え目を楽しませてくれます。けれども、残念

なことにだんだん田んぼが埋め立てられて、宅地化が進んできました。

三重県支部は、 「野鳥の正しい知識を普及し、自然と共存する考え方を広める」ことを目的として活動

していますが、こうした厳しい現実の前には足がすくんでしまいがちです。でも、個人でもやれること

だってあるのです。保護のことは保護部に任せておいたらよいというのでは、身近な自然も残りません。

たんに、保護部は旗振りでしかないのですから。

幸い近頃では、何かにつけて意見募集があったり、発言する機会が増えてきました。そのときは、住

民であるという強みを生かして、積極的に意見を言いましょう。「自然と共存する考え」を言えるのは、

普段から自然を観ている会員のみなさんしかいないのです。どうしても言えないときは、会へ情報を提

供してください。それも無理なら、 1ヶ月にコーヒー 1杯分で自然保護できると考えて、末永く会員で

いてください。

私たちの活動は、人々の意識を変えることであり、いかに世論を高めるかにかかっています。会員一

人一人が外に向かって働きかければ自然と「共存する考え」は浸透していき、自然は守れるはずです。

事務局担当となって早2年、事務作業もようやく慣れてきましたが、たった1枚の通知を出すまでに多

くのエネルギーが要るごとを知りました。例えば、総会通知、たかが 1枚の紙きれですが、まずは理事

会で承認されたのち、会場の申し込みと振込み、スタッフとの打ち合わせ、ハガキやシール・封筒の手

配、文書作成と校正、発送作業などなど、相当な時間や労力、経費がかかっています。こうした会の運

営には、一握りのボランティアがかかわっているだけにすぎません。また、会員が減少傾向にあります

が、このままでゆきますと後進が育たなくなるばかりか、会の存在そのものが難しくなります。

そこで、今年度はこうした課題を整理し、会の目的である「自然と共存する考え」を社会に広めるた

めに、会の活動方針を提案しました。そして、具体的に何をするべきか、会員のみなさんが考えて行動

を起こしていただきたいのです。少しずつでも、やれるところで力を出し合えば大きな力となり、必ず

「自然と共存する社会」が実現できると信じています。

＾ 
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保護部から
木曾岬干拓地の鳥類調査

木曾岬千拓地は冬には種種の猛禽が越冬し、

夏はチュウヒが繁殖する貴重な場所です。 三重県

支部の再三の申し入れにもかかわらず、三重県が

運動公園や流通基地を計画しており、アセスメン

ト調査が始まっています。このアセスメントと平

行し、三重県支部は愛知県野鳥保護連盟と共同で

猛禽のねぐら、およびチュウヒの繁殖調査を昨年

から継続しています。冬期のねぐら調査ではxx

羽におよぶコチョウゲンボウが集まる集団ねぐら

が確認され、チュウヒのねぐらも確認されまし

た。昨年はチュウヒの繁殖行動が見られたのです

が、繁殖には失敗したようです。今年の繁殖が期

待されます。三重県支部は干拓地を運動公園や流

通基地にせず、自然回復のモデルにすることを提

案しています。

北勢地方のクマタカ繁殖調査

北勢地方でクマタカの生息域で開発問題が起

こっています。三重県支部保護部がクマタカの繁

殖調査を行っています。昨年(2002年）巣立ち直

後の幼鳥が 1羽確認され、 3月中旬現在もほぼ同

ーの地点に幼鳥がとどまっていることが確認され

ています。今年繁殖するかどうか、また親鳥、幼

鳥の行動範囲、営巣中心域を確定するため、定点

調査が行われています。

木曽岬干拓地利用案について

日本野鳥の会三重県支部 保護部 200'3/4/12

木曽岬干拓地は木曽川河口左岸の干潟約400ha

を農地として利用するため、 1966年から干拓工事

が始まり、 1973年には干陸された。 しかしその

後の農業情勢の変化、県境問題の紛糾により、そ

のまま放置されてきた。日本野鳥の会三重県支部

と愛知県野鳥保護連絡協議会は1993年から探鳥

会を兼ねた調査を継続し、これまでに150種以上

の鳥類を銀察している（隣接する鍋田干拓地での

銀察を含む）。この木曽岬干拓地は人がほとんど入

らない中部地方では極めて稀な平地の原野になっ

ており、冬季には数多くの猛禽が越冬し、ねぐら

を取り、またチュウヒの繁殖が確認されている。

この間 1993年から日本野鳥の会三重県支部と愛
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中勢地方のオオタカ繁殖調査

中勢地方のオオタカ繁殖地でため池の堤防改修

工事が計画されています。そのために保護部では

繁殖調査を行っています。昨年は3羽のヒナの巣

立ちが観察されました。今年も春、交尾が確認さ

れ繁殖に入っています。

安濃川提言について

安濃川はエノキを主体とした豊かな河岸林を持

つ数少ない川です。流れは両岸の河岸林に守られ

て静かで、多くの鳥獣が安心して生息していま

す。しかし、近年県道工事のため、河岸林のかな

りが伐採されてしまいました。さらに昨年から一

部の河岸林を伐採して桜が植栽されています。河

川敷を公園にしようとの動きもあります。また安

濃ダムができて水量が減り、イカルチ ドリの繁殖

に適した、石ころの河原が減少しています。三重

県支部では河岸林を保護し、鳥類は野生哺乳動物

が安心して棲める環境を保全することを提案しま

した。また河川敷をむやみに公園にすることにも

反対しています。また水量を増やすことを提案し

ています。提言は安濃町、津市、および三重県に

手渡される予定です。

（文責：平井）

知県野鳥保護連絡協議会は、この干拓地を自然復

元のモデルとするよう農林水産省、あるいは三重

県に数回にわたり、申し入れを行っている。しか

し、当局はこれらの申し入れを真剣に考慮するこ

となく、 2001年 1月に突如として、運動公園を建

設し、その後盛り土をして、流通基地とするとい

う利用案を発表している。

これに対し、自然保護団体、個人から様々な

利用案が発表されている。その中にはこの土地を

海に戻す案も含まれている。

日本野鳥の会三重県支部では探鳥会を続ける一

方、理事会、保護部会等で海に戻す案も含め、利

用方法について論議を重ねてきた。その結果、保

護部は以下の案を提案する。この案についての支

部会員の意見を集め、より良い案にまとめ、今年

しろちどり 39号
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末には支部の利用案として、三重 • 愛知両県、関

係自然保護団体に提案したい。

●現状のまま陸地として維持して、最小限の改変

を行い、猛禽の棲息繁殖を中心とした自然保護を

主目的とし、それを県民が一部利用する自然公園

とする。

公園ではあるが、大規模な運動公園など人が多

数入り込む場所とはしない。また流通基地などに

もしない。伊勢湾周辺では平地の自然がほとんど

壊滅状態であり、この干拓地は平地の自然回復の

モデルとして貴重なものになるであろう。

●生物多様性を確保するための改変

数力所に現陸地面（海面下1m)より数m高い

丘を作り、エノキ、タプ等高木を植え、小規模な

林を作る。鳥類の繁殖地やねぐらとなりうる。

数ヶ所に開水面をつくり、ヨシなど水生植物、

を繁茂させ、水鳥の生息 ・繁殖の場所とする。

これらの改変工事は野鳥の繁殖時期、越冬時期

をはずして行う。

●観察自然教育の場としての利用

自然公園といっても国立公園や都市の公園など
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のような、多数の人が入り、管理の不十分なもの

を意味しない。野鳥の棲息、繁殖と自然蜆察が両

立できる管理された公園あるいはサンクチュアリ

をめざす。干拓地の一部に鏡察歩道、観察施設、ト

イレの設置を作る。 またこの自然公園維持のた

め、監視、取り締まりなど権限と野生動植物に関

する知識を持つフルタイムレインジャーの配置す

る（野生動植物に知識と経験のある県教員などを

利用するとよいであろう）。

自然観察は人数、時期を制限し、県の管理のも

とに行うようにする。また外来動植物（イヌ、ネ

コ、プラックバスを含む）持ち込みの禁止し、厳

しく監視する。

干拓地の一部チュウヒの繁殖にとって重要な地

域は調査目的以外の立ち入り禁止区域として設定

する。

なおこの案についてのご意見は保護部までお寄せ

下さい。

保護部谷本勢津雄

•••••••••• ••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••••• 
企画部から

中村みつ子

このたび、企画部を担当することとなりまし

た。企画部の主な業務は、探鳥会のスケジュール

の調整・野鳥講座・研修会等で、考えただけでも、

私には荷が重すぎて、もう 1度考えさせて下さ

い、と言いたくなる。幸いにも、南勢地区には頼

りになる先輩方が居てくれる、企画部のメン

バーも居てくれる、と考えることで気が楽にな

り、行き届かない私ですが、引き受けさせて頂く

ことにしました。野鳥の会としての最も重要な

業務の一つである、探鳥会では、 三重県支部が抱

える問題の 1つに会員数の減少が上げられるが、

企画部では会員の方々の窓口となり、ご意見、ご

要望を広く取り入れ、又それに応えるべくお知

恵もお借りして、中身の充実した、楽しい探鳥会

を広めていくことで、会員の拡大に努めて行け

ればと考えています。 三重県は、南北に長く、会

員同士でも顔も知らない人が多く、親睦を図る

意味で交流会を計画しています。できるだけ多く

の会員に参加して頂き、縦にも、横にも繋がりを

深めてもれえればと考えています。また、野烏の

会は、県下随一の自然保護団体である。鳥が好き

で集まった人達で形成されているが、野鳥取り巻

く環境の変化に多くの方が関心を深めていること

と思います。野鳥を含めた野生動植物の生息環境

の保全を目的とした、会員の意識の向上、又、自

然保護への認識を深めて頂ける為の、野鳥講座、

研修会等を計画し、野鳥の会の将来に効果が期待

できる企画業務を執り行っていければと考えてお

ります。少々、堅くなってしまいましたが、本人

はいたってノンビリ屋です、協力してくださる

方々にご面倒を

かけることにな

ると思いますが、

何分にも宜しく

お願い致します。
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研究部から
前澤昭彦

今年、研究部はカラス類の他の鳥類による繁殖

圧調査を全会員対象に行います。昨年度は予備

調査ということで、幹事と委員対象に調査をし

ていただきました。その結果を理事会で協議し

た結果、今年は全会員対象にアンケートによる調

査を行います。

野の鳥たちはもうすでに繁殖期に入っていま

すが、その繁殖の邪魔をハシプトガラスやハシ

ボソガラスがしているところを観察したことは

ありませんか。民家の屋根の鬼瓦の隙間に作っ

たムクドリの巣の出入り口にハシボソガラスが

陣取って、ムクドリの親を巣に近づけさせな

かったり、小鳥の雛をくわえて飛んでいるカラ

スを見たりしたことはありませんか。

カラス類の被害というとどちらかといえば対

人間に向けられることがこれまででしたが、

もっとよく鐵察してみると、他の鳥類の生活にも

大きな脅威を与えているのではないかと思いま

す。

調査表を送付しますので、調査項目に該当の

観察例がありましたら、調査表に記入の上、研究

部長まで返送してください。調査表請求及び送

り先は

野鳥情報

鳥種名 分類 個体数日時

支那活励のページ

前潜昭彦。メールで調査表返送を希望される方

は、 まで請求

ください。添付ファイルをつけて返信します。

次に最近研究部で一冊の古本を購入しました。

昭和50年発行の山階鳥類研究所編集の「この鳥

を守ろう」です。なぜ、こんな古本を膜入したか

というとそこには驚くべき内容が書かれていたの

です。絶滅の危機に頻している鳥とい うことでコ

ウノトリ等と同じレベルでカワウが掲載されてい

ます。昭和50年にはカワウは絶滅が危惧される

鳥だったのです。

では、なぜカワウだけが絶減の危機から脱して

いまや迷惑鳥になったのでしょうか。

三重県の行政は今年 1600万円ほどの予算を計

上して、カワウ対策を打ち出しました。この政策

に野鳥の会三重県支部も協力したいと思います。

カワウを捕獲してDNAを調べたり、選択的に鮎

を食べているかとかかなり専門的に調査するそう

です。なかなか面白そうですね。研究心をびりび

りと刺激してくれる内容ではないでしょうか。こ

れが研究部の今年の2つ目に取り組む内容です。

その他に烏獣保護区設定効果調査やガンカモー

斉調査を行います。会員の皆様のご協力を御願い

します。

場所 情報提供者

ズグロカモメ 冬鳥 12 2002年 11月24日松阪市 金剛川河口 久住勝司

ミヤコドリ 冬鳥 19 2002年 11月26日三雲町 五主海岸 久住勝司

ックシガモ 迷鳥 1 2002年 12月 15日三雲町 五主海岸 久住勝司

オオマシコ 3 2003年 2月713 嬉野町 中村川 久住勝司

アカウソ 3 2003年 2月9日 松阪市 松阪森林公園久住勝司

ナベヅル 成鳥 1 2003年3月2日 三雲町 曽原新田 久住勝司

オジロトウネン終認 12 2003年 3月 18日嬉野町 中村川 久住勝司

オオルリ 初認 l 2003年4月 16日伊勢市 五十鈴公園 山田昭子

野鳥情報を研究部で一括管理します。「珍烏分 したら、上記連絡先までお願いします。「珍烏分

類J: 珍鳥•初認・終認・渡来数増加、減少・珍 類」や情報として管理するかどうかは、研究部で

しい生態等、日頃の銀察でこんな情報がありま 判断します。宜しくお願いします。
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探鳥会報告 2003年 1月-3月

●鈴之森公園探鳥会

2003年 1月 1913 9:30-11:30 松阪市川井町

担当：宮田たつ・鈴木茂子参加者： 24名
カイップリ、カワウ、コサギ、マガモ、コガモ、バン、イ
ソシギ、ユリカモメ、キジパト、カワセミ、ハクセキレイ、
セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウピタキ、シロハ
ラ、ッグミ、ウグイス、メジロ、アオジ、カワラヒワ、ス

ズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ドバト、 25種

開園2年目の公園の鳥を観察する予定だった

が、工事のため、全く鳥はおらず。すぐ横の阪内

川の鳥を観察した。橋の上から移動せずに、 一ヶ

所で見た鳥の数はまずまず。じっと動かずに居れ

ば結構多くの鳥を見られる事を知ってもらえた。

● 木曽岬干拓地探鳥会（共催： 愛知県野鳥保

護連絡協議会）

2003年 1月 26日 9:00-12:00愛知県弥宮町鍋

田、木曽岬町木曽岬干拓地

担当：村田芳雄・近藤義孝参加者： 30名
カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、オカヨ
シガモ、ハシピロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ミ
サゴ、オオタカ、ノスリ、トピ、ハイイロチュウヒ、チュ
ウヒ、コチョウゲンボウ、ケリ、タゲリ、イソシギ、オオ
セグロカモメ、キジ、オオバン、キジバト、ヒバリ、ハク
セキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、モズ、
ジョウピタキ、ッグミ、セッカ、メジロ、ホオジロ、アオ
ジ、オオジュリン、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシ

ボソガラス、ハシプトガラス、ドバト、 42種

今回は参加者がいつもより多かったが、オオカラ

モズはいなくなっていて、残念であった。

● 余野公園探鳥会

2003年 2月 2日 10:00-14:00 阿山郡伊賀町余野

担当：塗矢尋ー 参加者： 18名
トビ、コゲラ、セグロセキレイ、ビンズイ、ヒヨドリ、ル
リビタキ、シロハラ、ッグミ、ウグイス、エナガ、ヤマガ
ラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、アオジ、カワラヒ
ワ、マヒ ワ、 ベニマシコ、スズメ、ハシボソガラス、タカ

sp. 21種

雑木林の所でルリビタキのオスメスが出てくれ

て、ゆっくり見られた。またマヒワも多く出たの

でとても喜んでくれた。ウソとアカゲラが出な

かったのが残念。

●揖斐川探鳥会

2003年 2月 8日 9:10-12:00 多度町多度川堤

防・揖斐川右岸堤防

しろちどり 39号
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担当 ：近藤義孝・村田芳雄 参加者： 14名
カワウ、アオサギ、ミサゴ、オオタカ、チュウヒ、ケリ、タ
ゲリ、イソシギ、タシギ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレ
イ、ヒヨドリ、モズ、ジョウピタキ、ッグミ、シジュウカ
ラ、メジロ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリ
ン、カワラヒワ、イカル、 ニュウナイスズメ、スズメ、ム

クドリ、ハシボソガラス、ドパト 29種

ハンターはいなかったが狩猟期間中で、カモ類

は全く観察できなかった。葦原ではチュウヒ 2羽

とオオタカ、ミサゴなど観察できた。揖斐川の河

岸林にニュウナイスズメが 30羽くらいいた。

●志原川探鳥会（共催： 熊野自然を考える会•あ

つまろらい）

2003年2月9日 10:00-14:00 南牟婁郡御浜町

志原川周辺

担当：中井節二 参加者： 36名
カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、
ヒドリガモ、オナガガモ、ミサゴ、トピ、ノスリ、チョウ
ゲンポウ、ヒクイナ、オオバン、ケリ、キジバト、カワセ
ミ、ヒパリ、イワッパメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セ
グロセキレイ、ピンズイ、タヒパリ、ヒヨドリ、モズ、ジョ
ウピタキ、シロハラ、ッグミ、ウグイス、メジロ、ホオジ
ロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、アオジ、オオジュリン、
カワラヒワ、ベニマシコ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガ

ラス、ハシプトガラス、 ドバト、 43種

志原川で少しの事でしたが、舟下りを楽しんでい

ただいたと思いました。銀察種も 43種と多く良

かったと思った。

● 県民の森探鳥会 2003年 2月 16日 雨で中止

●名古屋東山公園の鳥

2003年 2月23日 10:00-14:()() 名古屋市東山動

植物園内

担当：杉浦邦彦参加者： 7名

コサギ、カワセミ、コゲラ、ハクセキレイ、セグロセキレ
イ、ヒヨドリ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、スズメ、

18 

ハシボソガラス、ハシプトガラス、 12種

（禽舎内）サカツラガン、アカックシガモ、オシドリ、ト

モエガモ、ヨシガモ、クビワキンクロ、アオバト、ルリピ
タキ、クロッグミ、トラッグミ、マヒワ、ベニパラウソ、カ

ケス、オナガ等（一部省略）、

自然の中で十分銀察できない種が近接して図鑑と

十分見比べ、その確からしさが確認できたり、行

動が銀察でき、、新しい発見と感動があったが、時

期的には3月初旬頃の方が良い。また植物の勉強

もできた。

＾ 
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● 木曽岬干拓地探鳥会（共催： 愛知県野鳥保

護連絡協議会）

2003年 2月23日 9:00-12:00 愛知県弥富町

鍋田、木曽岬町木曽岬干拓地

担当：村田芳雄 ・近藤義孝 参加者： 19人
カイップリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カル
ガモ、コガモ、オカヨシガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、
キンクロハジロ、ミサゴ、トビ、オオタカ、ノスリ、チュ
ウヒ、ケリ、タゲリ、クサシギ、イソシギ、タシギ、ユリ
カモメ、キジバト、ヒパリ、ハクセキレイ、セグロセキレ
イ、タヒパリ、ヒヨドリ、モズ、オオカラモズ、ジョウピ
タキ、シロハラ、ッグミ、セッカ、ホオジロ、アオジ、オ
オジュリン、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシポソガ

ラス、ハシプトガラス、ドバト、 43種

今日もオオカラモズが見られました。広い農地が

気に入ったのでしょう。カワウの大群はどこまで

増えるのでしょうか。

●海蔵川探鳥会

2003年2月25日10:00-12:00 四日市市西坂部町

担当：尾畑玲子・高和義参加者： 9名

カイップリ、コサギ、カルガモ、チョウゲンボウ、バン、
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、ジョウピタキ、ッグミ、

ウグイス、ホオジロ、アオジ、カワラヒワ、スズメ、ムク

ドリ、ハシボソガラス、ドパト、 23種

川幅を広げたり、橋をかけ替えたりする工事のた

めに右岸の林が伐り開かれてしまった。大きな傷

口は参加者にもショックを与えていた。昨年の秋

以来のここではチョウゲンボウが以前に比べてよ

く現れる。ここがお望みの環境なのだろうか。私

たちがいるのを見てか、上流の方へ飛び去った。

モズがデートしていた。もう春 ！？

● 斎宮池探鳥会 2003年3月1日 雨で中止

●石垣池探鳥会

2003年 3月2日 10:00-12:oc餘鹿市石垣池

担当：市川雄ニ ・市川美代子参加者： 40名
カイップリ、カワウ、アオサギ、マガモ、カルガモ、ヒド
リガモ、オナガガモ、ミコアイサ、キジバト、ツバメ、ハ
クセキレイ、セグロセキレイ、ビンズイ、ヒヨドリ、モズ、
ジョウピタキ、ッグミ、 メジロ、アオジ、カワラヒワ、ス

ズメ、ムクドリ、ハシポソガラス、ハシプトガラス、 24種

日和もよく、鈴鹿市の広報紙にこの催しを掲載し

ていただいたおかげで、 一般の方の参加が多く、

すばらしい探鳥会となった。さらに当日取材して

もらった。 24種の鳥類を蜆察することができた

が、カモ類は大半移動し、残り少なくなっていた。

探烏命報告

特筆すべきはミコアイサが20羽、オオタカが昨

年同様 1羽見られたことと、ツバメ 1羽を初認し

たことです。

●宮リバー公園探鳥会

2003年 3月8日 9:30-12:00 度会郡度会町 宮

リバー公園

担当：小坂里香・山田昭子参加者： 16名
カイップリ、カワウ、トビ、イソシギ、キジパト、カワ

セミ、イワッパメ、セグロセキレイ、ピンズイ、ヒヨドリ、
モズ、ジョウビタキ、ッグミ、ウグイス、ホオジロ、カシ
ラダカ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、

ハシプトガラス、 21種

初心者向けにホオジロとカシラダカの違いや、

野鳥の歩き方の違い等を注意してじっくり、蜆察

してもらった。ツグミがペリットならぬ大きすぎ

るミミズを吐き出すのを固唾をのんで見守ったり

して楽しかった。

● 木曽岬干拓地探鳥会（共催： 愛知県野烏保護

連絡協議会）

2003年 3月 23日 9:00-12:00 愛知県弥富町鍋

田、木曽岬町木曽岬干拓地

担当：村田芳雄・近藤義孝参加者： 27名
カイップリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、カルガモ、コ
ガモ、オカヨシガモ、ハシピロガモ、キンクロハジロ、ホ
シハジロ、ミサゴ、オオタカ、ノスリ、トピ、ハイイロチュ
ウヒ、チュウヒ、ケリ、タゲリ、コチドリ、イソシギ、ク
サシギ、タシギ、コゲラ、ジョウビタキ、ツバメ、モズ、カ
ワセミ、ムクドリ、ヒヨドリ、ウグイス、ッグミ、ハクセ
キレイ、セグロセキレイ、タヒパリ、アオジ、オオジュリ
ン、カワラヒワ、クイナ、オオセグロカモメ、キジ、ホオ
ジロ、スズメ、ヒバリ、ハシプトガラス、ハシボソガラス、

ドバト、 46種

まだ冬烏の居残るなか、クイナが現れた。今まで

木曽岬探鳥会ではほとんど見られていない。
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第 333回NACS-J自然観察指導員講習会 三重県（予定）開催のお知らせ

◆開催日 2003年 9月5日- 1日 2泊 3日

◆場 所合歓の郷（三重県志摩郡浜島町）

◆参加者費用 宿泊費 ・食費（未定）

NACS-J自然観察指導員登録料など 10,000円 テキスト代 3,400円

’ 

●内 容 自然のバランスと循環を尊璽し、自然と共生する社会を実現するために

は、 一人一人が自然のしくみについての正しい理解と、自然への愛情、畏敬の気持ちを持つ

ことが必要です。そのためには、自然に親しみ、自然から学び、ささやかではあっても自然

を守る行動を自分からすすめていくことのできる人を増やしてゆくことが必要です。自然鏡

察指導員とは、地域に根ざした自然鐵察会を開き、自然を自ら守り、自然を守る仲間をつく

るボランティアリーダーです。

本講習会では、基本的な自然保護の考え方や自然観察の方法を研修し、自然観察指導員に

なっていただく方を養成します。

●募 集 参加者の募集は、 7月頃から開始する予定です。

●問い合わせ 三重県環境部人と自然の環境共生チーム

TEL 059 -224 -2578・h血：//,rwwl. 印Q,PRi血e,jpt吐涵Piな肉hu1

編集後記

「しろちどり」 この号から編集スタッフ

が代わりました。日本野鳥の会三重県支

部の存在感と価値鍛をこの機関誌でさら

にさらに深めて行きたい気持ちでいつば

いですが同時に不安感もいっぱいです。

私達の住む三重県は野烏観察をするに適

した立地条件に素晴らしく恵まれていま

す。まだまだ残っている海岸線、大小さ

まざまな河川、田園地帯、里山とそれに

つながる森や林、適当な山岳地帯、どれ

をとってもかけがえのないステージで

す。

しかし、最近は環境整備とか改修工事

と言った名の下で自然が壊されてそこが

公園や遊歩道になり、昔からそこにあっ

た雑木が切り倒されて桜などの庭園木に

変わり、竹やぶやプッシュが無くなりそ

こに住んでいた鳥や虫や動物の生活圏が

無くなっていきます。おそらく何百人か

何千人に一人になるかわからない思いの

一人と して、こう言った問題も採り上げ

て行きたいと思っています。

"" 
••••••••••••••• 

編集部ご挨拶

今年5月から「しろちどり」編集部が交代し

ました。編集部長は平井正志が、編集委員は

岡八智子、石原宏、橋本富三、西浦克征、小坂里

香が担当します。本誌では会員のページを設けて

皆さんの積極的な投稿をお待ちしています。また

イラストの投稿もお願いします。

投稿先： 平井正志

電話+Fax
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