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真夏の鳥見真夏の鳥見真夏の鳥見真夏の鳥見

伊勢市 中西 章

梅雨が終わってしばらく猛暑が続く中、一般的

には鳥見はご無沙汰という方は多いと思います

が、そんな一時期の鳥見を紹介します。７月に入

ると鳥の繁殖もようやく落ち着き、セミの声が鳴

きだすと、すでに渡りのシギチのシーズンとなっ

ています。ただ海岸の干潟は酷暑と鳥との距離が

遠いので、車の中から近くで見ることができる内

陸の水田に入ってくるシギチに的を絞ります。７

月にはいると稲の背丈がぐっと伸び、稲穂が出て

くると一面草色の田んぼになります。しかしシギ

チは水の張った休耕田にしか来ないのでこれを地

道に探すことになります。できれば３枚から４枚

くらい休耕田がまとまっていて道路が近くだとい

いのですが、水の張った休耕田はなかなか見つか

らないものです。特に最近少なくなったように感

じます。以前私が住んでいた明和町は県下でも有

数の田園地帯ですが、毎年状況が変わるので日ご

ろのチェックが必要ですし、なんとか数箇所ポイ

ントを見つけておいても、いつのまにか干上がっ

ているのは日常茶飯事です。

さて数少ない水の張った休耕田には７月中旬を

過ぎるころにはまずコチドリがやってきます。こ

の時期のコチドリは幼鳥がかなりいて、いろいろ

個体差があって面白いです。その後８月にかけて

タカブシギやアオアシシギ、エリマキシギ、ムナ

グロ、トウネンなど、日替わりで淡水を好むいろ

んなシギチがやって来ます。年によってはキリア

イも見かけます。車から降りなければあまり鳥は

警戒しないので、かなり近くで肉眼でも見ること

ができます。さらに双眼鏡で夏羽と冬羽の違いや

換羽の状態など、細かい部分まで観察できます。

そんな中、あぜ道に隠れているジシギを見つける

とうれしくなります。ジシギを見つけると暑い車

の中でじっと待つはめになります。７月下旬から

８月初旬にかけてはおそらくオオジシギなのでし

ょうが、お盆すぎになるとチュウジシギやタシギ

が混じって、フィールドでの判別はほとんどお手

上げ状態です。なんとかジシギの判別の証拠写真

でもと思い、蒸し風呂の車内で、汗をかきながら

とどまるのですがいつも撮りそこねてしまいま

す。

そしてお盆を過ぎるころになると水田も干上が

って、ぼちぼち稲刈りが始まり、農耕車が行き来

しますので、真夏の鳥見は終了です。ただしこの

鳥見は農業者に迷惑をかけないことと、エアコン

をかけた車内で長時間の鳥見は環境的にも好まし

くないことをお伝えしておきます。
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表紙の言葉表紙の言葉表紙の言葉表紙の言葉

伊勢市 杉原 豊

はやぶさ

戦闘機、新幹線、小惑星探査機、、、

駆る、速い、挑む、、、

日本の技術の結晶に、

この名を授けたくなる気持ち

よくわかる気がします。

姿が性能を体現してる猛禽類はやぶさ。

一言で言えば、かっこいい！

しろちどり 85 号 (2015)
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セイタカシギの受難セイタカシギの受難セイタカシギの受難セイタカシギの受難

松阪市 小野 新子

2015 年 5 月 21 日（木）快晴

この日は松阪の鳥見仲間と月 2 回続けている

観察会の日、午前中 岩内の奥の渓流沿いを探鳥

して歩いた。野鳥の数は少なかったが、クマタカ

とハチクマが上空を旋回してくれた。

午後は中村さんと二人で、曽原新田の大池か

ら五主海岸の辺りまで、水鳥を観察して回るのが

恒例になっていてこの日もそうした。

大池南では、セイタカシギが 3 ヶ所で営巣し

ていた。爽やかな風が吹く穏やかな昼下がり、「ヘ

ビに見つからずにうまく育ってくれるといいね」

等と話しながら、他にも営巣していないか探して

いた時の事だった。突然セイタカシギたちが激し

く鳴きながら騒ぎ出した。猛禽でも飛来したのか

と双眼鏡で上空を探して見るが、特に変わった様

子はない。そして左端の巣に合わせてセットして

あったスコープを何気なくのぞいて見ると、何と

葦の奥から大きな獣が近づいて来るではないか。

ねこ？キツネ？イタチ？いや！タヌキだ！こんな

所にしかも真昼間にタヌキなんて信じられない

が、何度確かめてもタヌキだ。タヌキは先ほどま

でセイタカシギが抱卵していた巣に、ゆっくり近

づきながら鼻で辺りを嗅ぎまわっている。私たち

は全身から力が抜けていくのを感じながら、タヌ

キのなすがままをただ見ているしか無く、自然界

の厳しさを切ない思いで目に焼き付けていた。

卵が何個有ったかは分からないが、タヌキは

全部食べ尽くしたのか、舌なめずりをしながら辺

りを嗅ぎまわり、奥の方へのそのそと帰って行っ

た。しかし暫くして又巣にやって来て辺りを嗅ぎ

まわっている。そんな事を 2 度 3 度繰り返し葦

原の奥へ消えて行った。

その間セイタカシギたちは、池にいた 9 羽全

部が襲われている巣の近くに集まって激しく鳴い

ていた。中でもその巣で、先ほどまで卵を温めて

いた雌のセイタカシギの悲しそうな様子が目に焼

き付いて今も離れない・・そんな一大事が起きて

いる時に、すぐそばでカルガモがのんびり昼寝

をしていた。あんなに騒がしいのに、しかも振

り向けばすぐ近くに獣がいると言うのにだ！自

分には関係ない？とでも思っているのか、それ

ともタヌキ寝入りしていたか？本当に熟睡して

いたか？とにかく身じろぎ一つせずカルガモは

ずっと寝ていた。
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騒ぎが終わってしばらくすると、他の巣で卵

を温めていたセイタカシギたちは、一度は自分

の巣に戻ったが、その後卵を温めることは無か

った。そしていつの間にか全員が池の中ほどに

集まっていた。その日の夕方、他の人が池の様

子を見て回った時は、すべてのセイタカシギが

北池の方に移動していたそうだ。

それから 10 日後の 5 月 31 日 野鳥の会の

総会に行く前に、中村さんと二人で再度大池に

寄ってみると、北池で一組のセイタカシギのカ

ップルが、池の中の積石の上に緑色の藻をせっ

せと積み上げていた。しかしそこは水かさが増

せばすぐに浸かってしまいそうな所だ。案の定

6 月 2 日に他の人が池を見回った時、放置され

たままの卵を見つけていた。↓

その後も彼らは何度か営巣を試みるが、ヘビに

襲われたり浸水したりとことごとく失敗してい

る。今年もヒナを見るのは難しいのか・・・

一度タヌキやヘビに見つかってしまうと、味

を覚えた彼らが見過ごすわけがない。セイタカ

シギたちには戦うすべはないのだろうか。以前

中村川沿いを散歩している時、カイツブリが巣

に近づくヘビのしっぽをくわえて引き戻してい

る所を見たことがある。必死のカイツブリに根

負けしたかヘビは退散していった。

君たちも簡単に諦めないでもっと抵抗して！

と思うのは無理なことなのだろうか。

今井氏のデーターによると、大池での成功は

2012 年の一度だけだった。あの時はヒナの成

長を見るのが我々も楽しみだった。抱卵してい

る時は気弱な彼らだが、ヒナから幼鳥にかけて

子を守る両親の姿は別人（鳥）だった。上空を

飛ぶ鳥は、大きなアオサギだろうが仲間だろう

が、けたたましく鳴きながら追っ払っていた。

大池の南はヒナ 4 羽と親 2 羽が陣取り、

北の池ではアオサギやダイサギ、他のセイタカ

シギなどが過密状態でいる様子が、とても微笑

ましかったのを思い出す。もうあのような事は

ないのだろうか。

（2012 年の親子）↓

しかし毎年どこか別の所で繁殖に成功した一

家が、幼鳥を連れて曽原新田の大池にやって来

ている。厳しい自然の中で彼らも頑張っている

のだ・・・ソーラーパネルが敷き詰められ大池

の環境はすっかり変わってしまった。せめて我

々人間はその生態系を壊さないよう気を付けた

いものだ。

カット 小野 新子

写真提供 今井光昌
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宮川河口のコアジサシ宮川河口のコアジサシ宮川河口のコアジサシ宮川河口のコアジサシ

玉城町 西村 泉

コアジサシといえば夏を代表する鳥。軽やかに

飛ぶ姿は、なんとも涼しげで爽やか

好きな鳥の一つです。

今年７月初旬、宮川河口に行くと、たくさんの

コアジサシが飛んでいました。

宮川河口には大小様々な砂洲がありますが、宮川

左岸（東豊浜町土路）から沖を見て土路に近い方

の中州に 100 羽以上のコアジサシが集まってい

ました。集団で繁殖するコロニーに違いないと思

いました。しかし、この中州にコアジサシがいる

ことはわかってもヒナがいるかどうか、望遠鏡を

使っても確認することはできません。

昨年（2014 年）６月に見に行ったときも、同

じようにコアジサシが砂州上空を飛んだり下へ降

りたりしていましたが、やはり繁殖しているかど

うか、あまりに遠すぎてよくわかりませんでした。

今回、写真を提供していただいた世古口さんや

他の会員さんに聞いたところ、どうも昨年あたり

から集まり出したようです。

また、明和町大淀の大堀川新田の盛り土にも、

昨年コアジサシが約 100 羽きて 10 巣ほど営巣し

たそうです。しかし、そのうち１巣で２羽のヒナ

を観察したものの数日後にはヒナはいなくなり他

の巣でも割れた卵の殻だけが残り、コアジサシは

いなくなったそうです。カラスやトビに捕食され

たかもしれないということでした。今年も同じ場

所に 20 ～ 30 羽きて３巣営巣しましたが、成功

には至らなかったようです。

今年台風１１号が去った７月１７日、一般の方

から連絡が入りました。飛べなくなった鳥を保護

したので何とかしてほしいという依頼でした。野

鳥の会では「ひなを拾わないで」というキャンペ

ーンをしていて原則野鳥は自然のままにという方

針ですが、本会では保護すべきかどうか事情を聞

いて、できる範囲で対応しています。

保護された場所は、宮川河口より約５㌔上流の

度会橋付近（伊勢市中須町）の農道でした。まだ

強風が吹くさなか現地へ出向き、紙袋を受け取り

ました。中を見ると、とても美しいコアジサシの

幼鳥でした。おそらく宮川河口で今年繁殖したヒ

ナでしょう。

見たところ外傷はなく、しっかり立っているの

で、強風で飛べなくなったのだろうと判断しまし

た。ひとまず預かり明日になれば風もやむだろう

から、朝一番に宮川河口に行って放鳥しよう、あ

まりストレスを与えてはいけないから一晩くらい

なら何も与えなくても大丈夫だろうと考えまし

た。

ところが、朝早くのぞいてみると驚いたことに

落鳥していました。１羽の鳥を前にして、すぐに

も獣医師に診てもらっていたら救えただろうかな

どと悩んでしまいました。

そこで、長年、傷病鳥救護ボランティアをされ

ていた方に教示を受けることにしました。その方

によると鳥は羽で覆われているので、表面上は変

わらなくてもダメージが大きいことが多々あるそ

うです。

再び宮川河口に話を戻します。台風１１号が通

過した１週間後、現地を見に行きました。

少しは飛んでいるかもしれないと淡い期待をもっ

ていましたが、やはりコアジサシは１羽も飛んで

いませんでした。コアジサシの成鳥は台風がくる

前に避難したかもしれませんが、コロニー全体が

台風の大波に呑まれ全滅したのではないかと思い

ます。

しかし、州に砂が被ることでコアジサシの繁殖

地に適した環境になるのも事実です。

逆をいえば、草が繁茂すればコアジサシの繁殖条

件に適さなくなるのです。

そのため、しろちどり第６８号、第７３号のコ

アジサシの記事にあるように、次々に繁殖地を移

動することから、コアジサシが「流浪の鳥」とい

われる所以なのでしょう。

コアジサシ：世古口有司撮影

コアジサシは環境省から絶滅危惧Ⅱ類（VU）

に分類されています。自然環境の河川や海岸で繁

殖するのが理想ですが、やむなく開発途中の造成

地で営巣することもあります。

もし、造成地でコアジサシが数多く飛んだり下

に降りたりしていたら、営巣している可能性があ
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ります。営巣が確認されれば、繁殖期間中の工事

の休止・立ち入りの規制などの配慮が必要です。

工事はコアジサシがいるいないにかかわらず、突

然始まることがあります。

コアジサシ：世古口有司撮影

また自然海岸であっても、人や車などが繁殖阻

害要因になることがあります。

コアジサシの営巣行動を発見されましたら迅速に

関係先 (河川・海岸の管理者（国・県）、開発事

業者・野鳥の会など）への周知をよろしくお願い

します。詳しくは、「コアジサシ繁殖地の保全・

配慮指針」（環境省 H ２６年３月）をご覧くださ

い。

その点、宮川河口の中州なら陸地と離れている

ので、カラスや猛禽、動物、人の影響をそれほど

受けず繁殖には最適だと考えられます。

来年も宮川河口に、多数のコアジサシが飛んで

くることを心待ちにして見守っていきたいと思い

ます。

最後に、県が運営する「みえの自然楽校」のホ

ームページで、傷病鳥獣についての記載がありま

すので下記アドレスを参照ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/shizen/

dekiru/hozen/kyuugo.htm

なお、救護しようとする傷病鳥獣は、県が有害

駆除の対象としていない種で、人とのかかわりの

なかで生じたケガなどに限定されます。ご参考に

してください。

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

以下は三重県のホームページの記述ですが、わか

りやすいように一部を改変してあります。

三重県では、けがや病気のため、自力で生息でき

なくなった野生鳥獣（傷病鳥獣）を救護し、適切

な治療等を行い、自然に復帰させる取り組みを進

めています。

救護対象の鳥獣救護対象の鳥獣救護対象の鳥獣救護対象の鳥獣

救護する野生鳥獣は、人間との関わりによる負

傷で自力で生息できない鳥獣です。野生において

生息できる見込みがある鳥獣は救護を行いませ

ん。

次に掲げるものは、救護対象とはしません。

(1) 所有者のある鳥獣

(2) 犬、猫

(3) 三重県内で多く有害駆除されている以下

の鳥獣

（ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラ

バト（ドバト）、キジバト、カワウ、イノシシ、

ニホンザル、ニホンジカ、ノウサギ、タヌキ、キ

ツネ、イタチ、アナグマ、アオサギ、ゴイサギ、

マガモ、カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、

ミヤマガラス、ムクドリ、ヒヨドリ、ノイヌ＝野

良犬、ノネコ=野良猫）

(4) 外来生物等で社会的あるいは生態的に問

題となっている鳥獣

（アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、タイ

ワンリス、チョウセンイタチ）

(5) 皮膚病（疥癬等）など、自然の病気による

鳥獣

(6) 野鳥のヒナ（全種）

注意して頂きたいこと注意して頂きたいこと注意して頂きたいこと注意して頂きたいこと

①野鳥のヒナを見つけた時は、触らずにその

ままにしておいてください。

（親鳥が、世話をしてくれます。）

②平日の勤務時間外、土・日・祝日について

は、対応できない場合がある事をご了解ください。

救護の窓口救護の窓口救護の窓口救護の窓口

救護の窓口は県農林（水産）事務所森林・林業

室及び市町です。協力獣医師への診療依頼につい

ては、救護の窓口が行います。救護が必要と認め

る鳥獣を見つけた場合は、下記連絡先か、お住ま

いの市役所・町役場までご連絡ください。

（次ページへ続く）
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連絡先

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

 四日市農林事務所　  森林・林業室 　TEL　059-352-0655

 津農林水産事務所　    森林・林業室 　TEL　059-223-5091

 松阪農林事務所 森林・林業室 　TEL　0598-50-0565

 伊勢農林水産事務所   森林・林業室 　TEL　0596-27-5172

 伊賀農林事務所　　  森林・林業室 　TEL　0595-24-8142

 尾鷲農林水産事務所    森林・林業室 　TEL　0597-23-3504

 熊野農林事務所　　　  森林・林業室 　TEL　0597-89-6136

 農林水産部みどり共生推進課 野生生物班 　TEL　059-224-2578

木曽岬干拓地鳥類生息調査報告木曽岬干拓地鳥類生息調査報告木曽岬干拓地鳥類生息調査報告木曽岬干拓地鳥類生息調査報告

（（（（2013 年～年～年～年～ 2015 年年年年））））

桑名市 近藤義孝

過去の木曽岬干拓地での調査報告は 2012 年 12

月発行の「しろちどり」第 74 号で報告していま

す、その後 3 年間の調査結果ができましたので、

報告します。

チュウヒの繁殖状況チュウヒの繁殖状況チュウヒの繁殖状況チュウヒの繁殖状況

2010 年から 2012 年までの 3 年間は繁殖に失

敗し、干拓地からのひなの巣立ちはありませんで

した。その後、2013 年 1 巣で繁殖に成功し、3

羽が巣立ちました。 2014 年 1 巣、2 羽、2015

年 1 巣、4 羽の巣立ちが確認されています。以前

の報告にも書いたように、干拓地北側が埋め立て

られたり、メガソーラー発電の基地になったりし

て、繁殖できる場所が少なくなったことが大きく

影響していると考えられます。

現時点では、残された南半分の開発計画は白紙

の状態ですが、さらなる開発があった場合、東海

地方で継続的に繁殖が確認されている場所がなく

なることになります。

また、繁殖場所は、三重県が計画し設置した保

全区ではなく、メガソーラー近くの干拓地中央部

で 3 年連続繁殖しています。三重県は木曽岬干

拓地の環境影響評価準備書の公聴会で保全区で３

番が繁殖可能と述べています。現実は、完成した

保全区での繁殖は１番（つがい）も成功していな

いのが実態です。

ねぐら調査の結果ねぐら調査の結果ねぐら調査の結果ねぐら調査の結果

メガソーラーが設置される前の 2013 年 1 月

は、コチョウゲンボウのねぐら入りが 10 羽観察

できたのに対し、メガソーラーが設置された

2013 年 12 月以降はほとんど観察できなくなりま

した。

2013 年 1 月はチュウヒ 15 羽、コチョウゲン

ボウ 10 羽、ハイイロチュウヒ 2 羽、2013 年 12

月はチュウヒ 13 羽、ハイイロチュウヒ 1 羽、

2014 年 1 月はチュウヒ 13 羽、ハイイロチュウ

ヒ 1 羽、2014 年 12 月はチュウヒ 4 羽、2015 年

1 月はチュウヒ 7 羽、コチョウゲンボウ 2 羽、

ハイイロチュウヒ 2 羽が確認されています。

その他の鳥類生息状況その他の鳥類生息状況その他の鳥類生息状況その他の鳥類生息状況

15 年 7 月の調査では、オオアジサシが観察で

きました。この日は台風の影響があったようで、

ウミネコが 500 羽以上観察された中に 1 羽のオ

オアジサシが入っていました。

オオアジサシ
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シギ・チドリ類の年齢・季節によるシギ・チドリ類の年齢・季節によるシギ・チドリ類の年齢・季節によるシギ・チドリ類の年齢・季節による

羽衣の変化羽衣の変化羽衣の変化羽衣の変化

津市 今井 光昌

シギ・チドリ類は種類も多く、識別の難度が高い

と言われています。冬羽だけでなく一部の種は夏

羽も地味な羽衣のため、敷居が高い鳥と言うイメ

ージがあり、敬遠するバーダーも多い。年齢差、

個体差があり、季節によって変化していく羽衣、

これらを少しでも理解できれば識別の奥深さが面

白くなるはずです。今回はシギ・チドリ類の中で

は羽衣が地味な部類に入るアオアシシギとコアオ

アシシギを取り上げました。

アオアシシギの羽衣の変化アオアシシギの羽衣の変化アオアシシギの羽衣の変化アオアシシギの羽衣の変化

図 1、2 はアオアシシギの幼鳥で、図 3、4 は成

鳥ですが、これだけを見ていると同じ鳥とは思え

ません。アオアシシギに限らず他のシギ・チドリ

類も同様に幼羽・冬羽・夏羽の各羽衣の違いを意

識することで識別力が向上するでしょう。シギ・

チドリ類のほとんどは旅鳥です。アオアシシギも

春と秋に渡って来ます。8 月下旬から 9 月にかけ

て幼鳥と成鳥が渡来します。図 1 の幼鳥も渡来

後 4 ヶ月ほどで図 2 のような第 1 回冬羽の羽衣

になります。幼鳥も成鳥も羽衣は渡来時のままで

はなく年齢・季節によって変化していきます。

 

図 1  幼羽 2011.08.20 
図 2 第 1 回冬羽 2012.01.24 

図 3  成鳥冬羽 2013.10.10 
図 4  成鳥夏羽 2013.05.05 
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アオアシシギ幼鳥の羽衣の変化アオアシシギ幼鳥の羽衣の変化アオアシシギ幼鳥の羽衣の変化アオアシシギ幼鳥の羽衣の変化

「幼羽」→「第 1 回冬羽」→「第 1 回夏羽」

図 5 2011.08.20

図 6 2015.01.19

図 7 2012.04.07

図図図図 5 幼鳥幼鳥幼鳥幼鳥

上面の褐色味が強く、白い羽縁が

あります。各羽に丸味がなく先端

は尖り気味。またフレッシュな幼

羽は成鳥羽に比べ羽が小さい。

図図図図 6 第第第第 1 回冬羽回冬羽回冬羽回冬羽

肩羽は灰褐色で先端に丸味があり、

白い羽縁も目立つことから新しい

冬羽と分かります。幼羽から

第 1 回冬羽は部分換羽です。雨覆

・三列風切に摩耗した褐色の幼羽

が残っています。

図図図図 7 第第第第 1 回夏羽回夏羽回夏羽回夏羽

頭から胸には黒い縦斑、肩

羽には黒い軸斑で白い羽縁

のある夏羽が出ています。

冬羽と摩耗した褐色の幼羽

が残っています。第 1 回夏

羽も部分換羽です。
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アオアシシギ成鳥の羽衣の変化アオアシシギ成鳥の羽衣の変化アオアシシギ成鳥の羽衣の変化アオアシシギ成鳥の羽衣の変化

「冬羽」→「冬羽から夏羽に換羽中」→「夏羽」

→「夏羽から冬羽に換羽中」

図図図図 8888 成鳥冬羽成鳥冬羽成鳥冬羽成鳥冬羽

上面は淡い灰褐色で白い羽縁の内側には細かい黒

褐色の斑があります。各羽の先端は丸味がありま

す。下面は白い。第 1 回冬羽は部分換羽ですが

成鳥は冬羽で全換羽します。

図 9 2014.04.13

図図図図 9999 成鳥冬羽から夏羽に換羽中成鳥冬羽から夏羽に換羽中成鳥冬羽から夏羽に換羽中成鳥冬羽から夏羽に換羽中

肩羽に灰褐色で黒い軸斑のある夏羽が出ていま

す。雨覆・三列風切・肩羽の一部に冬羽が残って

います。頭から胸に黒褐色の縦斑が出ています。

 

図８ 2010.10.05 

図 10 2010.05.06

図 11 2012.05.09

成鳥夏羽成鳥夏羽成鳥夏羽成鳥夏羽

図図図図 11110 夏羽は頭部から胸に黒褐色の縦斑が多く

入ります。雨覆など一部に冬羽が残る部分換羽で

す。

図図図図 11111111 上面は灰褐色で白い点状の羽縁があり、肩

羽・雨覆・三列風切に黒い軸斑がある。肩羽のい

くつかの黒斑は太くて目立ちます。

図 12 2013.08.08

図図図図 12121212 成鳥夏羽から冬羽に換羽中成鳥夏羽から冬羽に換羽中成鳥夏羽から冬羽に換羽中成鳥夏羽から冬羽に換羽中

黒斑のある夏羽が肩羽に残り、灰褐色で白い羽縁

のある新しい冬羽が出ています。頭部から胸の黒

褐色の縦斑も薄れています。夏羽から冬羽は全換

羽です。換羽が進むと図 8 のように上面は一様

な灰褐色になります。
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アオアシシギと類似種・コアオアシシギアオアシシギと類似種・コアオアシシギアオアシシギと類似種・コアオアシシギアオアシシギと類似種・コアオアシシギ

コアオアシシギはアオアシシギに似ていますが、

体が小さく、スマートな体形のシギ。大きさ・体

形の違いは単独では分かりづらいですが 2 種が

並ぶとその差は歴然です。

コアオアシシギの嘴は細くまっすぐでアオアシ

シギの嘴は太く先が少し上方に反っています。幼

鳥の上面は 2 種とも褐色で白い羽縁がありよく

似ていますが、コアオアシシギの幼羽の方が白い

羽縁がよく目立ちます。図 13 のアオアシシギの

肩羽には灰色の冬羽が出ています。どちらも幼羽

は褐色です。

図 13 左：アオアシシギ幼羽から第 1 回冬羽に換羽中 右：コアオアシシギ幼鳥 2011.09.09

図 14 左：コアオアシシギ幼鳥 右：アオアシシギ第 1 回冬羽に換羽中。2011.09.09
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コアオアシシギの羽衣の変化コアオアシシギの羽衣の変化コアオアシシギの羽衣の変化コアオアシシギの羽衣の変化

図 15 2013.01.31

図図図図 16161616 成鳥冬羽成鳥冬羽成鳥冬羽成鳥冬羽

冬羽は上面が一様な灰褐色で、顔か

ら下面の白味が強いこともありアオ

アシシギより全体が白っぽく見えま

す。

図 16 2012.10.02

成鳥夏羽（図成鳥夏羽（図成鳥夏羽（図成鳥夏羽（図 17171717・図・図・図・図 18181818））））））））

夏羽は淡い橙色味を帯び、横姿・後姿と

も黒斑と白い羽縁の図柄が絶妙という

か、羽模様がとても綺麗です。

図 17 2010.04.20

図図図図 15 第第第第 1 回冬羽回冬羽回冬羽回冬羽 肩羽が冬羽

に換羽し、雨覆・三列風切に擦れ

た幼羽が残っています。

撮影時の光の具合によって羽色が

微妙に変化します。肩羽の冬羽は

灰色味が強いですが、図 15 では

茶色味が強くなっています。
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最後に

「アオアシシギ」と「コアオア

シシギ」は名前に「コ」がある

かないかだけですが、身体の大

きさや嘴の形状だけでなく、特

に夏羽において羽模様の違いが

目立ちます。シギ・チドリ類の

羽衣の変化を観察し、撮影を続

けること。それが私の鳥見のテ

ーマになっています。

図 18 2010.04.20
=================================================================================

株株株株))))東産業「第東産業「第東産業「第東産業「第 12121212 回環境フェアｉｎ回環境フェアｉｎ回環境フェアｉｎ回環境フェアｉｎ

四日市大学」出展四日市大学」出展四日市大学」出展四日市大学」出展

四日市市 川瀬裕之

8 月 8,9 日の 2 日間、昨年に引き続き今年も四日

市市に本社を置く(株)東産業さま主催の「第 12

回環境フェアｉｎ四日市大学」に写真展示出展を

おこないました。

昨年は台風の接近で大雨に見舞われて 1 日だ

けの開催になってしまいましたが、今年は 2 日

間とも夏らしい良い天気に恵まれました。

前日の午後より搬入作業を行いましたが、今

年は教室が変わり大きめの講義室を我々を含め４

グループが使用する事になっていたため、１団体

の割り当てが少々狭い状況でした。ほかの団体は

みな知っている方たちだったのでお互い協力し合

いながらのイベントになりました。

今年は「身近に見られる鳥たち」というテー

マに写真を展示しました。ただ昨年より展示スペ

ースが限られてしまい、子供たちに人気の猛禽類

や今の時期にみられるサギ類などを中心に展示し

ました。
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さらに新たな取り組みとして今年は子供向け

に簡単な工作をおこないました。

ストローと牛乳パックで出来る「ストロートンボ」

を作りました。

子供たちが工作している間に保護者の方が展示

してある写真を見て頂きました。

身近にみられる野鳥に絞ったので来場された

方にも受け入れやすかったのか熱心にみておられ

る方が沢山いらして大変うれしかったです。

配布物として「あなたもツバメ子育て応援団」

の冊子を置いていたら「うちもツバメが巣を作っ

ていて、糞が大変なので困っていた。この冊子を

みてあたたかく見守ります」と大変ありがたいお

言葉を頂戴しました。少々規模が小さい展示だっ

たけれどやって良かったと思う瞬間でした。

今年の環境フェアは初めての試みで 3 つのテ

ーマを３会場に分かれて行うというものでした。

会場は我々のいた四日市大学、四日市港にそびえ

立つ四日市港ポートビル、そして東産業本社。そ

の会場を無料のシャトルバスが結び、さらに四日

市あすなろう鉄道、三岐鉄道地域運動とのタイア

ップでまさに四日市市内一円を会場にした一大イ

ベントでした。 暑い中でしたが２日間で延

1,696 人の来場者があったそうです。

大学内で出展している団体が殆ど顔見知りだ

ったのでお互いのブースを見て回っていい刺激を

受けた内容の濃い２日間でした。
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ホームページの会員専用ページについてホームページの会員専用ページについてホームページの会員専用ページについてホームページの会員専用ページについて

ホームページ制作担当 三曽田明

しろちどり第 84 号でもお知らせしましたが、「日本野鳥の会三重」のホームページはリニューアル

しています。そして会員の皆様のために、少しでも充実した内容にしようと努力しています。

その一環として、会員専用のページを作りました。まだまだ十分な内容ではありませんが、これから

皆さんの意見も伺いながら発展させていきたいと思っています。ぜひ、利用してください。

何ができるの？何ができるの？何ができるの？何ができるの？

(1) 会員用ギャラリーへの投稿と閲覧ができます。

(2) 会員専用フォーラム(掲示板)への投稿と閲覧ができます。

(3) 今後は、これ以外にも会員専用の情報を増やしていく予定です。

「会員専用フォーラム会員専用フォーラム会員専用フォーラム会員専用フォーラム」会員同士の交

流や情報交換に使ってもらえたらと思

って作りました。

「会員専用ギャラリー会員専用ギャラリー会員専用ギャラリー会員専用ギャラリー」会員が撮

影した野鳥の写真をどんどんライ

ブラリー化していこうと思います。

当ホームページの表紙画像は、こ

の中の「★今月の野鳥エントリー」

から選ぶようにします。ぜひ、投

会員専用ページを表示するには会員専用ページを表示するには会員専用ページを表示するには会員専用ページを表示するには????」」」」
[会員ログイン]から、「ユーザー名」と「パスワード」

を入力してログインします。「ユーザー名」と「パスワ

ード」は、ユーザー登録申請していただくことで、取得

できます。

※ユーザー登録申請は、ホームページの[会員ログイン]

の下にある[ユーザー登録]をクリックしてください。こ

こから申請できます。

しろちどり 85 号 (2015)
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当会ホームページリニューアルに当会ホームページリニューアルに当会ホームページリニューアルに当会ホームページリニューアルに

よせてよせてよせてよせて

度会町 小坂里香

世の中に「ホームページ」というものが出現し

てどのくらいたつのだろうか。

「ぐぐって」みたところ、日本で最初のホーム

ページは 1992 年にできたらしい。といっても、

わずか数行のまだまだ試験的なもので、一方、当

時は電話回線を利用した、いわゆる「パソコン通

信」がぼちぼち普及し始めたころ。しかし、それ

も一般には敷居が高く、パソコン通の社交場とい

った特殊な趣であった。まもなく、かのニフティ

サーブが一般的になって初めて、私もおっかなび

っくり「フォーラム」に参加したり、電子メール

のやりとりをしたりしながら、便利になったもん

だなぁと思ったりしたものであった。

そのパソコン通信が特定ユーザーの間だけでの

やりとりだったのに対し、世界のどこにでもつな

がるインターネット上に開設された「ホームペー

ジ」は、当初の「ナニコレ、何の役に立つの？」

というものから、瞬く間に情報発信拠点として「な

くてはならないもの」になってしまった。特に OS

のウインドウズが普及して、マウス操作によるイ

ンターフェースが容易になった功績が大きい。ま

た、通信環境の進歩により、画像の表示速度も飛

躍的に速くなったし、検索エンジンがどんどん賢

くなって、求める情報へのアクセスが容易になっ

た。

かくして、ビジュアルな情報満載、隅々にリン

クが張られて、あちこちのページにどんどん飛ん

でいけるホームページは、いまや誰でも簡単に見

ることのできる身近で不可欠な情報源になった。

前置きが長くなってしまったが、世の中の趨勢に

逆らえず、当会でもホームページを開設しようと

いう話が本格的に持ち上がったのが、2003 年末

から 2004 年の初頭かと思う。自宅のパソコンが

何代か代替わりして当時の電子メールが残ってい

ないので、経緯はあまり記憶していない。すでに

多くの支部がホームページを立ち上げていて、野

鳥の会本部のサイトからリンクされていた。支部

の名前があっても、ホームページへのリンクが張

られてないのは、何か遅れているようで肩身が狭

いなあという感じだったが、「何を発信するのか？

誰が作るのか？管理できるのか？」というような

議論がまとまらなくて、なかなかホームページ開

設にまで踏み切れない状況だったように思う。

当時、私は何年か担当させていただいた会報の

編集をお役御免になり、やや手隙になったのと、

子どもが多少大きくなり生活に余裕ができたとこ

ろ。また、それを幸いに野鳥の撮影にうつつをぬ

かしていたので、自前の写真素材のストックがあ

った。

そこで、ご指名いただいて当会ホームページの

立ち上げを引き受けたわけだけれど、画像処理は

多少できたものの、HTML の知識はまったくな

い。しかし、当時は意欲だけはあった。やる気満

々、ホームページ作成ソフトの「ホームページビ

ルダー」の助けを借りて、他支部のサイトを参考

にしつつ、理事はじめ会員のみなさんと相談しな

がらコンテンツを作成した。フィールドガイドは

自分で足を運んで現地の写真を撮影して原稿を書

き、行けないところは現地の会員にお願いし、三

重県の地図をトレースして場所がわかるようにし

た。外部サイトへのリンクは、各団体にメールを

してリンクの許可をもらったりもした。

今見ると稚拙な内容ではあるが、そんな苦労を

して、サイトがオープンしたのが 2004 年 4 月 21

日（どうして日にちがわかるかというと、サイト

の「更新記録」に残っているから）。

思えばわずか 11 年前だが、その間にプライベ

ートでは色々なことがあり、生活が激変した。

なかでも、自営業の立ち上げ、（何の因果かネ

ット稼業）、運営に忙殺されて、会の活動やサイ

トの更新に手が回らなくなったことが最大の変化

といえる。何しろ肝心なバードウオッチングさえ、

している余裕が無い。ホームページの方は、一部

作業を分担していただいたりして、かろうじて表

紙の写真の更新や行事案内の更新など、最低限の

メンテナンスはしてきたが、新しいコンテンツの

追加や保護活動の変遷、環境が変わったフィール

ドガイドの手直し、支部報の最新版の掲載など、

わかっていながら必要な更新や情報発信がおろそ

かになってしまった。原稿をもらえば体裁をとと

のえてアップロードすることは難しくないが、そ

の原稿も自分で考えて書かなくてはならないとな

ると、まったく手が回らない。

このようなことで、担当者としては心苦しく思

いながら、当会のホームページをどう更新するか

ということが理事会の長年の課題となっていたわ

けであるが、なんと、この春、11 年ぶりに当会

のホームページがサーバーも引っ越ししてアドレ

スも変わり、すっかり生まれ変わってリニューア

ルオープンしたのである。

みなさん、ご存知でしたか？
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新しいサイトの特徴は、直近の探鳥会の案内が

トップに表示され、詳細をクリックすると集合場

所の地図がリンクされていること。

また、最近すごい勢いで普及しているスマホ版

にも対応しているので、スマホ利用者にもかなり

見やすくなっていると思う。

細かいことだが、トップページに三重県のお天

気ガジェットなど貼ってあり、リンクページにも

野鳥お役立ちサイトの情報があったりして、なか

なか重宝である。

フィールドガイドは以前のものと重複している

場所が多いが、環境の変化に対応して加筆訂正し、

何箇所か追加・削除されている。また、トレース

した白地図でなくグーグルマップにポイントを落

としてあるので、拡大縮小が自在で場所がわかり

やすい。

しかし、なんといってもこれからの注目点は、

会員専用コンテンツの開設である。ホームページ

をごらんになるとすぐ目につくところに「会員ロ

グイン」の項目があるのがそれで、現在はまだ準

備中であるが、（この会報がお手元に届く頃には

状況が変化しているかな？）写真の投稿、質問コ

ーナーなど、会員であるメリットを感じられるよ

うな、会員相互のコミュニケーションに役立つよ

うな内容になるはずで、私も楽しみにしている。

と、以上ひとごとのような書き方をしたのは、

今回のサイトのリニューアルが私の手によるもの

ではなくて、新しい担当者によるものだからであ

る。新担当者の三曽田さんは技術者であり、コン

ピュータのプロフェッショナルであるのが心強

い。打ち合わせの際も打てば響く対応で、代表は

じめ、皆の意見を上手に反映し、見やすくわかり

やすいサイトを作成してくださったと思う。お言

葉に甘えて言いたいことを言わせていただいてい

るが、出来の悪い旧担当者としては三曽田さんの

お骨折りに感謝の言葉もない。

私としては 11 年ぶりにホームページから解放

されて？多少の寂しさを感じないではないが、新

しいサイトは担当者一人で背負い込むものではな

く、複数でコンテンツの執筆に関われるシステム

とのこと、他のみなさんと共に、できることは協

力させていただきたいと思う。

まだの方はぜひ、当会の新しいホームページを

ごらんいただき、会員専用コンテンツが完成した

折にはぜひ、ユーザー登録をお願いします。

http://miebird.org/

または、「野鳥の会三重」で検索してください。

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

事務局だより事務局だより事務局だより事務局だより

活動の記録活動の記録活動の記録活動の記録(2015(2015(2015(2015 年６月～８月年６月～８月年６月～８月年６月～８月))))
６ 会報「しろちどり第８４号」発行・発送作業

７ 平成２７年度カワウねぐらコロニー調査事業（県委託）契約

平成２７年度カワウねぐらコロニー調査事業（県委託）第 1 回調査

７/18 松阪農業公園ベルファームへ 打ち合わせ

8/2 会員増加プロジェクト会議（三重県教育文化会館）

投稿のお願い投稿のお願い投稿のお願い投稿のお願い

会報「しろちどり」は会員の投稿によって成り立っています。エッセイ、記録、紀行文、

日記文、野鳥や自然に関することはなんでも受け付けます。むろん写真もＯＫです。

ー原稿作成時の注意ーー原稿作成時の注意ーー原稿作成時の注意ーー原稿作成時の注意ー

写真や絵入りの文章をＥ－メールの添付ファイルで送る場合には文と写真、あるいは絵写真、あるいは絵写真、あるいは絵写真、あるいは絵

を別々にを別々にを別々にを別々に送ってください。レイアウトして送っていただいても、こちらで組み直します。

また、紙面の都合により、記事がページの最初から始まらない場合もあります。紙面での

レイアウトは編集部に一任ください。むろん、希望があれば、それに沿ってレイアウトし

ますので、希望をお伝えください。

原稿用紙など紙に書いた手書きの原稿も受け付けます。絵も歓迎します。特に表紙の絵

は現在数名の方に固定されてしまっているので、新しい方の投稿を歓迎します。カットも

大歓迎です。 mhirai ＠ kpu.ac.jp 編集部 平井正志
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野鳥記録野鳥記録野鳥記録野鳥記録（2015 年 05 月 13 日から 2015 年 08 月 16 日までに報告があったもの）

注

1) ホトトギスが鳴きながら頭上を飛んだ、短めの翼をはばたきつつ約５秒 初認

2) 今季７羽観察は初めてです

3) ライファーです

2) この近辺で繁殖している模様、翼先分離が６対で頭部が他の鷹より飛び出ていた

5) 遠くて高い木の上だったが、何とか証拠写真を撮ることが出来た。赤い嘴と濃い青色の体

6）川幅５ｍほどの川に数日前からいたそうです。くちばしの模様からオオハクチョウ

（6 月 20 日中日新聞三重版に掲載された）

7）展望台広場から見える枯れ木に２羽の鳥がとまっているのを確認にしました

17 日以降、数回観察に行きましたが確認はしていません

8) 代理報告

ツバメチドリ 清水勝海：撮影

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

ホトトギス 1 2015年5月14日 四日市市桜町 初認 矢田 栄史 1

ツバメチドリ 7 2015年4月22日 御浜町市木　水田 清水 勝海 2

クロツラヘラサギ 1 2015年5月16日 御浜町市木　水田 清水 勝海 3

ハチクマ 4 2015年5月20日 桑名市 暗色型♂１羽　淡色型♂　１羽　淡色型♀　２羽山神 勝治 4

ブッポウソウ 1 2015年6月5日 桑名市 山神 勝治 5

オオハクチョウ 1 2015年6月17日 志摩市志摩町和具 安永 陽祐 6

ブッポウソウ 2 2015年6月10日 菰野町、三重県民の森 つがい？ 笹間 俊秋 7

ブッポウソウ 1 2014年6月7日 南伊勢町 小坂 里香 8
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クロツラヘラサギ 清水勝海：撮影

ハチクマ 山神勝治：撮影

ブッポウソウ 山神勝治：撮影

しろちどり 85 号 (2015)
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オオハクチョウ

安永 陽祐：撮影

ブッポウソウ 笹間 俊秋：撮影

ブッポウソウ

南伊勢町
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今後の探鳥会予定今後の探鳥会予定今後の探鳥会予定今後の探鳥会予定 (2015 年 9 月から 12 月)
詳細は行事案内またはホームページをご覧ください。

● ９月８日（火） 海蔵川探鳥会 小雨決行！内容は、５月１２日（火）と同じ。

● ９月２７日（日） 木曽岬干拓地探鳥会 雨天決行！内容は、４月２６日と同じ。

● ９月２７日（日） 伊勢タカ渡り探鳥会 集合／７：００ やすらぎ公園納骨堂前

問い合わせ／高木正文 0596 － 24 － 7283 中西 章 0596 － 23 － 4303

● １０月３日（土） 相津峠タカ渡り探鳥会 集合／８：３０ 道の駅「茶倉」駐車場

問い合わせ／西村四郎 090 － 2682 － 5338 中村洋子 0598 － 21 － 6033

● １０月３日（土） 御杖高原牧場タカ渡り探鳥会

集合／８：００ 近鉄名張駅東口（現地まで自家用車乗り合わせ）

備考／参加予約必要 問い合わせ／田中豊成 090 － 4088 － 3164

● １０月４日（日） 鳥羽タカ渡り探鳥会 中止です。

● １０月４日（日） 市木川及び水田探鳥会 集合／９：００ 道の駅「パーク七里御浜」

問い合わせ／中井 節二 090 － 7028 － 4978

● １０月２５日（日） 木曽岬干拓地探鳥会 雨天決行！内容は、４月２６日と同じ。

● １１月８日（日） 中村川探鳥会 小雨決行！

開催地／松阪市嬉野一志町 中村川中流域

集合／９：３０ 近鉄中川駅（西口）又はサークルＫ 駐車場

問い合わせ／小野新子 090 － 5872 － 9676 竹川華子 090 － 7308 － 2821

● １１月１４日（土） 香良洲海岸探鳥会 小雨決行！

集合／１０：００ 香良洲公園駐車場

問い合わせ／今井光昌 090 － 1280 － 5582 今井鈴子 090 － 9268 － 6412

● １１月２２日（日） 木曽岬干拓地探鳥会 雨天決行！内容は、４月２６日と同じ

● １１月２３日（月・祝） 海蔵川探鳥会 小雨決行！内容は、５月１２日（火）と同じ。

● １２月６日（日） ベルファーム探鳥会 小雨決行！

集合／９：３０ ベルファーム 匠の館前

問い合わせ／小津みゆき 0598 － 23 － 3303 谷口ひろ子 0598 － 23 － 4639

● １２月１３日（日） 員弁川探鳥会

集合／９：００ 県立いなべ総合学園高等学校駐車場

問い合わせ／近藤義孝 090 － 7431 － 0563

● １２月２０日（日） 横山池探鳥会 小雨決行！

集合／１０：００ 津市芸濃文化センター駐車場

問い合わせ／落合 修 059 － 265 － 2484 平井正志 059 － 268 － 3072

● １２月２７日 木曽岬干拓地探鳥会 雨天決行！内容は、４月２６日と同じ

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

探鳥会報告（探鳥会報告（探鳥会報告（探鳥会報告（2015201520152015 年年年年 5555 月～月～月～月～ 8888 月）月）月）月）

● 鈴鹿川派川探鳥会

2015 年 5 月 2 日（土）10：00 ～ 11：30

四日市市楠町南五味塚 鈴鹿川派川河口

安藤宣朗 参加者１６名（会員１３名）

ヒドリガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キ

ンクロハジロ、ウミアイサ、カンムリカイツブリ、

カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ダイゼン、

シロチドリ、メダイチドリ、チュウシャクシギ、

キアシシギ、キョウジョシギ、ユリカモメ、チュ

ウヒ、オオタカ、ハシボソガラス、ヒバリ、ツバ

メ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒ

ワ 計２７種

五月晴れで風もない穏やかな河口の堤防から、

干潟に舞い降りるシギ・チドリを存分に楽しんだ

探鳥会であった。

今日の目玉は、砂浜を忙しく行き来するシロチ

ドリの親子、目の前で泳ぐウミアイサや沢山のメ

ダイチドリとその群飛ぶ姿が見られた。その他チ

ュウシャクシギ多数・ダイゼン・キョウジョシギ

も観察した。

愛知、滋賀県からの参加者が有ったのも嬉しい

限り。
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● 上野森林公園探鳥会

2015 年 5 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30

伊賀市下友生 上野森林公園

共催団体／上野森林公園・県環境学習情報センタ

ー

前澤昭彦 西村 泉 参加者３９名（会員３名）

キジ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、

カワウ、アオサギ、チュウサギ、トビ、コゲラ、

ハシボソガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒバ

リ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、キビ

タキ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ 計２１種

３８名の参加者。そのため３つの班に分かれ、

それぞれ違ったコースを探鳥する。

もっと早朝だとキビタキ、オオルリ等の囀りが

聞けたらしく、来年はもっと早朝に実施しようか、

と関係者で話し合いました。

森林公園が用意した事後アンケートでも、まず

まずの満足度を参加者が抱いてくれたようです。

● 朝明源流探鳥会

2015 年 5 月 10 日（日）9：30 ～ 15：00
三重郡菰野町千草 朝明渓谷

辻 秀之 近藤義孝 参加者１２名（会員７名）

ジュウイチ、ホトトギス、トビ、コゲラ、アオゲ

ラ、ハシブトガラス、ウグイス、ヤブサメ、ヤマ

ガラ、ヒガラ、シジュウカラ、エナガ、センダイ

ムシクイ、メジロ、ミソサザイ、キビタキ、オオ

ルリ、キセキレイ 計１８種

五月晴れに風のさわやかな一日でした。

１２名の大所帯になりましたが、皆さん健脚で

目的地の朝明源流のブナ清水から、さらに尾根端

の展望地まで足を延ばし、釈迦ケ岳から北鈴鹿の

眺望を楽しみました。

お目当てのオオルリ、ミソサザイがよくさえず

り、ジュウイチが鳴きながら上空を通過しました。

テンが一匹、対岸をのそのそ歩いたのには驚きま

した。

● 瀬戸林道探鳥会

2015 年 5 月 10 日（日）9：10 ～ 12：00
津市美里町桂畑 瀬戸林道

石原 宏 奥山正次 参加者１０名（会員１０名）

カワウ、オオタカ、クマタカ、アオゲラ、ハシボ

ソガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、イワツバメ、

ヒヨドリ、ミソサザイ、カワガラス、キビタキ、

オオルリ、ホオジロ 計１４種

新緑の渓谷と天気にも恵まれたが……、目指す

オオルリとかミソサザイは、鳴き声はすれどなか

なか姿を見せてくれなかった。青山高原の上を飛

翔するクマタカと、集合場所から現地への途中の

桂畑地区でイワツバメが飛び交うのに出会えたの

は幸運だった。

● 海蔵川探鳥会

2015 年 5 月 12 日（火）9：45 ～ 11：00
四日市市西坂部町 海蔵川沿い

川瀬裕之 参加者９名（会員８名）

キジ、カルガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、

チュウサギ、ケリ、コチドリ、コゲラ、ハシボソ

ガラス、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、

スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラ

ヒワ、ドバト 計１９種

少々気の早い５月の台風６号の影響で朝から雨

が降っていたのですが、奇跡的に探鳥会の時間だ

け雨が上がっていました。この天気では誰も来な

いかもと思っていましたが、集合時間になると

９名の参加者となりました。

少々風が強く、肌寒い気温の中、カイツブリが

親子で姿をみせてくれました。さすがにこの天気

のせいかわかりませんが、ここのマスコット、カ

ワセミの姿は見る事ができませんでした。天気を

考え、いつもより早く歩いた事もあり、鳥の出が

さみしい感じでしたが、ケリの親子がかわいく田

んぼの畔でひょこひょこ歩いているところを観察

でき、雨に降られず一同ホッとして終了しました。

ケリ

● 金剛川河口探鳥会

2015 年 5 月 15 日（金）9：30 ～ 11：30

松阪市高須町 金剛川河口

中村洋子 宮川たつ 参加者１２名（会員１１名）

マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、

キンクロハジロ、スズガモ、カイツブリ、カワウ、

アオサギ、ダイサギ、ケリ、セイタカシギ、チュ

ウシャクシギ、アオアシシギ、キアシシギ、ソリ

ハシシギ、ミサゴ、トビ、ハシボソガラス、ヒバ
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リ、ツバメ、ヒヨドリ、オオヨシキリ、セッカ、

ムクドリ、スズメ、ホオジロ 計２７種

この日の干潮は９時５０分だったので、鳥との

距離は遠かったが、シギがたくさんいて動く様子

（ソリハシシギは足が速い）がよく分かりました。

ここに珍しくセイタカシギ１羽がいました。オオ

ヨシキリが近くで、大きな口を開けて、さかんに

さえずっていました。

● ホオアカ観察会

2015 年 5 月 17 日（日）10：00 ～ 12：00
奈良県曽爾村 曽爾高原

小林達也 田中豊成 参加者７名（会員６名）

キジ、オシドリ、カルガモ、カワウ、アマサギ、

ホトトギス、ツツドリ、カッコウ、トビ、カケス、

ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、

ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、キセキレイ、イカ

ル、ホオジロ、ホオアカ 計２１種

暑いぐらいの天気でしたが、途中オシドリ（２

羽♂♀）を観察しながら高原に到着。多くの学生

さん、ファミリー、山ガールと出会い、道をゆず

り合い、挨拶をかわしながらの楽しい高原で、午

後にはお目当てのホオアカもススキの穂先に止ま

ってくれて愛想してくれました。

帰途にはタカ渡りポイントにも立ち寄り、楽し

い探鳥会を終わりにしました。

● 木曽岬干拓地探鳥会

2015 年 5 月 24 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／日本野鳥の会愛知県支部

近藤義孝 米倉 静 参加者１９名（会員８名）

キジ(4)、カルガモ(18)、ハシビロガモ(1)、キン

クロハジロ(1)、キジバト(8)、カワウ(100)、アオ

サギ(7)、ダイサギ(3)、チュウサギ(2)、コサギ(5)、

ケリ(20)、コチドリ(1)、キアシシギ(2)、イソシ

ギ(1)、コアジサシ(1)、ミサゴ(1)、チュウヒ(3)、

ハシボソガラス(20)、ハシブトガラス(20)、ヒバ

リ(30)、ツバメ(15)、ヒヨドリ(1)、ウグイス(2)、

メジロ(3)、オオヨシキリ(5)、セッカ(10)、ムク

ドリ(5)、スズメ(30)、ハクセキレイ(2)、セグロ

セキレイ(1)、カワラヒワ(10)、ホオジロ(3)、ド

バト(4) 計３３種

チュウヒの雄が餌を運んでいき、メスが地上で

受け取って、運ぶのが観察できました。残念なが

ら空中でのエサ渡しはなかったです。今年も繁殖

がうまくいくとよいのですが。

● 木曽岬干拓地探鳥会

2015 年 6 月 28 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／日本野鳥の会愛知県支部

近藤義孝 米倉 静 参加者１９名（会員９名）

キジ(1)、カルガモ(30)、キンクロハジロ(1)、キ

ジバト(2)、カワウ(40)、アオサギ(6)、ダイサギ(2)、

チュウサギ(1)、バン(1)、ケリ(20)、コチドリ(4)、

ミサゴ(1)、チュウヒ(2)、チョウゲンボウ(1)、ハ

シボソガラス (1)、ハシブトガラス (4)、ヒバリ

(20)、ツバメ(100)、ヒヨドリ(30)、セッカ(1)、ム

クドリ(1)、スズメ(30)、ハクセキレイ(2)、カワ

ラヒワ(5)、ホオジロ(2)、ドバト(40) 計２６種

チュウヒのメスが巣に餌を運んでいました。雄

も餌を探しているのを観察できました。

この探鳥会では久しぶりにバンを見ることがで

きました。

スズメ

● 木曽岬干拓地探鳥会

2015 年 7 月 26 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／日本野鳥の会愛知県支部

近藤義孝 米倉 静 参加者１３名（会員１０名）

マガモ(1)、カルガモ(43)、キンクロハジロ(1)、

キジバト(7)、カワウ(50)、アオサギ(20)、ダイサ

ギ(10)、コチドリ(1)、クサシギ(1)、イソシギ(4)、

コアジサシ(2)、チュウヒ(3)、カワセミ(2)、チョ

ウゲンボウ(2)、ハシボソガラス(20)、ハシブトガ

ラス(20)、ヒバリ(30)、ツバメ(300)、ヒヨドリ(1)、

ウグイス(2)、セッカ(10)、ムクドリ(6)、スズメ(50)、

ハクセキレイ(2)、セグロセキレイ(2)、カワラヒ

ワ(40)、ホオジロ(2)、ドバト(25) 計２８種
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暑い日でしたが、13 名の参加者がいました。

他では探鳥会がないので参加したという人もいま

した。

木曽岬干拓地では、チュウヒの幼鳥が 2 羽確

認できました。上空をチョウゲンボウが 2 羽、

旋回していました。

● ねぐら入り探鳥会

2015 年 8 月 8 日（土）17：00 ～ 19：00
伊勢市東豊浜町土路 外城田川河口

西村 泉 参加者５名（会員３名）

ホシハジロ、カワウ、ゴイサギ、アオサギ、ダイ

サギ、チュウサギ、キアシシギ、イソシギ、ウミ

ネコ、トビ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、

ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、オオヨシキリ、ス

ズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ

計２１種

連日、３５℃の猛暑だったが、集合時間には、

日差しが弱まり過ごしやすくなった。

昨年は台風接近のため中止、今年こそと思って

いたけれど、ねぐら入りは不調だった。スズメが

ほとんどで、ツバメ、サギ類は少ししか飛ばなか

った。他はキアシシギ、イソシギを見ることがで

きた。

うれしいことに、遠方から新しい参加者がみえ

て、マンツーマンの初心者向け探鳥会となった。

ミユビシギ

● 木曽岬干拓地探鳥会

2015 年 8 月 23 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／日本野鳥の会愛知県支部

近藤義孝 米倉 静 参加者１８名（会員１１名）

カルガモ(30)、キンクロハジロ (1)、カイツブリ

(1)、キジバト(2)、カワウ(50)、ゴイサギ(1)、ア

マサギ(10)、アオサギ(10)、ダイサギ(30)、チュ

ウサギ(10)、コサギ(10)、イソシギ(2)、ウミネコ(1)、

ミサゴ(3)、トビ(1)、カワセミ(1)、チョウゲンボ

ウ(1)、ハヤブサ(1)、ハシボソガラス(20)、ハシ

ブトガラス(100)、ヒバリ (10)、ショウドウツバ

メ(400)、ツバメ(100)、セッカ(10)、スズメ(30)、

キセキレイ(1)、ハクセキレイ(6)、セグロセキレ

イ(1)、カワラヒワ(10)、ホオジロ(3)、ドバト(40)

計３１種

木曽岬干拓地ではチュウヒを観察できませんで

したが、鍋田干拓地でハヤブサやチョウゲンボウ

を観察できました。暑い日にもかかわらず、たく

さんの人が参加してくれました。

編集後記編集後記編集後記編集後記

原稿が首尾よく期日までに集まっても、編集に

はいつも頭を悩ます。記事にも順序があるので、

従来からの順序を号ごとに変更するわけにはいか

ない。記事をページに入れてゆくと、いきおい半

端なページができる。かといって記事をページの

一番下から始めるのもおかしい。さらにカラー化

して印刷業者を変更したので、真ん中にＡ 4 一

枚を入れることはできないので全体を４の倍数ペ

ージにまとめなくてはならない。これが結構頭痛

の種である。せっかく書いてくれた原稿を没（ぼ

つ）にしたくない。かといって最後に白いページ

を作るのもみっともない。鳥の写真で埋めればよ

いのだが、小生は写真を撮らないので、誰かに頼

むしかない。それも採用するかどうかわからない

ものを。また、夏にジョウビタキの写真というわ

けにもいかないので集めておいても使えるものは

多くない。写真を撮る人が積極的に投稿してくれ

ればよいのだが、なぜかだれも自主的に投稿しな

い。こちらからお願いして始めて送ってくれる。

今回は小生のミスもあって、編集にことのほか手

間取った。結局 24 ページになった。小生として

も納得行く編集ではないが、いつまで考えても同

じである。レイアウトを含めてご批評を乞う。

(M. H.)
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