
日本野鳥の会埼玉県支部 



副支部長鈴木忠雄（60才） 

（熊谷市）医師 

北海道から小笠原まで鳥を

見て歩いたが．子供の時から

の思い出深いォォョシキリが

も好きと語る院長先生。 

副支部長 海老原美夫（42才） 

（浦和市）調査事務所 

本当はただのんびりと野鳥

の写真をとっていたいのにと

ぼやきながらも、事務局を担

当して奮闘中。 

監事 石井生高 （65才） 

（寄居町）損害保険代理店

ェベレストで撮影したヒゲ

ワシが大きな思い出と語る。 

自宅庭のミ＝サンクチュアリ

でも有名。異色的行動の人。 

役 員 紹 

埼玉県支部は．4月24日で満I周年をむか

えます。 との 1年間の活動は，すべて会員の

皆様のお力に負うものです。 本当にありがと

うどざいました。 間も左く開かれる予定の総  

会をひかえて． 1年前、ともかくという形で

出発した役員をここにあらためてご紹介しま

す。 十分な再検討を加え．新年度からは更に

充実した役員体制にしたいものです。 

支部長 今井昌彦（68才） 

（熊谷市）旅館業 

創業以来200年続く今井旅

館の当主。県私学審議会委員． 

全国調理士会会長などもつと

める。 鳥歴 50年の大ベテラン。 

副支部長田村照治 （ 63才） 

（寄居町）元学校教師 

多くの教え子にかこまれて

すどす。 好きな鳥はゲッキュ

ウ トリと言って笑う。 寄居地

区の重鎮。 

監事 堀越照雄 （ 52才） 

（熊谷市）機械販売業 

子供に野鳥や自然とふれ合

う機会を与える事が も重要

と‘遠い先に思いをこらす。 

シメが好きという。 

幹事 西城戸 司 （43才） 

（浦和市）埼玉大学教官

教育的視点を出発点として． 

子供たちをとりまく様々な環

境問題に深い関心を持っ。 身

近か左野鳥が大好き。 

幹事 長野博行 （41才） 

（北本市）桶川市役所勤務

環境行政の第一線で活躍し

ながら，桶川市川田谷全域を

フィーノレドとして、野鳥生息

調査を実施している。 

幹事 石川敏男 （37才） 

（春日部市）交通公社勤務

仕事柄，世界中の鳥を見て

歩く。 ロンドン市街地の小鳥

の人なつこさを語りながらも， 

やはり日本の鳥が好きと言う。 

幹事 今井明巨（自称31才） 

（熊谷市）学校事務長 

熊谷市大麻生を中心として， 

迷彩色の服装に身をつつみ． 

自然保護のために遊進してい

る。 今カワセミに夢中。 



ンボルマーク決定 

シンボルマークが．幸手町の

秋間利夫さん原案によるシラコ

パトマ クに決定しました。さっ

そくそのシンボルマークを配し

た会員証を作成し，皆様の手に

お送りします。 

この会員証は，探鳥会などのネームプレー 

トも兼ねています。 名札入れに入れて胸につ

け．探鳥会などで鳥仲間をふやしてください。 

事務簡素化のため．1 年どとの更新はしません。 

もし破損した様な時は，事務局にど連絡くだ

さい。実費をいただいて再発行します。 

新しいシンボルマ・ークと会員証をよろしく。 

本部会員制度の改正案 

去る 2月 2ろ日全国からの代表者が集合して

行われた評議員会において‘本部の会員制度

につき，次の様な改正案が示されました。 

A会員（本部と支部の両方に加入の会員，本

会の活動の中心的な存在）本部入会金 500 

円，本部年会費 4,000円と支部会費。 

B 会員（本部のみ加入して支部には加入しな

い会員。 将来はなくす方向だが、支部会費

が統一できるまで．また支部のない県もあ

る事を考慮して、暫定的に残す）本部入会

金 500円，本部年会費 4,000円。 

0 会員（現在の支部だけの会員を本部の会員

とするために考えられた今回の改正案の主

眼。『野鳥』誌は届かたいが．そのほかの

立場は他の本部会員と同じ）本部入会金 500 

円，本部年会費 500 円と支部会費。 

家族会員（ AB U会員の家族。 『野鳥』誌は

届かないが，そのほかの立場は他の本部会

員と同じ）本部会費 1,0 00 円。 

その他 

(1) ジュニア会員制度は実施する方向で、 

現在ジュニア制度検討部会等において検

討中である。 

(2) 将来は，全国の支部会費を統一し．本

部会員と支部会員をすべて一本化して． 

全部の会費を本部で一括して扱うことを

可能とし，支部の会費取扱い事務量を大

幅に軽減すると共に，全国的規模での P 

Bをやりやすくする。 

以上が今回の改正案のおかまかな説明です 

が ，既に次の様な意見が聞かれました。 

1 支部だけの会員がたくなるという事は． 

500円と言えども．実質的な会費の値上げ

となる。 

2. 支部段階での家族会員制度がなくなるの

は問題ではないか。 

ろ． 各地の支部にはそれぞれの事情があるの

で．全国の支部会費を統一するのは無理で

はないか。 

4. 本部会員と支部会員の二重構造を左く し

全国的規模で会員制度を簡素化するという

全体の方向性は賛成である。今後はいくつ

かの問題点を修正しながら，推進して行き

たlノ、。 

その他 

私たち埼玉県支部においても、より良い

会員制度を目指して十分に検討して行きた

レ、ものです。皆さんのご意見を事務局や役

員にお聞かせください。 

支部長ノ、、感謝状 

2月 23日．評議員会と支部代表者会議の後

で開かれた本部の50周年記念パーティ ーにお

いて，全国の功労者4ろ名に対して，感謝状が

贈呈されました。 埼玉県からは．今井昌彦支

部長が，長年にわたる活動に対し．感謝状を

受けました。 

今井支部長のことば 

「この感謝状は、埼玉

県支部の会員ひとりひ

とりにかく られたもの

を．立場上私がかわっ

て受取ったものと考え

ています。 今後も力を

合わせて、かわいい野

鳥やすばらしい自然の

為にがんばろうではあ 

カッ ト 】中村雅和さん りませんか」 

―ろー 
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ノ＼ の 思‘、 

丸 純 和 行（越谷市） 

猛禽類、私はその中でもフクロウの仲間に

大変興味を持っています。私とフクロウの仲

間の出会いは今から12・ろ年前の夏でした。当

時、家の近所にあった雑木林の小高い丘の上

に 1 本の大きな松の木があり、まだ小学生だ

った私は、その下にあるクヌギの木によぐカ

ブトムシをつかまえに行ったものでした。あ

る日、松の木の自分の背丈より低い所にある

穴の中に動く物を見て、恐る恐る手を入れ、 

それをつかまえてみると鳩より少し小さい奇

妙な鳥でした。 手にかみつかれて逃げられて

しまいましたが、それがフクロウの仲間だと

知ったのはその後でした。まだあの頃は家の

近所や神社や森で夜よぐ鳴いていたので、特

別珍しい鳥とは感じませんでした。 それがる  

年前の夏に市内のある神社の裏山で、何年ぶ

りかでその鳴声を聞いた時は、なつかしさに

感激しました。 

今私は、週末になると，あっちこっちをか

けまわりフクロウを探しています。しかし、 

今日までに生息を確認したのは 1 ク所だけで、 

それもすぐ横をトラックがひっきりなしに通

るある郊外の屋敷林です。 巣になるような大

木はなく、タ方になるとどとからともなく飛

んで・きて、去年の 11 月頃その家の方が「うる

さくてしょうがない」と私にとってうらやま

しいような苦情を言ってお・られました。 しか

し、それも今年の 2 月 16日を境に姿を見てい

ません。 どこかで生きていてぐれれば良いの

ですが。 

生調査』左ど、毎年 1 つ大きなテーマを設け、 

戸田市全域について自然の状態を集中的に研

究する活動も行っていて、調査結果を、 『戸

田市の自然診断』というテーマでまとめ、 

『科学教育振興展覧会』などに毎年発表し、 

高い評価を得ているというととです。 

また、 自然保護の立場で外部の調査に対し

ても積極的に協力するということで、先日実

施された『ガン・カモ全国一斉調査』に対し

ても協力していただきました。 

顧問の萩谷先生の現在持っている夢は、 

①全小・中学校に自然保護クラブが出来て、 

各 A の通学区域（本当の意味での “地域” ) 

の自然を調べ、考える活動を行うようになる

こと。 ②自然保護の視点で、発表しあい学

びあえる、 『自然保護教育振興展覧会』とで

も言うような場が出来ること。 ③子供達の

経験を広げるために、合宿などを行う機関が

出来るとと。 ということで、当面は他校の

クラブ等との交流を考えているそうです。 

鳥仲間・グル プ紹介 

戸田市立戸田中学校科学部 

所在地・戸田市本町 5 丁目 8 番 46 号

戸田中学校内 

顧 間・萩谷 洋 	部 員・男子 5 名 

自然が少なく 左った県南部にあって、 「自

然は創るもの」 と考え、 『自然に親しみ、地

域の自然を調べ ・守り。育てる』活動を意欲

的に行っている のが、戸田中学校科学部で、 

高校の生物部の リ ーダ として活躍する面倒

見のよい OB に も恵まれ、小人数ながら精鋭

ぞろいとのこと です。 

ホームグラウ ソドは、近くの荒川河川敷で 

ことでの観察は 、今年の 4 月で丸 5 年という

ことです。その 間、1980年11 月のサパクヒタ

キの発見をはじ め、貴重なデータを蓄積して 

います 0 また、 『鳥類繁殖調査』や『簡易植 
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トラツグミ ◇1月14日、寄居町鉢形城跡で 

1 羽。 （石井生高） 

ベニマシコ ◇1月15日、神流湖で 1 羽。 

（石井生高） 

マヒワ ◇1月15日、神流湖でろ羽。 

（石井生高） 

アトリ ◇1月15日、神流湖で 5 羽。 

（石井生高） 

キジバト ◇1月30日11時半頃、 熊谷市原島 

地区で白化した 1 羽が通常のキジバト 1 羽 

と一緒に。 （今井昌彦） 

タゲり ◇2 月 8 日午後ろ時半。 桶川市内ホ 

ンダェアポー ト近くの荒川河川敷で92羽以 

上。（長野博行） 

ウグイス ◇2月19日午前 7 時半、久喜市栗 

原の自宅近くでさえずり。 （関口礼子） 

力イツブリ ◇2月12日 午前 9 時、浦和市白 

‘幡沼でペアで巣作り。 （海老原美夫） 

ホオア力 ◇2月23日午後 1時半、桶川市川 

田谷の江川流域西分署北側で61羽。  

（長野博行） 

タマシギ ◇2月24日、桶川市坂田の遊水池

で合 2 羽早 1 羽の越冬確認。 （長野博行） 

コゲラ ◇2月27日、坂戸市下新田で 1 羽。 

（鈴木暁子） 

エナガ ◇2月27日、坂戸市下新田で 2 羽。 

（鈴木暁子） 

キレンジャク ◇ろ月 7 日、蓮田市東 5 丁目

の民家のピラカンサの木に 5 羽。 

（中島高子） 

県外編（近県のこの冬の話題） 

ヤツガシラ ◇神奈川県横浜市内の公園に。 

オジロビタキ ◇東京都小金井市内の公園に 

91羽。 

オオコノハズク ◇東京都内の S 公園に。 

ズグロカモメ ◇千葉県習志野市の谷津干潟

に、数羽。 

コミミズク ◇ろ月 8 日午後5時ぐ0分、茨城

県南の河川敷で15羽位飛ぶのを目撃。 （関

根和行） ◇る月 9 日午後 5時半から 6時

にかけて、同じ所で延べ20羽位を目撃。 

（関根和行外5名） 

~~~~~~~~~~~ 

初めまして。 私は今、 2・3 年前までとは

まったく別人のような人間になってしまいま

した。 というのは、私は恥かしいととながら

中学時代から今でいうツッパリで、1 6-i 9 歳

まで暴走族のサプリ ーダーをしていて、鑑別

所や少年院にも何回かお世話になりました。 

そんな私が野鳥の会に入り、週末には図書

館通いをしたり、鳥を探してかけまわっ：たり

と、なにか信じられないような生活です。 も

ともと鳥は好きでしたが、ある時気がついて

みると近くで見つサることがむずかしくなっ

ていま Lた。 私は今，大好きな鳥たちをもう

これ以上危険左目にあわせたくない、鳥たち  

のことをもっと知りたい、 と思っています。 

日本野鳥の会に入って今生活が充実してい

ます。 本当にありがとうございます。両親も

よろとんでいます。 私も来春結婚しますが、 

死ぬまで野鳥に接していたいものです。 とれ

からもョロシクク 

編集部の独断で、匿名です 

受験が終わったので、そろそろトリの方に

も身を入れようと思っているところです。 5 

月は三室の探鳥会に行とうかと思っています。 

小生の行くことに左ったのは飯能に新しくで

きた高校で、通学が大変ですが、えらく環境

の良いところにあり、はっきり言って山の中

です。 このあいだは、その学校の近くにノス

リが舞っていました。 そういう場所です。 

仲島 浩（浦和市） 
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ありません0 

筆記用具、雨具、昼食、ゴミ袋、 もしあれ

ば双眼鏡（左くても大丈夫）左どをご用意く

ださい。小雨決行です。 

参加費は、一般＝ 1 00 円、会員と中学生以

下ニ＝ 50 円。 

野鳥や自然の好きな方、 どたたでも勧迎。 

受付は探鳥会当日です。 予約申込みは必要 

4 月 7日 （日） 寄居町 鉢形城跡と荒川 

午前 9 時寄居駅南口集合（大宮 7:25 始

発→熊谷 8 】 09 着→秩父鉄道乗換熊谷 8 】 28 

発→寄居 8 】 56 着ノ東武東上線志木 7 : 38 発 

→川越 7 :50 発→森林公園乗換→寄居 8:45 

着）午後 2 時頃解散。春の渡り鳥とヤマセ

ミを期待。 （担当・田村照治、石井生高） 

※秩父鉄道も時刻表変更。 

4 月 21日（日） 浦和市 三室地区（浦和市

立郷土博物館共催）参加費無料 

午前 8 時 15 分北浦和駅東口（熊谷 7:19 

発→大宮 8 】 02 →京浜東北線乗換）または

午前 9 時市立郷土博物館前集合。 午後 1 時

頃解散。セッカやコチドリ、 もう夏鳥の季

節。 （担当・楠見邦博） 

4 月 22 日（月） 大井野鳥公園平日探鳥会 

午前 8 時赤羽駅京浜東北線ホーム北端 

（川口寄り）集合。赤羽始発の電車で品川

駅まで行き、品川駅東口からパス、午前 9 

時半どろ大井野鳥公園着。午後 1時ごろ現

地解散。干潟に遊ぶシギ。チドリの群れ。 

（担当・佐々木勉） ※29 日は一斉調査の

日左ので、第ろ週にしま した。 

4 月 28 日（日） 熊谷市 大麻生 

午前 8 時 50 分秩父鉄道大麻生駅集合 

（大宮7 : 25 始発→熊谷 8 】 09 着→秩父鉄

道乗換熊谷 8:28発→大麻生 8 : 38 着／秩

父鉄道寄居 8:ろろ発→大麻生 8:51着）12 

時どろ解散。 林の縁にはコムク ドリ、川原

ではィ カルチドリがビッ ピッ ピ。 （担当・

鈴木忠雄、堀越照雄、今井明巨） 

5月ろ日（休） 寄居町 鐘撞堂山 

午前 9 時寄居駅北口集合（大宮 7に 25始発 

→熊谷 8 : 09 着→秩父鉄道乗換 8I 28 発→ 

寄居 8I 56 着／東武東上線志木 7I 38 発→ 

川越 7:50 発→森林公園乗換→寄居 8:45 

着／八高線東飯能 7 :37 発→寄居 8 】 38着） 

午後 2時頃解散。 全長約 9 血のハイキング

コ スを歩き左がら、いずれも美声のイカ 

オオルり、 コルリをさがす。 （担当・

田村照治、石井生高） 

5月 12 日（日） 所沢市 北部地区 

午前 9 時ろB 分西武新宿線新所沢駅西口

集合（武蔵野線南浦和 8 】36 発→新秋津 8: 

59 着→徒歩約 10 分西武池袋線秋津駅乗換 

9:18 発→所沢 9:21 着→西武新宿線乗換 

9:25発→新所沢 9 : 28 着／川越線大宮 8: 

15発→川越 8:43 着→徒歩約 15 分または

バスで西武新宿線本川越駅乗換 9:11 発→ 

新所沢 9:29 着）パネル展の 終日に、雑

木林でのんびり探鳥会。ホオジロ、ゴゲラ、 

シジュウカラ左ど。 （担当・海老原美夫） 

5 月 19 日（日） 浦和市 三室地区（浦和市

立郷土博物館共催） 参加費無料 集合場

所など 4 月 21 日と同じ0 胸を張ってホオ

ジロが鳴く。 サシバは飛ぷかた。 （担当・

楠見邦博） 

5 月 6 日～ 12 日 初のパネル展開催

場所】新所沢駅西ロ、新所沢パルコレッツ

館ろ階ブックセンターコ ミ ュニティ ーサロソ。 

野鳥写真パネルたどを展示して、バー ドウ

オッチングと野鳥の会を PR 。 クィズ参加者

にはヒ・マワリの種パックプレゼント。 花を咲

かせて、実がなったら、鳥たちに分けてやっ

て、 ミニサンクチニL アリ。 

（ボランティア大募集中。 8 ページ連絡帳

をど覧ください） 
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窒老遣島電 
⑧ 

ソト】仲島浩さん 

2 月 17日（日） 浦和市 三室地区 

囚 50入 国 晴 園 コサギ コガ

モ オナガガモ コジニL クイ キジ タカブ

シギ イ ソシギ タシギ キジバト ヒバリ

キセキレイ ハク・セキレイ セグロセキレ

イ タヒバリ ヒョ ドリ モズ ジョ ウビタ

キ ツグミ ウグィス シジュウカラ ホオ

ジロ アオジ カワラヒワ シメ スズメ

ムク ドリ カクス オナガ ノ、シボソガラス

ノ、シブトガラス（ 30種）首に白い輪のある

キジが出現。 コウライキジかと思われたが、 

初参加の植木茂さんが小型カメラでパチリと

やった 1 枚を後日弓I伸ばして見たところ、胸

部など緑色。 白い首輪のある三ホンキジらし

いととがわかった。 

2 月 25日（月） 大井野鳥公園 

囚 16入 口 晴 園 カィッブリ

コサギ アオサギ マガモ カルガモ コガ

モ オカョシガモ オナガガモ ハシビロガ

モ ホンノ、ジロ キンクロハジロ スズガモ

ト ビ チュ．ウヒ チョウゲンボウ コジュ

ケィ パン オオソぐン ’ンロチドリ セグロ

カモメ ウミネコ キジバト ヒバリ ノ、ク

セキレイ タヒバリ ヒョ ドリ ジョ ウビタ

キ ツグミ シジュウカラ メジロ アオジ

オオジュ リ ン カワラヒワ スズメ ノ、ク

ドリ ノ、シボソガラス ハシブトガラス 

に7種） 愛敬ものの番外ハッカチョウが水浴  

び。 若鳥タィブのチニL ウヒがゆっくりと旋回。 

アシ原の火事による鳥相変化で、 ツグミとヒ

バリが増え、残った丁シ原にオオジュ リン。 

る月 る日（日） 寄居町 長瀞 

囚 17入 天気 曇 園 カルガモ コ

ジ＝L ケィ キジバト コグラ セグロセキレ

イ ヒョ ドリ モズ ツグミ シジュウカラ

メジロ ホオジロ カシラダカ アト リ

カワラヒワ シメ スズメ ムク ドリ オナ 

ハシポソガラス ハシブトガラス（20種） 

岩畳を歩いて、地質学の話もちよっと聞いて、 

50 羽位のアト リの群れも出現。 

る月 10日（日） 本庄市 阪東大橋 

囚 埼玉県支部30人 計81人 天気 晴

園 カィッブリ ダィサギ コサギ アオサ 

コノ、クチ ョウ マガモ カルガモ コガ

モ ョツガモ オカョシガモ ヒ ドリ ガモ

オナガガモ ハシビロガモ ト ピ イ カルチ

ドリ シロチドリ タゲリ ハマツギ イ ソ

シギ タシギ キジバト カワセミ ヒバリ

キセキレイ ノ、クセキレイ セグロ セキレ

イ タヒバリ ヒョ ドリ ジ

グミ ホオジロ カワラヒワ

ムクドリ ハシポソガラス

前に比べてずっと数の

減ったカモ、 さかんに

舞い上がるヒバリに季

節を実感。 鳥合わせ中

にコノ、クチョウ 1 羽出

現。群馬県支部の皆さ 

Aノありがとうどざいま

した0 

国 

ガ 

ガ 

カルガモ コガ 

ヒ ドリ ガモ

ト ピ イ カルチ

ノ、マツギ イ ソ

ワセミ ヒバリ 

セグロ セキレ

ョウ ビタキ ツ 

三ノメ スズメ 

(36種） 1 ケ月 

「国際ワシ・タカ保護シンポジウム」へのご招待 
/ 

5月29日より開かれる東アジア鳥類保護会

議の 終日（ 31日） の「国際ワシ・タカ保護

シンポジウム」は、公開と左ります。 ご参加

ください。．フ，ィ リ ピンワシの保護の現状や台

湾のサシバの話、国際鳥類保護会議本部（イ

ギリス）の猛禽類の専門家の話などが聞けま

す。 英語で行な’われますが、 もちろん通訳が 

つきます。 

日時】5月る1日（金）io:oo~16】ろ 0 

場所！中野サンブラザ 13階（国鉄中野駅より 

徒歩ろ分） 

参加費】本部会員は無料、他は 1,000 円 

申し込み方法】4 月10日までに、官製はがき 

で本部の総務部猪沢へ。 
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パネル展ボランティア集合願います 

5月6日～12日、新所沢パルコで開催するパ

ネル展に．ボランティアとしてお手伝いくだ

さい。 必要な仕事は次の通りです。 

搬入とかざりつけ作業： 5 月 5 日し日） 午後 

5時～ 8 時まで。 力がたよりの人，センス

のある方、どっちもたいけどガンパル人． 

たくさん必要です。 

開催中の案内役： 5月 6日（休）~12日（日） の

午前 10時～午後 8 時（ 12日はろ時まで） 

会場でクイズの案内，入会受付．簡単な説

明などを行います。 できる時間だけで結構

です。 特●こ 6 日と 12 日は重要です。 

探鳥会リーダー又は補助者：12日の探鳥会も． 

パネル展会場と人員が二分されるので，で

きるだけ多くの方にお・手伝いいただきたレ、 

のです。 

搬出と後片付け作業】12日午後ろ時～ a 時、 

力仕事．汚れ仕事ですが．そっちの方が得

意という方．いらっしゃいませんか。 

特に所沢や川越たどお、近くの方にか願レ、で

きればありがたいのです。 もちろん遠くの方

でも大歓迎。事務局までご連絡ください。 

夏鳥調査、来月号にはがき同封 

先月号でお知らせした夏烏の分布調査．報

告用のはがきを印刷して．来月号に同封する

予定です。 ようしくお、願いします。 

観察地の表示について，わかる様に普通ひて

書いていただければ． こちらで地図上の位置  

を定め．コード化しますが，できれば、冬鳥

調査や緑の国勢調査と同じメ ッシュコードで

表示していただきたいのです。 メッシュコー 

ドについてお知りになりたい方、簡単な解説

書を用意する予定ですので，ど連絡ください。 

本部のバードショップ休まず営業 

コ”ールデンウィ ク中の本部バー ドショ ッ

プは，休まず営業します。 

期間： 4 月 27 日（土）-5 月 6 日（月） 

時間】午前 10 時～午後 5 時 

期間中にこの『しらこばと』4 月号を持っ

て行きますと（他支部からの方も含めて）先

着ろ00名までポスタープレゼン ト。 

会 員 数 

ろ月 20 日現在で 487 名です。 

〔今月号の表紙絵：鷹 尾 正 済さん  
血ノ 

ギニ多 

z鍛紹勿勿ii磁易mmm7I!A磁 

との「しらこばと」がお・手もとに届くころ． 

もうウグイスのさえずりは聞かれたでしょう

ね。 ツバメにはもう会えましたか。カモたち

はどんどん帰ってます。 春の渡り鳥が通過中

です。 アオバズクなど夏鳥が渡って来ます。 

動きの多い季節です。 

野外で鳥を見て歩くのも楽しいけど．室内

で原稿を書き．編集作業をするのも楽しいも

のですよ。 ホン トに。 ごー緒にいかが。 

（海老原美夫） 

題字「 しらこばと 」I 日本野鳥の会会長・山下静ー 

（無断転載を禁じます） 
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