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野 鳥 情 報 に勝メッシュをJJ

は じめに

日本野鳥の会埼玉で運用している野鳥データ
ベースは、鳥の観察場所を3次メッシュという区画

の単位で記録しています。あなたの貴重な野鳥情

報をお名前と一緒にデータベースに登録して

後々まで活用できるように、観察場所の3次メッシ

ュを知らせてもらえませんか。
「地名だけで報告させてよJという人にもお願い

がありますので、どうか読んでください。

1 メッシュとは何か

メッシュとは英語で網の目を意味する言葉です

が、ここでいうメッシュはJIS X 0410(日 本工業規格 )

で規定されている緯度。経度に基づいた区画のこ

とで、大小様々なサイズがあります。よく使われる

約 1平方kmとぃぅ手ごろな面積の区画が、数字8

桁のメッシュコードで特定される3次メッシュです

(正式には「基準地域メッシュ」)。

野鳥データベースで観察場所の記録を3次メッ

シュ単位にしてあるのは、図 1に例示した探鳥会

でのオオバンの記録 (○ :1985～ 1989年 、十 :

20H～ 2015年 )や 2017年 4月 増刊号の野鳥分布

図といつた野鳥の生′自、地域を示す図をパソコンで

容易に作成できるからです。地名だけではこのよ

うな図に結び付けることができません。

図¬ 探鳥会でのオオバンの記録

2.野鳥情報での望ましい観察場所の表現
これから説明することは、あくまでデータベース

に登録するという観点からの希望です。

調査部  森本 國夫 (さいた ま市 )

なお、保護などの観′点から詳しい観察場所を伏

せたい情報は、その旨を明記してあれば『しらこば

と』への掲載では配慮されます。

① 3次メッシュの場合

地名は詳しく書かなくて結構です。ただし、複

数の3次メッシュを示して、これらの鳥を見ましたと

いう情報だと、どのメッシュでどの鳥が見られたの

か、第二者には分かりませんから、データベース

に登録するのは難しいのです。メッシュごとに分け

て報告してください。なお、観察範囲が隣接する2

～3メッシュにわたっていても、鳥のいた場所や面

積の大部分が 1つのメッシュだという場合は、そ

の 1つで代表させて結構です。

② 緯度 。経度の場合

地名は詳しく書かなくて結構です。面的な広が

りを表現してはいませんが、その地点を含む3次メ

ッシュは容易に特定できます。

③ 地名の場合

地名から3次メッシュを特定するのは、必ずしも

容易ではありません。たとえば、○○市大字○○

だと候補が3次メッシュ4～ 5区画というのもざらで、

10区画以上の範囲に及ぶ例まであります。このよ

うな場合は、3次メッシュの特定が困難で、データ
ベースヘの登録を断念せざるを得ません。

そこで、地名だけではなく、施設や橋などの地

図上で探しやすい目標物との位置関係をなるべく

詳しく書き加えて欲しいのです。場所を数百m四
方くらいの狭い範囲に絞り込めるように報告しても

らえると、3次メッシュを特定するのが容易になる

ので大変助かります。

3 3次 メッシュコー ドの調べ方

① インターネ ットで調べる方法

3次メッシュコードを調べられる代表的なウェブ

サイトには、「Geocode ViewerJや「地図上で標準

地域メッシュを確認するページ」があります。前者

は本会ウェブサイトの野鳥情報投稿フォームからリ

ンクされています。後者は筆者も使つていますが、

なかなか便利です。検索してみてください。
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② 紙の地図で調べる方法

観察場所の「2万 5千分の1地形図」を手に入れ

てください。大きな書店には置いてある国土地理

院が刊行している地図で、埼玉県を54枚でカバー

します。なお、測量法が改正された平成 14年 4月

1日 より前に発行された古い地形図は、今回の目

的には使えません。

地形図に、以下に示す要領で線を引きます。

図2の最外側の線は、余白を除いた実際に地

図の描かれている範囲を示しています。

3色刷り地形図の場合、地図外側の各辺に緯

度や経度が書かれた2次メッシュ境界の目盛りが

2箇 所ずつ入つていますcそれらの目盛りを結ん

だのが、図2の大い井桁状の線で、内側の□部分

が」ISで規定される2次メッシュ区画です。

多色刷り地形図の場合、3色刷りのようには目

盛りが入つていません。図3の 2次メッシュ境界線

の緯度と経度を参考に、前記の井桁状の線を引く
べき位置を定めて、2次メッシュ区画を確定してく

ださい。

上記のように2次メッシュ区画を確定したら、そ

の各辺を10等分して図2のように線で結びます。

そうしてできた100の 区画が3次メッシュです。3次

Jヒ糸常
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メッシュ区画の中に入つている数字は、8桁の3次

メッシュコードの下2桁を示しています。

3次メッシュコードの上6桁には、2次メッシュを

特定する2次メッシュコードが入ります。地形図名

と2次メッシュコードの関係は、図3に示したとおり

です。

たとえば、2次メッシュコードが533965の浦不日と

いう地形 図の区画 74だと、3次メッシュコードは

53396574に なるわけです。このメッシュでは三室

地区探鳥会が行われています。ちなみに、本会事

務局は53396522と いうメッシュにあります。

図 2 2次 メッシュとその中の 3次 メッシュ
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図3 埼玉県をカバーする「2万 5千分の1地形図」の図名とその2次メッシュコード
太い実線は 1次メッシュ (20万 分の 1地勢図)の区切り

周辺の数字は2次メッシュ境界線の緯度や経度を「度 分 秒」で示したもの
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「 野 鳥 IIポー タ ー 」を 募 集 し き す  國 囁 詢 針 鉦 調螂

調査部では、埼玉県内でどのような鳥が見

られたかを定期的に報告してくださる「野鳥

リポーター」を募集します。

『 しらこばと』に毎月掲載されている野鳥

情報との違いはなんでしょう力Ъ 野鳥情報は、

見た鳥すべてというよりも、夏鳥や冬鳥の初

認や終認、旅の途中の鳥、比較的数が少ない

鳥、季節を感じさせる鳥の行動などを選んで

報告することが多いのではないでしょうか。

それに対して、「野鳥リポーター」には、あ

りふれた鳥にも注目して、見られた鳥の全種

を報告していただきたいのです。

県内の野鳥生′自、に関する情報は、探鳥会が

開催されている場所を除いて、限られている

という現状があります。多くの方々に「野鳥

リポーターJになっていただき、県内の鳥の

生′自、状況をできるだけ広い範囲で把握できる

よう、ご協力いただければ幸いです。

応募していただく方には、恐縮ですが、次

に挙げる3つの条件を満たすことをお願いし

たいと考えています。

① 調査部で用意したエクセルの様式ファイル

に自分で観察した情報を入力できること

② 観察場所の3次メッシュを自分で調べられ

ること (3次メッシュの意味や調べ方は、本

号特集記事参照)

③ 電子メールでの連絡や、電子メールに①の

エクセル様式ファイルを添付しての送受信が

できること

「野鳥リポーター」にいただいた情報は、

調査部でチェックした後に、野鳥データベー

スに登録します。データベースでは、 1種 1

種の鳥が報告者の名前と関連付けて記録され

るので、リポーターの希望があれば、その方

のデータをいろいろな形で集計したものなど

を、エクセルファイアレ形式で出力して提供で

きます。つまり、データの提供は記録のとり

まとめ手段を手にすることにも等しいのです。

応募 。問い合わせ先 :

調査部 森本 mOkunio@hOtma■ .com

野鳥記録委員会の最新情報 田晰鳥鋭当玉野馬醐驀詮

●マダラチュウヒ

英名 Pied Harrier

物  α″
“ “

ゴ″ο′θ″α

分類 タカ ロタカ科チュウヒ属

森り|1壮二郎さん (未入会の方)よ り、2017

年 5月 17日 午前 8時 30分ごろさいたま市西

区内の荒川7耐 |1敷で撮影した、上掲ほか 3枚

の写真が寄せられました。当委員会で写真を

検討した結果、マダラチュウヒ♂であること

が確認できたので、342番 目の野鳥として県

内野鳥リス トに追加することにしました。

森川さんの話によれば、10分ほどの間、土

手を3回 くらい往復していたとのことです。

本種は、モンゴル東部、シベリア東部、中

国北東部、朝鮮半島などで繁殖し、インド、

マレーシア、フィリピン、中国東部などで越

冬します。 日本国内での記録は少ないですが、

近県では迷鳥として栃木、茨城、東京、神奈

川に記録があります。
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さいたま市見沼区上山口新田(5339¨ 6572)

◇ 3月 28日 、芝川沿いで、カモが大分少な

くなってきた。カシラダカ5羽、頭が黒く

なり始めた個体も。アオジ♂も顔が黒くな

り色鮮やかになっていた。 2月 の市民の森

で出たのと同じ個体と思われるオシドリ♂

が陸で休んでいた。他に、キジ、コガモ、

オカヨシガモ♂♀、カルガモ、ヒドリガモ、

オオバン、バン、キジバ ト、カワセミ、コ

ゲラ、カワウ、モズ、シジュウカラ、ムク

ドリ、ツグミ、ホオジロなど。4月 3日 、

カモはさらに少なくなった。まだオシドリ

♂がいて、陸で休んでいた。少しは飛べる

ようになってきたが羽を痛めているのだと

言う人に出会った。カワセミが活発に芝川

を行き来していた。繁殖が始まったのかも

知れない。ツバメ4羽が芝川の上を飛んで

いる虫を狙つて飛び回つていた。他に、コ

ガモ、カルガモ、オオバン、バン、タシギ、

カワウ、モズ、シジュウカラ、ツグミ、ヒ

バリ、ハクセキレイ、カヮラヒワなど (森

本国夫)c

幸手市 (5439-0597)◇ 3月 30日 午後 1時 45

分頃、荒宿交差点の遠藤薬局付近でツバメ

1羽飛翔。今季初認。ここでは毎年営巣し

ている (荒川貴之)。

さいたま市緑区上野田 ◇4月 1日 、車運転

中に鳴きながら飛ぶツバメ 1羽、今季初認

(鈴木紀雄)。

渡良瀬遊水地 ◇4月 2日 、東谷中橋を渡っ

て新川沿いに南へ歩くと、カンムリカイツ

ブリがいた。 しばし観察していると、カモ

のつがいが飛んできて着水。何気なくスコ

ープで見ると…シマアジ。いい出会いでし

た。他には、オオジュリン、ア トリ、アオ

ジなどのまだいる冬鳥に加えてツバメ、コ

チ ドリら夏鳥も来てました (大畑祐二)。

久喜市菖蒲町下栢間 4月 4日 午後 5時、自

宅前電線でツバメ 1羽。今季初認 (小貫正

徳・とみ子)。

春日部市内牧 ◇ 4月 4日 、内牧黒沼公園の

ホタル飼育ケージに近い雑木林にアカゲラ

がいた。木をつつく音を頼りに何とか姿を

確認 し、写真を撮ったら下尾筒の赤色が木

肌にも映つていた ! こんなことは初めて

だ!| トンボ池の立ち枯れヨシ中でクイナ

1羽が現れて採lil。 蓮池ではコチ ドリのつ

がいらしきペアが 3組、 2つの池で別れて

採餌。正午頃、林間アスレチックに南接す

る農家の屋敷林にてシロハラの声を聞き、

探していると、突然見'貫れぬ鳥の後ろ姿が

目に入る。よく見ると、 トラツグミであっ

た (下写真)。 本種を確認するのは久しぶ

りだ (石川敏男)。

調整池でコチ ドリ2羽 (大塚純子)。

蓮田市西城沼公園周辺 ◇4月 5日 、 1羽の

ツバメが昨年の巣の近くの電線で囀ってい

た。もう1羽のツバメが巣に座っていたが

囀っていたツバメと交代した。 2羽で巣の

状態を確認 しているようだった。4月 13日 、

近頃、ヒヨドリがあまり鳴かなくなった。

アオジ2羽が植木畑から道路に出てきた。
4月 18日 、ムクドリが巣材用の羽根を口い

つぱいにくわえて飛んで行つた。今年も空

家の戸袋で営巣するようだ。 6羽のツグミ

が芝生で採愴耳。4月 22日 、オオタカが屋敷

林の上で輪を描き、西に流れた (長嶋宏之)。

さいたま市浦和区木崎 3丁 目 ◇ 4月 5日 、

桜の花の蜜を吸うヒヨドリたちに混じって、

ア トリ♀2羽が桜のつばみを食べていた。

ウグイスの囀 りも聞こえた (鈴木紀雄)。

さいたま市岩槻区岩槻文化公園 ◇4月 5日

午後4時過ぎ、元荒川の岸辺を歩いている

と、草むらからタシギが次々と飛び立った。

◇4月 5日 、電建住宅
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その数20羽 ±。今まで見たこともない数。

渡りの途中で今夜の時にしていたのかもし

れないね、ごめんなさい (内 田克二)。

◇4月 9日 、コジュケイ、ヒドリガモ20羽

の群れ中にアメリカヒドリ♂ 1羽。コガモ、

カルガモ、カワウ、コチ ドリ、イソシギ、

セグロカモメ、オオタカ若鳥?1羽、シメ

が多い、カワセミ、アカグラ、ウグイス、

エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ジョ

ウビタキ、ア トリ、ホオジロ、アオジなど

(鈴木紀雄)。

蓮田市馬込 ◇4月 6日 、7日 、ツミが 「ケ

ーケケ…」と鳴きながら満開の桜の本から

まだ葉の出ないイチョウの大木に飛んだ(本

多己秀 。久文子)。

春日部市武里中野 ◇ 4月 7日 午前11時 49分、

チュウサギ 1羽があぜ道で作んでいた。自

転車が近くを通つたため飛び上がり、北東

方向へ飛び去った。4月 8日 午前10時10分

頃、武徳り|(農業用水路)南側の田んぼにダ

イサギ2羽がおり、 1羽がもう一方の 1羽

を追い払つていた。残つた 1羽 を見ると、

日元は緑色、嘴は先にわずかな黄色味を残

した黒の夏羽個体。レース状の飾 り羽も綺

麗だつた。近くにアオサギ成鳥が 1羽。昨

夜来の雨で田んぼが湿り、久しぶりに大型

サギ類が飛来した。同日午前10時25分頃、

谷原親水公園水鳥の池 (/Jヽ さなビオ トープ)

周囲の湿地でクイナ 2羽が離れて採餌して

いた (石川敏男)。

長瀞町 ◇4月 9日 、今日は探鳥会の時間帯

が雨で中止になつたが、曇の時間帯もあつ

たので、長瀞を満喫してきた。上長瀞～長

瀞～宝登山～水管橋～上長瀞で丸一日。コ

ジュケイ、キジ、マガモ、カルガモ、コガ

モ、キンクロハジロ、カイツブリ、カワウ、

ダイサギ、イカルチ ドリ、トビ、オオタカ、

カワセ ミ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、

モズ、カケス、オナガ、ヤマガラ、ヒガラ、

シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ウグイス、

エナガ、メジロ、ヒレンジャク、シロハラ、

ツグミ、ルリビタキ、ノビタキ、キセキレ

イ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ア ト

リ、マヒワ、ウソ、シメ、ホオジロ、ミヤ

マホオジロ、アオジ、ガビチョウなど。特

筆は、上長瀞の月の石もみじ公園周辺。朝

はノビタキ黒頭、夕方はヒレンジャク。宝

登山はウソに、カシラダカかと思いきやミ

ヤマホオジロ (大畑祐二)。

さいたま市西区の鴨川 ◇4月 10日 、島根橋

付近のヤナギでコムクドリ♂ 3羽 ♀2羽が

採餌 (大塚純子)。

ふじみ野市の新河岸川 ◇ 4月 13日 午前 6時

頃、第二新河岸り|1橋の東側にオオジュリン

の群れがいた(ブ リングマン・ウィリアム)。

幸手市中川 (5439-0691、 5439…0690)◇ 4月

18日 、上宇和田公園から圏央道下まででカ

ルガモ13羽、コガモ♂ 1羽 ♀2羽 、シジュ

ウカラ3羽、キアシシギ 1羽、ツバメ6羽、

オオタカ 2羽 (う ち 1羽 は若鳥)、 アオサ

ギ2羽、ホオジロ2羽、ツグミ5羽、カワ

ラヒワ2羽、ヒバリ1羽など (荒川貴之)。

さいたま市中央区八王子5丁目 ◇4月 14口 朝、

かやのき団地 8号棟の庭先でツミ♀がハシ

ブ トガラスを撃退。 4月 16日 、8号棟庭で

エナガ 2羽。4月 17日 朝、14号棟屋上の縁

にカルガモ 6羽が並んで立ち、小声でR烏き

交わす (大塚純子)。

さいたま市岩槻区馬込 (5339-7552)◇ 4月

19日 、ムナグロ10羽 とチュウサギ 2羽 を初

認。ほぼ毎年同じ時期同じ場所での初認だ

が、ムナグロの飛来数が減つてきているこ

とと他のシギチの飛来が無くなっているこ

とが、気になる (田 中幸男)。

久喜市菖蒲町上栢間 ◇4月 20日 午前 6前後、

神明神社界隈でホオジロ、シロハラ、アオ

サギ、ダイサギ、ハイタカ各 1羽 (小貫正

徳)。

元荒川大御堂橋～桶川市舎人新田 ◇ 4月 21

日午前 6時前後、キジ♂ 8羽、それぞれの

縄張りで最多確認。♀3羽 (2羽 と♂とと

もに 1羽 )。 コジュケイ 1羽、カワセ ミ1

羽、オオヨシキリ1羽、今季初認。コサギ

スズメロヒタキ科ノビタキ属ノビタキ

尾羽がなくても大丈夫。ちゃんと飛べます。

旅もできます。元気です。蝦原義夫(さ いたま市)
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1羽 (小貫正徳)。

表紙の写真



「要予約Jと記載してあるもの以外、予約申し込みの必、要はありませ

ん。集合時間に集合場所にお出力ヽ すください。初めての方は、青い腕章

の担当者に「初めて参力日しますJと 声をお力ヽ すください。参加者名簿に

住所 。氏名を記人、参加費を支払い、鳥のチェックリストを受け取って

ください。鳥が見えたらリーダーたちが望遠鏡で見せてくれます。体調

を整えてご参加ください。

参加費 :中学生以下無料、会員100円 、一月貶00円。

持ち物 :筆記用具、雨具、昼食、ゴミ袋6持っていれば、双l競などの

観察用具もご用意ください。なくても大丈夫です。

解散時刻 :特に記載のない場合正午から午後 1時ごろ。

悪天候の場合は中止、小雨決行で丸 できるだけ電車バスなどの公共

交通機関を使つて、集合場所までお出力ヽ すくださし、間際に時刻表が変

更される場合もあります。ご注意をお願いします。

谷市 口大麻生定例探鳥

期 日 :9月 10日 (日 )

集合 :午前 8時20分、秩父鉄道 大麻生駅前。

交通 :秩父鉄道 熊谷8:00発 、または寄居7:39

発に乗車。

担当 :千島、新井、鵜飼、倉崎、田島、飛田、

中川、村上、茂木

見どころ :暑 くても元気に活動 している留鳥と

その幼鳥、南へ移動中の夏鳥、そして猛含も

探 しましょう。

ご注意 :今月まで、集合の早い夏時間です。

『しらこばと』袋づめの

とき :9月 16日 (土)午後 3時～ 4時ころ

会場 :会 事務局108号 室

さいたま市 口三室地区定例探鳥

期 日 :9月 17日 (日 )

集合 :午前 8時 15分 、京浜東北線 1ヒ 浦和駅東

日、集合後路線バスで現地へ (ご注意 :案

内人は 8時過ぎに北浦和駅東口到着予定で

す)。 または午前 9時、さいたま市立浦和博

物館前。

後援 :さ いたま市立浦和博物館

担当 :浅見 (徹 )、 小林(初 、青木、浅見(0、 楠

見、小菅、御崎、新部、畠山、増田

見どころ :秋 の渡 り途中の鳥たちが、三室に

立ち寄っているかな。草地にノビタキ、芝

川にコガモそ して上空にサシバを期待。

戸市・高麗川探

期 日 :9月 17日 (日 )

集合 :午前 8時、東武越生線 り1角 駅前。

交通 :東武越生線 坂戸7:39発 、または越生

7:39発。東武東上線は坂戸乗換、JR八高線

は越生乗換。JR埼京線は川越で東武東上線

へ乗換。

担当 :鈴木 (秀 )、 青山、志村、高草木、藤掛、

藤澤、持丸、 |1口

見どころ :川 沿いはコンクリー トの遊歩道が

整備 されました。鳥達に変化はあるでしょ

うかcサ シバの渡 りに出逢えるかも。彼岸

花や田回の稲刈 りも見られる探鳥会ですc

シギ・チドリ類県内

期日 :9月 18日 (月 口祝 )

日本野鳥の会埼玉では、春と秋の 2回、独

自にシギ 。チ ドリ類の調査を行つています。

多くの会員の参加 。ご協力をお願いします。

◆ 大久保農耕地 (さ いたま市 )

集合 :午前 9時 30分、荒川総合運動公園グラ

ウン ド北側駐輪場わきの広場 (横堤の下)。

解散 :集合場所で、正午頃の予定。

交通 :浦和駅西口②番バス乗 り場から大久保

浄水場行き8:33発 で終点 「大久保浄水場J

下車、徒歩約 15分。

担当 :石井

その他 :調査のため、参加費は不要。小雨決

行。大雨や悪天候の場合は中止。なお、シ

ギ・チ ドリ類が大変少ないこともあります。

-7-



力の渡 り調

毎年行 う大切な定点観測です。初めての方

も大歓迎。雨天 (小雨でも)中止。調査のた

め参加費不要。いずれも調査時間内のご都合

のよいときに、各調査地点にお出かけ下さい。

◆中間平 (ち ゆうげんだいら)展 望台(寄居町

秋山)

日時 :9月 18日 (月 ・祝)午前 8時～正午ま

で。雨天の場合は19日 (火 )に 実施 します。

交通 :車で寄居町から294号線を東秩父方面に

向かい、途中で右に入 ります。登る途中に

老人ホームあきやま苑があります。中間平

緑地公園の中にある、道路脇の展望テラス

です。駐車場、 トイレあり。

担当 :千島

見どころ :昨年は二日間とも雨天中止でした

が、17日 にはサシバ43、 ハチクマ4、 ツミ7、

オオタカ、ハヤブサ2、 チ ョウゲンボウ、

ノスリを観察 しました。

◆天覧山展望台 (飯能市 )

日時 :9月 24日 (日 )午前 9時～正午ころま

で。雨天中止。

交通 :東飯能駅西日から、7:43ま たは8:03発

バスで 「天覧山下」下車。少 し戻 り、横断

歩道を渡 り、坂を登る。バス停から市民会

館～能仁寺～天覧山登山口を経て山頂ま

で徒歩約30分。滑 りやすいので足元にご注

意。駐車場は市民会館、 8:00か ら。

担当 :鈴木 (秀 )

見どころ :サ シバ、ハチクマ等の渡 り調査。

昨年は100羽 を超える渡 りでタカ柱も発生。

今年の異常な気象状況が雛の生育や渡 り

の時期に影響がない事を願っています。

・松伏記念公園探鳥

期 日 :9月 23日 (土・祝 )

集合 :午前 9時30分、松伏記念公園北口駐車場。

交通 :東武伊勢崎線 Jヒ越谷駅東 口①番バス乗

り場から茨急バス・エローラ行き8:57発 で
「松伏高校前」下車。道路の反対側が駐車

場です。

担当 :田 邊、植平、佐藤、佐野、進士、野村、

橋口、森下、山部、吉岡

見どころ :秋分の日 (彼岸の中日)は、 日本

人には暑 さとお さらば して秋を迎える覚

悟をする日。渡 り鳥達は、すでに移動の準

備から移動の時期に入っています。そこで、

調整池 と幾つかの運動場で構成 された公

園 とその周辺の農耕地を歩 く探鳥会に参

加 して、季節の先取 りをしてみませんか。

本年の初見の冬鳥をゲットした り、地元の

人と鳥情報を交換 した り、楽 しい探鳥会に

なることが期待 されます。もちろん、初心

者の方やお子様連れは大歓迎です。

野県松本市・白樺峠探鳥会 (中止 )

期 日 :9月 23日 (土 )～ 24日 (日 )

最少催行人員に達 しなかったため、中止 と

しま した。

山市 日入間川定例探鳥

期 日 :9月 24日 (日 )

集合 :午前 9時、西武新宿線 狭山市駅西口。

交通 :西武新宿線 本りll越 8:42発 、所沢8:39

発に乗草。

解散 :正午ころ、稲荷山公園。

担当 :長 谷部、石光、島崎、高草木、中村 (祐 )、

藤掛、水谷、山口、山本

お知 らせ :「 ビギナー探鳥会」を同時開催。

見どころ :昨年は9月 にしてはめず らしく34

種もの鳥が見られました。実際にいる′鳥も

その時々により、見られたり見られなかっ

たり。 さて、今年はどんな鳥たちに会える

で しょうか。

第 12回 Young探鳥会
東京都日野市・多摩動物公園

(要予約 )

期 日 :10月 14日 (土 )

集合 :午前 9時45分、多摩動物公園正門前 (多

摩モノレールまたは京工線の 「多摩動物公

園駅」前)。

解散 :午後 3時ころ、多摩動物公園内。

申し込み :日 本野鳥の会埼玉のホームページ

に 9月 上旬か ら掲載する専用応募 フォー

マ ットで申し込んでください。

定員 :30名 (定員を超えた場合は抽選 となり

ます。別途、当選者にEメ ールにて連絡)
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担当 :廣 田、島崎、高崎

見どころ :前半は多摩動物公園の動物解説員

さんに鳥の体の仕組み 。つくりなどを講義

いただき、鳥の卵や羽の観察を行います。

後半は野生では じっくり見 られない鳥類

の観察と解説員による解説。もちろん、動

物園内で野鳥も探 します。

その他 :昼食持参 (動物園内レス トランあり)c

入園料は各自負担。

野県・戸隠高原探鳥会 (要予約)

期 日 :10月 21日 (土 )～ 22日 (日 )

集合 :21日 午前 9時、長野駅コンコース、新

幹線改札 口を出て右側。

交通 :新幹線「あさま601号」(東京6:52→大宮

7:18→ 熊谷7:31→ 高崎7:49→ 長野8:40着 )、

または 「かがやき503号」 (東京7:20→大官

7:46→長野8:43着 )な ど。

解散 :22日 16時 頃、長野駅前。はくたか568

号 (16:18発 )、 あさま624号 (16:23発 )に
乗車できるように調整 します。

費用 :13,500円 (17自 3食 、現地バス代、温泉

入湯料、旅行保険料等 )。 集合地までの往

復交通費は各自負担。

定員 :20名 (日 本野鳥の会会員限定、先着順、

埼玉会員優先)。

★今回の探鳥会は、近畿 日本ツー リス ト (株 )

の受注型企画旅行 となります。参加者が確

定後、同社から行程表 とは別に請求書が発

送されますので、参加費を指定口座に振 り

込んでください。

申し込み :往復はがきに住所、氏名、旅行時

の年齢 (保険加入に必要)、 性別、電話番

号、喫煙の有無を明記 して、菱沼一充 (=

)ま で。9月 1

0

担当 :菱沼 (一 )、 浅見 (徹 )、 近藤、菱沼 (洋 )

見どころ :こ の時期 しか出会 うことができな

い、ムギマキとマ ミチャジナイに出会 う探

鳥の旅。新そばの夕食も楽 しみです

ご注意 :宿泊は男女別の相部屋です。個室の

用意はできません。

・蒲生干潟
～
蕪栗沼探鳥会 (要予約)

期 日 : 11月 25日 (土)～ 26日 (日 )

集合 :25日 午前10時、JR仙 台駅 新幹線中央口

前。

交通 :東北新幹線 「はやぶさ5号」 (東京8:20

→大宮8:44→仙台9:51)ま たは 「やまびこ

125号 」 (東京7:32→大宮7:58→仙台9:38)

など。集合後解散まで往復貸切バス (中型)

を使用。

解散 :集合場所にて26日 午後4時 ころの予定。

定員 :23名 (埼玉会員優先、応募多数の場合

は先着順)。 最少催行人数 16名 。

費用 :参加者が23～21名 の場合は25,800円 、

20～ 18名 の場合は27,500円 、17～ 16名 の場

合は28,900円 となります。

*上記費用には17自 3食宿泊費・入湯料、貸切
バス代、保険料などが含まれます。集合地

までおよび解散地か らの交通費は含まれ

ません。

*今回のツアーは、近畿 日本ツー リス ト (株 )

の受注型企画旅行 とな ります。人数・費用

が確定 したのちに同社か ら行程表 とは別

に請求書が発送 されますので、参加費を指

定口座に振 り込んでください。

申し込み :往復はがきに、住所、氏名、生年

月 日 (保険加入に必要)、 性別、電話番号、

会 員 番 号 を明記 して 、長 野 誠 治 (

)

まで。9月 1日 消印から受付有効とします。

担当 :長野、青木、入山、佐野

見どころ :ま ず仙台市蒲生干潟でコクガンや

シギ・チ ドリを探 します。その後、蕪栗沼
へ移動 して数万羽のガンのね ぐら入 りを

観察。翌早朝に飛び立ちを見て、さらに午

前中も蕪栗沼周辺を探鳥 します。ガンのね

ぐら入 りと飛び立ち立ちの迫力には誰 し

も感動することでしょう。

その他 :25日 の昼食 (弁 当)は各 自持参。宿

泊は男女別の相部屋です。温泉 (大浴場)

が宿に隣接 しています。
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行事報告

2月 5日 (日 ) 北本市 石戸

加 :61名  天気 :曇

コジュケイ コガモ キジバ ト カワウ アオサ

ギ クイナ バン カワセ ミ コゲラ モズ カ

ケス ハシボソガラス ハシブ トガラス ヤマガ

ラ シジュウカラ ヒヨドリ ウグイス エナガ

メジロ ムクドリ シロハラ アカハラ ツグミ

ジョウビタキ スズメ ハクセキレイ セグロセ

キレイ ア トリ ベニマシコ ウソ シメ ホオ

ジロ カシラダカ アオジ (34種)(番外 :ガ ビチ

ョウ) 開始早々、ふれあい橋の上からカケス、

アカハラとシロハラ。木道ではカシラダカ、アオ

ジ、ホオジロ、ア トリ。後半の人達はウソ。北里

の森沿いでは、クイナの声G最後に八つ橋を渡っ

た正面の湿地でセグロセキレイ、梢にヤマガラ。

入口近くの土手にベニマシコの♂♀。 (吉原俊雄)

2月 5日 (日 ) 北本市 石戸宿 Be」 nner

参加 :16名  天気 :曇

カルガモ コガモ キジバ ト カワウ ォォタカ

カワセミ コゲラ アカゲラ ハシブ トガラス

ヤマガラ シジュウカラ ウグイス エナガ メ

ジロ シロハラ アカハラ ツグミ ジョウビタ

キ セグロセキレイ カワラヒワ ベニマシコ

シメ ホオジロ カシラダカ アオジ (25種)(番
外 :ガ ビチョウ) 初心者を対象として別行動。

双眼鏡の使い方からレクチャー。最初に登場した

のはシメ、そしてウグイス。普段だとサラッと流

れそうな鳥でも時間をかけて観察、そして解説。

参加者が納得するまで動かない。最後はリクエス

トに応え、カワセミを探しにcすると目の前でホ

バリングからのダイブ、そして魚をくわえて…・の
「カワセミショー」に一同歓声。 (石塚敬二郎)

2月 5日 (日) さいたま市 民家園周辺

参加 :50名  天気 :曇

キンクロハジロ ミコアイサ カイツブリ カン

ムリカイツブリ ハジロカイツブリ キジバ ト

カワウ アオサギ ダイサギ オオバン セグロ

カモメ チュウヒ オオタカ ノスリ カワセミ

アリスイ チョウゲンボウ ハヤブサ モズ ハ

シボソガラス ハシブ トガラス シジュウカラ

ヒヨドリ ウグイス エナガ メジロ ムクドリ

シロハラ ツグミ ジョウビタキ スズメ ハク

セキレイ カフラヒワ ベニマシコ シメ ホオ

ジロ アオジ オオジュリン (49種 )(番外 :ドバ

ト) 芝川第一調節池では水面の観察が多いので、

太陽光が反射しない曇 りは大歓迎。おかげでコハ

クチョウ2羽、オオハクチョウ2羽、カモ類11種、

カイツブリ類 3種と大盛7几 (須崎 聡 )

2月 11日 (土、祝) さいたま市 大宮市民の森

:66名  天気 :

オシドリ カルガモ コガモ キジバ ト カワウ

ゴイサギ アオサギ コサギ クイナ バン オ

オバン ヒメアマツバメ タシギ カワセ ミ コ

ゲラ モズ オナガ ハシボソガラス ハシブ ト

ガラス シジュウカラ ヒヨドリ ウグイス エ

ナガ メジロ ムクドリ シロハラ アカハラ

ツグミ ジョウビタキ スズメ ハクセキレイ

ア トリ カワラヒワ シメ コイカル ホオジロ

カシラダカ アオジ (38種 )(番外 :ドバ ト) た

くさんの目でみなさんが探 してくれ、38種の鳥達

と出会えてほつとした。 この場所の探鳥会では初

めてのオシ ドリとコイカルが見られたのは良かつ

た ! (青木正俊 )

2月 12日 (日) 熊谷

41名  天気 :快晴

キジバ ト タゲリ トビ カワセミ コグラ ア

カゲラ ハヤブサ モズ カケス ハシボソガラ

ス ハシブ トガラス シジュウカラ ヒヨドリ

ウグイス エナガ ムクドリ トラツグミ ツグ

ミ ジョウビタキ スズメ ハクセキレイ セグ

ロセキレイ ア トリ カワラヒワ シメ ホオジ

ロ カシラダカ アオジ (28種)(番外 :ガ ビチョ

ウ、ソウシチョウ) 冷たい風の中、土手に上が

るとまず現れたのはジョウビタキ♂。ゴルフ場で

はたくさんのシメが採倉耳中。途中の樹でアカゲラ

♀がポーズをとってくれる。河原でカワセミを見

ていると、ここでは珍しいタゲリが 1羽飛んだc

コハクチョウ オオハクチョウ

ヒドリガモ マガモ カルガモ

オナガガモ トモエガモ コガモ

オカヨシガモ

ハシビロガモ

ホシハジロ
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野鳥の森に入つて トラツグミを発見。全員で見る

ことができた。出現鳥は少なかったが、人気者登

場で盛 り上がった。 (新井 巌)

2月 12日 (日) 所沢市 狭山湖

参加 :32名  天気 :晴

マガモ コガモ キンクロハジロ カイッブリ

カンムリカイツブ リ ハジロカイツブリ キジバ

ト カワウ アオサギ トビ ハイタカ オオタ

カ ノスリ コゲラ アオゲラ モズ ハシボソ

ガラス ハシブ トガラス ヤマガラ シジュウカ

ラ ヒヨドリ エナガ メジロ ムク ドリ アカ

ハラ ツグミ ル リビタキ ジョウビタキ スズ

メ ハクセキレイ セグロセキレイ タヒバリ

シメ アオジ (34種)(番外 :ドバ ト、ガビチ ョ

ウ) 集合地上空をオオタカ、ノスリが舞い、出

だしは'医調。林地ではル リビタキやカラ類を楽 し

め、湖畔の松林では初記録のアカハラも確認でき

たが、肝心の水鳥・カモ類が、種・数 とも悲 しい

ほど少ない。この現象、当地に限らないようなの

で一層気になる。「囀 りも せずιヽたすらに 餌 を落

る アカハラ冬も 降ユっと日」 (石光 章)

2月 18日 (土) 上尾市 丸山公園

参加 :35名  天気 :

キジ マガモ カルガモ カイツブリ キジバト

カワウ タゲリ ハイタカ オオタカ カワセミ
コゲラ モズ カケス オサガ ハシボソガラス

ハシブ トガラス シジュウカラ ヒヨドリ ウグ

イス エナガ メジロ ムクドリ トラツグミ

シロハラ アカハラ ツグミ ジョウビタキ ス

ズメ キセキレイ ハクセキレイ ア トリ カワ

ラヒワ シメ ホオジロ カシラダカ アオジ

(36種)(番外 :ドバ ト) 人工滝の岩壁を舞台に

キセキレイなどが次々に登場。近くの梢にはハイ

タカが。林間広場では、ア トリの群れをゆっくり

観察。学習館裏の斜面を下ると、林床にシロハラ

が。その後も次々に鳥が出て一同興奮。バーベキ

ュー場付近では、カケスやオナガが。 トラツグミ

やアカハラを見た幸運な人もいた。荒川土手では、

河り1敷にタゲリが 3羽、頭上にオオタカも。ベニ

マシコを探せなかったのが残念 !  (近藤龍哉)

2月 18日 (土)さいたま市 芝り|1第一調節池 Young

参加 :57名  天気 :

オシ ドリ オカヨシガモ マガモ カルガモ ハ

シビロガモ オナガガモ コガモ ホシハジロ

キンクロハジロ ミコアイサ カイツブ リ カン

ムリカイツブリ ハジロカイツブリ キジバ ト

カワウ アオサギ ダイサギ バン オオバン

ユ リカモメ セグロカモメ トビ チュウヒ ノ

スリ カワセ ミ アカグラ ハヤブサ モズ ハ

シボソガラス ハシブ トガラス シジュウカラ

ヒヨドリ ウグイス メジロ ムク ドリ シロハ

ラ ツグミ ジョウビタキ スズメ ハクセキレ

イ セグロセキレイ カワラヒワ ベニマシコ

シメ ホオジロ アオジ オオジュリン (47種 )

(番外 :ドバ ト)寒 い日だつたが、風がなかっ

たのが救い。池にはカンムリカイツブリ、ハジロ

カイツブリ、カモ類。ハクチョウたちは留守だっ

たが、鉄塔の上でくつろぐハヤブサを参加者全員

で間近にじつくり見られた。低木とヨシ原のゾー

ンではアカゲラが出現。ノスリも枯れ木でくつろ

いでおり、じっくり見られた。 (廣田純平)

2月 18日 (土) 『しらこばと』袋づめの会

ボランティア :11名

相原修一、宇野澤晃、榎本秀和、海老原教子、

老原美夫、大坂幸男、小林みどり、志本寸佐治、

沼一充、藤湖保司、三ッ矢正安

2月 19日 (日 ) 志木市 柳瀬川

:40名  天気 :快晴

オカヨシガモ ヒドリガモ アメリカヒドリ マ

ガモ カルガモ オナガガモ コガモ カイツブ

リ キジバ ト カワゥ アォサギ ダイサギ コ

サギ オオバン イカルチ ドリ タシギ イソシ

ギ セグロカモメ ハイタカ コゲラ チョウゲ

ンボウ モズ ハシボソガラス ハシブトガラス

シジュウカラ ヒヨドリ メジロ ムクドリ ツ

グミ ジョウビタキ スズメ キセキレイ ハク

セキレイ セグロセキレイ タヒバリ カワラヒ

ワ シメ アオジ (38種)(番外 :ドバ ト)少 し

強い風が吹いた。川岸にキセキレイ、中洲にイカ

ルチ ドリやタシギが現れる。水谷田圃にタゲリを

求めるが空振 り。上空をチョウゲンボウ、ハイタ

カが飛び、小鳥やカモ類を騒がせる。ゴルフ場裏

の川ではカイツブリを間近に観察し、強風を避け

て川中に浮かぶ多数のカモ類の中にアメリカヒド

リを発見。多くの種に出会えた。  (鈴木秀治)

海

菱
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re団
● 講演会『野鳥からみた昆虫、昆虫からみ

た野鳥』のお知らせ

◆講師 :海野和男 (昆虫写真家)× 安西英明

(日 本野鳥の会理事 。主席研究員)

◆日時 :2017年10月 28日 (土)14:00～ 16:

00(受付開場13:30開始)

◆内容 :協賛挨拶「三菱UF」 信託銀行だか

らできること」と講演

◆会場 :三菱UF」 信託銀行本店 6階会議

室 (1階東京

駅側受付か

らお入 りく

ださい)

◆主催 :公益

財団法人日

本野鳥の会

◆協賛 :三菱UF」 信託銀行本店営業部

◆参加費 :無料

◆定員 :先着100名

◆申し込み :10月 18日 (水)までに①氏名 ②

参加人数 ③住所 ④電話番号 ⑤メー

ルア ドレス (あ る方)⑥ 「野鳥と昆虫講演

会参加希望」と明記し、下記受付ヘメール

またはR嘘(でお申し込みください。※受付

けた方には「ご招待ハガキ」をお送りしま

すので当日必ず持参ください。

◆受付先 :ettailiseminar∝ bsj.org

RへD(:03-5436-2635

◆内容に関するお問合せ :

飯塚 (09047119892)、 萩原

● 事業部長交代

2011年 4月 から6年間事業部長をつとめ、

会の財政を支え続けた大坂幸男が幹事・事業

部長を退任し、今年度から相原修二幹事が事

業部長を引き継ぐことが、7月 16日 の役員会

議で承認されました。

● 会員数は

8月 1日 現在1,679人。

活動こ予定

● フ月の活動

7月 8日 (土)8月 号校正(相原修一、海老原教

子、海老原美夫、大坂幸男、小林みどり、

佐久間博文、志村佐治、長嶋宏之)。

7月 16日 (日 )役員会 (司会 :ノ」ヽ林みどり、各

部の報告。912月 行事予定追加。その他)。

7月 18日 (火)『野鳥』誌を購読しない会員

向け、『 しらこばと』 8月 号を郵便局から

発送 (海老原美夫)。

● 9月 の予定

9月 2日 (土)編集部会。普及部会。

9月 9日 (土)10月 号校正(午後4時から)。

9月 16日 (土)袋づめの会 (午後 3時から)。

9月 17日 (日 )役員会 (午後4時から)。

編 集 後 記

根室の風蓮湖で野生のタンチョウに初め

て出会った。浅瀬で 2羽が優雅に餌をついば

んでいた。その後、厚岸へ向かう車窓から、

牧草地に群れるタンチョウを見かけた。「害

鳥化するタンチョウ」の記事がふと頭をよぎ

った。この美しい鳥と共存したい。会員であ

ることがその一助になればよい。 (浅見)

>

しらこばと 2017年9月 号 (第 402号)  定価 200円 (会員の購読料は会費に含まれます)
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