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駿I導，胤 

麟鷲定例探鳥会記録から見た麟麟難綴麟議麟驚 
麟麟難鷺麟麟難麟 	土土「の野鳥の特徴麟 

海老原美夫（浦和市） 

本誌1991年9月号（第88号）では、熊谷市大麻生地区定例探鳥会の記録から、ゴルフ場

開設前と後の観察鳥種の比較を試みたが、浦和市でも、三室地区の定例探鳥会が90回以上

続けられている。今回は三室地区で積み重ねられたデータからどのような分析ができるか

を考えてみた。 

毛護言事言舞言 探鳥会の記録 奪三奪舞毒妻 30種で、大きな経年変化は見られないが、月

日本野鳥の会埼玉県支部では1984年5月か 別平均種数は、夏は少なく、冬は多い傾向が

ら毎月1回第 3日曜日に浦和市三室地区で定 見られる。その関係をより明らかにするため

例探鳥会を開催している。 高 100人くらい にグラフにしたのが、グラフ1である。 

低10数名の会員・非会員の参加者を支部リ 

ーダーが指導し、各自の双眼鏡・望遠鏡など 	対象期間中観察された鳥種全部を月別にま 

を使用して観察する。時間は朝9時頃から正 とめたのが、表2である。全部で14目30科97 

午頃まで。地域は浦和市立郷土博物館を出発 種に及ぶ。 

点として、見沼田んぽ内の畑・草原・芝川流 	その97種を、冬鳥。夏鳥・留鳥・旅鳥の季 

域、周辺の斜面林、人家付近など 2 --- 3 knの 節別と、水辺・森林・草原・上空通過の地域

行程。確実性を期するために 低2人以上が 別に分類した。あくまでもこの探鳥会での観

観察した鳥種のみを観察種としてリストを作 察結果に基づく分類であり、上空通過とは、 

成する0 個体数の記録はない。今回は1991年 一時的に飛来し、地域との関連が薄いものを 

12月まで92回の記録に基づき分析を進める。 

誓ミ篇誓妻妻ミ 観察種類数 受壇舞婆誓毒 結果として、季節別では冬鳥34種・留鳥29 

各月別の観察種類数は、表1の通りであ 種・旅鳥28種・夏鳥6種、地域別では水辺41 

る。これによると、年間平均観察種数はほぼ 種・森林25種・草原20種・上空通過11種であ

る 

表1 三室地区定側柔鳥会でI三I雪された種類数 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 n月 12月 平均 

1984年 28 23 24 20 26 29 31 31 26. 5 

1985年 34 30 31 30 23 24 26 23 32 31 36 36 29.7 

1986年 36 31 33 34 26 21 21 26 26 35 33 31 29.4 

1987年 36 40 38 33 19 23 21 24 30 25 33 36 29.8 

1988年 38 32 30 35 31 27 24 23 35 31 38 35 31.6 

1989年 37 32 35 25 27 26 16 26 33 32 36 38 30. 3 

1991〕年 35 29 33 39 28 25 22 24 29 28 40 39 31.0 

1991年 38 31 38 31 26 26 26 25 27 33 38 35 31.2 

平 均 36.3 32. 1 34.0 32. 4 25.7 24.7 22. 3 24. 4 30. 3 30.7 36. 3 35. 7 30. 4 

グラフ 1 三室地区定例柔鳥会で雀験された鳥種数の月呂―坪均 

37, 

28. 

本誌1990年 1月号 

（第68号）に発表され

た埼玉県産鳥類リスト 

(1978年4月～1989年 

11月）による 272種を

同様に分類し、三室地

区と比較するために帯

グラフにまとめたのが

グラフ 2である。 

II婆誹吉果と考察蒙圭ミ

三室地区探鳥会で観

察された鳥は14目30科 

97種、埼玉県内全域で

観察された鳥種の36% 

に及ぶ。県内全域との

対照においても、冬鳥

が多くて夏鳥が少ない 
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グラフ2 観察鳥種の晦朝別。地域別分類 

県全域 

三 室 

時期別 

県全域 

表2 三室地区定例探島会で観察された全鳥種の月別リスト 
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(14目30科97狙） 

ことと、上空通過鳥が多いこと 

が目立っ。これは夏の間定着し グラ 

て繁殖する種が少ないというこ 

とである。なぜだろうか。 

世界的には、熱帯から寒帯に 県全域 

かけて繁殖種類数はなだらかな 

曲線を描いて減少しているので 三 室 

あるから、埼玉県あるいは三室 

地区が温帯に属するから越冬鳥 

より繁殖鳥の方が少ないのだと 

いう理屈は成り立たない。 

もしかしたら、夏渡ってきて 

麗蒜器驚麓鷲器県全域 
るのかもしれないが、そう言い

切るには更に幅広い資料の積み

重ねが必要である。 

別な考え方としては、繁殖の 

ためには越冬より相当多くの餌を必要とする

から、その裏付けとしてのより豊かな自然生

態系が必要であると考えられる。即ち、三室

の自然は、越冬のための鳥を支えることはで

きるが、繁殖のための多くの鳥を支えること

ができるほどの豊かさはないという言い方も

成り立つと思う。 

このことと、地域定着性の少ない鳥が多い

こととを考えあわせると、首都圏近郊で比較

的良好な自然が残されているといわれる見沼

田んぽの一角に位置する三室地区の自然は、 

県内全域の36％に及ぶ鳥種が観察される豊か

さを誇るが、実はかなりなもろさを内に潜め 

地域別 

ているのかもしれない。 

主ミミミ葦三ミ葦一ー  ほかの分析を 警ミ誓奪義誓妻

このように月別観察種類数と、時期・地域

別種類数を少し分析してみただけで、多くの

ことが考えられ、想像の翼が広がっていく。 

他にも多くの分析方法があるだろう。たと

えばカワウなど鳥種ごとの経年変化、あるい

は参加者数の分析などもおもしろい結果が見

られるかもしれない。 

探鳥会の観察リストはただの鳥の名前の羅

列ではなく、貴重な資料であり、多くの可能

性を秘めている。この宝の山を別の方法で掘

ってみる人はいませんか。 
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:!:i:i:::：】】編集内容のご紹介 Part 2 ::::::::::B 
［野鳥情報（P 6,7)］ 選ぶ基準は次の

とおりです。 

①稀少種。 

②県内では珍しい種。 

③その地域では珍しい種。 

④時期として珍しい種。 

⑤珍しい種ではなくても、季節感にあふれ

た情報。 

(6）新しく観察された習性、その他。 

常連さんより新人優先です。同様の情報が

重なった場合は、当然あまり名前の載らない

方を先に選びます。 

時期としては、真夏の情報がどうしても少

なくなります。つまり、今まであまり情報の

なかった方から真夏の情報ですと、掲載され

る確率が大変高くなるわけです。（担当の藤

原編集員は、そう言う情報は必す載りますと、 

深く静かにうなずいています）。 

明らかに聞違いと思われる情報は別にして、 

原則としてお寄せいただいた情報をそのまま

掲載します。ただし、 ご本人が確信がない場

合や、珍らしい種類でその裏付けがはっきり

しない場合などは「？」マークをつけさせて

もらう場合もあります。 

珍らしい種類の場合は、写真や詳しい観察

記録なども一緒に、特別緊急の場合を除き、 

はがき・手紙でお寄せください。 

［行事あんない（P 8,9)］ 『しらこば

と』を受け取ると、まずこのページを開けて

みる方が多いことでしょう。担当の小林みど

り編集員は、正確を期して普及部との連絡、 

時刻表のチエックなどに神経をすり減らし、 

そのうえで魅力的な「見どころ」の文章に苦

労しています。 

更に、探鳥地ごとに適した靴を表記したら

どうかとか、健脚向きコースか平坦な道かを

記載したらどうかとか、さまざまな工夫も検

討しています。 

タイトル部分のイラスト常時募集中です。 

季節感にあふれたイラストを、鳥の場合は右

向き、白紙に黒インクで描いて、お送りくだ

さい。  

［行事報告（PloM)］ 探鳥会が終わ

ると各リーダーがその報告書を作成し、 この 

ページを担当している森本編集員のところに

送ります。それをワープロに順番に打ち込ん

で日付順に並べ替えておきます。編集会議の

日が近づくと字数合わせをして印刷をし、原

稿とします。 

鳥のリストの次に担当リーダーの感想文が

ありますが、これがなかなか大変で、まった

く愛想なしの2-3行の人から延々と長文の

人までさまざまです。以前リーダー名をいれ

てなかったときには編集担当者がかなり作文

していたのですが、今はなるべく原文に近い

形で掲載するようにしています。リーダーの

個性が分かっておもしろいとの評判もありま

すが、いかがでしょうか。 

以前は、行事を行った順番に漏らさず掲載

するようにしていたので、原稿の催促が大変

でしたが、 近は到着したものだけを順番に

出していますので、大分楽になりました。で

も、原稿の催促をしないのをいいことに（?) 
ちっとも原稿を書いてくけないリーダーが何

人かいます。だいたいが常習犯ですが、 ここ

では名前は伏せておきましょう。心当たりの

リーダーは以後早めに原稿を出してください。 

ョロシク！ 

今月号の行事報告の欄に書いてありますよ

うに、 タイトルの募集をしています。御礼は

できないと思いますが、自分の描いた作品を

毎号ながめてみたい方はよろしく。 

［連絡帳（P 12)］ 終ページは海老

原編集員が、事務局担当者でもある立場から、 

皆様にお知らせすべきことあれこれを適当に

選んで構成しています。会員の皆様の展覧会

などもできるだけこの欄でお知らせしたいと

考えていますので、予定が決まりましたら、 

できるだけ早く事務局までお知らせください。 

編集後記欄は、編集部員が交代で書いていま

す。思いがけない人が思いがけないことを書

いたり、編集部員たちが素顔をさらす窓口で

す。 

以上全12ページ、私たちは毎月毎月それな

りに努力を続けています。至らぬ点も多々あ

りますが、どうかよろしくお願いします。 
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地鳴き ナ 

塩壷温泉でお会いした 

埼玉県支部の皆様ハ、 

坂下宏子（千葉県） 

埼玉県支部の皆様ありがとうございました0 

3月15日軽井沢塩壷温泉ホテル前に午後着い 

た私共は、たまたまスコープを並べている方々

とお会いした。すぐに呼んでいただき巣箱の

穴から顔を出しているムササビを見せて下さっ

た。アカゲラも見せて下さった。初めてお会

いしたのにとても親切にして頂いた。そこで

すぐ鳥合せになり35種の名を記させて頂いた。 

それをすぐにも野鳥の森で観察したかったの

でお礼も言わずに来てしまって本当に失礼し

ました。 

なかなか自分の所属する支部の探鳥会にも

出られないのに、遠いところで他の支部の方

たちと偶然にお会いできて、とても楽しい旅

ができました。 さすがに野鳥の会です。 

3時過ぎに雨が降り出してホテルに戻るま 

で、野鳥の森の観察小屋で黄色い眉と三角よ

だれかけのミヤマホオジロ合にも会えました。 

次の日には窓枠にとまってガラスをたたくゴ

ジュウカラに驚かされながらカラ類やベニマ

シコの早に見とれました。イカルの群れに圧

倒されながら、ホテルのロビーから見える池

に落ちたえさを拾いまくる“泳ぐねずみ’’を

見たのも初めてのことでした。 

この旅も全て埼玉県支部の方たちとお会い

した事で初めからラッキーでした。 

直接お礼がお伝えできず（住所が判りませ

ん）本部を通じてお伝えできれば幸と思いま

す。 

注）本部経由で、当支部に送付されました。 

探鳥会に参加して 

祖父江テル（熊谷市） 

いよいよ桜の季節になります。大麻生探鳥

会に 2回お世話になりました。毎回、担当の

方々からうけますご親切なご指導に、うれし

くておもわずはがきを書きました。 

スズメのほほに黒い点のあること、などな

ど色々と…・…・・。身近で見ながら知らないで  

おりました。 

心をなごませてくれます小さな鳥達のこと

を見ていますと、よごれの事が気になります。 

少しでもよごさない工夫をと思います。 近

は自分の出しますョゴレを気にする様になり

ました。 これも野鳥の会に入ったからだと思

います。野鳥の会埼玉県支部の皆様のご健康

を心よりお祈りいたします。 

く3月22日 受付） 

（佐藤方博） 
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三瑠三曇二書三 

カンムリカイツブリ ◇ 2月8日、本庄市の

阪東大橋下流で1羽（井上幹男）。 

コハクチョウ ◇1月30日午前 9時30分、川

本町明戸で37羽（山口輝雄）。 

オシドリ ◇ 2月 5日、寄居町の玉淀ダムで 

300羽以上（井上幹男）。 

トモエガモ ◇ 2月 2日、所沢市の狭山湖で

合 1羽（滝田美恵子）。◇ 2月 5日、寄居

町の玉淀ダムで合 3羽早 2羽（井上幹男）。 

◇ 2月15日、志木市の柳瀬川、高橋～栄橋

間で早 1羽（中司隆由）。 

アメリカヒドリ ◇1月26日、富士見市の新

河岸川、南畑上流で合 1羽（入沢直子）。 

アカハジロ ◇ 2月10日、所沢市の狭山湖で

合 1羽（比企 裕）。 

マ力●ヒ1以てl色 

一雲～日は． 

4些ーーノソに 	長加7マガ毛かなで 

F一」，ー→」一 	‘lセキ’ノ70ノ、ジ’bかメスて 
=aBl下ロ」Lにー スズり’も1冥 

‘くゾ て、色が・島‘一・・‘ 

マ意鴛野っb'~ 
;A警ぎl亜＆旦聖～ 

（比企 裕） 

ホオジロガモ ◇ 2月 2日、狭山湖で合早各 

1羽（滝田美恵子）。 

ミコアイサ ◇ 2月 2日、狭山湖で合 1羽 

（滝田美恵子％ 

オオタ力 ◇12月23日、浦和市秋ケ瀬のC区

で1羽（石井 智）。◇ 2月 8日午後 2時

頃、本庄市の阪東大橋下流で成鳥1羽。オ

ナガガモのメスを捕まえるが、カラス 2羽

にじゃまされて、逃げられてしまう。 「逃

がした獲物は大きい」カラスさえこなけれ

ばビデオでバッチリ撮れたのに残念！（井

上幹男）。◇ 2月9日、北本市石戸宿で1 

羽（吉原俊雄。早苗）。 

ノスリ ◇12月23日、浦和市秋ケ瀬のA区で 

1羽。 「ぴゆー」と鳴く。1月 5日、浦和 

市秋ケ瀬のB区で 2羽（石井 智）。 

コチョウゲンボウ ◇ 2月1日、本庄市の阪

東大橋下流で合 1羽（井上幹男）。 

チョウゲンボウ ◇1月22日、JR新三郷駅

付近で 2羽。2月13日、鉄塔上でおおらか

に交尾（山部直喜）。◇ 2月 2日、幸手市

木立の中川でI羽（秋間利夫）。 

バン ◇1月19日、吉見町の大沼で1羽（榎

本秀和)o 

オオバン ◇1月19日、吉見町の大沼で1羽 

（榎本秀和）。 

タマシギ ◇12月 b日、蓮田市の黒浜沼付近

の田んぼで合 1羽（石井 智）。◇ 2月 3 

日～4日、上尾市の丸山公園近くの休耕田

でオス 5羽。5日～8日、同所でオス 3羽 

（袖岡 宏）。 

ケリ ◇1月8日、川島町の平沼で 5羽（石

井 智）。 

タゲリ ◇1月 5日、浦和市秋ケ瀬のB区で

約30羽（石井 智）。◇ 2月13日、大宮市

二つ宮の荒川べりで33羽（松尾英美）。 

オジロトウネン ◇ 2月 2日、幸手市木立の

中川で2羽（秋間利夫)o 

クサシギ ◇1月21日、浦和市秋ケ瀬のピク

ニックの森の奥の池で1羽。翼の下面と尾

も確認できた（馬場芳之）。 

セグ0カモメ ◇1月 5日、浦和市下大久保

の鴨川排水機場で 3羽（石井 智）。◇ 2 

月11日、所沢市の狭山湖で1羽。ユリカモ

メに混じってひときわ大きく目立ってまし

た（比企 裕）。 

アオゲラ ◇1月25日、三芳町の多福寺で舎 

1羽（中谷 稔）。◇ 2月 9日、北本市石

戸宿で1羽（吉原俊雄。早苗）。 

アカゲラ ◇11月30日、北本市石戸宿で1羽 

（吉原俊雄）。◇ 2月 6日、長瀞町の宝登山

で合 1羽（伊藤幸子)o 

コヒバリ ◇1月19日、戸田市道満貯水池の

岸辺で、東久留米市の山口達夫・貞子さん

が発見して写真撮影した（ 2月 5日付け埼

玉新聞から）。コヒバリは主に日本海側の

各地で10例ほどの記録があるが、県内では

今まで確認記録はない（野鳥記録委員会） 

シベリアハクセキレイ ◇11月17日から1月 

!f―、 
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19日まで、浦和市三室地区の荒月に継続し

て観察。ビデオ撮影した（海老原美夫）。 

シベリアハクセキレイ （Motacilla alba 

baicalensis) はハクセキレイの亜種。背が

明るい灰色で、過眼線がほとんどなく、風

切と雨覆に白い羽縁がある。主に日本海側

で旅鳥として観察されている。県内では今

まで記録されていないが、ハクセキレイの

亜種であるから、新種の確認記録とはなら

ない（野鳥記録委員会）。 

ミソサザイ ◇ 2月1日、北本市石戸宿で1 

羽、我が眼を疑ったが、やっぱりミソサザ

イ（吉原俊雄）。 

ルリビタキ ◇1月25日、毛呂山町旭台の雑

木林で早 1羽（増尾 隆）。◇ 2月 2日、 

大宮市日進 1丁目の生研で早 1羽。残雪の

中、きれいでした（浅見健一）。 

トラツグミ ◇1月13日午前 7時15分、川越

市新宿町 3丁目の路上で1羽拾得。自動車

かガラス戸に激突したらしく、口から血を

出して死んでいました。他に損傷はなく、 

きれいな個体でした（楠川雅之）。◇ 1月 

25日、北本市石戸宿で1羽（立岩恒久）。 

◇ 2月 6日、長瀞町の宝登山で 2羽（伊藤

幸子）。 

アカハラ ◇ 2月1日、北本市石戸宿で1羽 

（吉原俊雄）。◇ 2月12日、浦和市大原の県

立浦和西高校下の見沼の畑でムクドリに混

じって合 1羽（江原恵子）。 

シロハラ ◇ 2月1日、北本市石戸宿で 1羽 

（吉原俊雄）。 

キクイタダキ ◇1月25日、三芳町の多福寺

で 3羽（谷中 稔）。◇ 2月 2日、大宮市

日進 1丁目の生研で早 2羽。低い杉林にシ

ジョウカラ、メジロの混群の中「チチチ、 

ッッッ」と細い声で良く鳴きながら移動し 

ー表紙の写真 

飼 i A 
シベリアハクセキレイ（海老原美夫） 

ていた（浅見健ー）0 ◇ 2月 8日、北本市

石戸宿で1羽。東屋の近くの雑木林の木の

頂付近をあっちへこっちヘチョコチョコ 

（吉原俊雄）。 

ヒガラ ◇ 2月 2日、大宮市日進 1丁目の生

研で 2羽（浅見健ー）。 

ヤマガラ ◇ 2月1日、北本市石戸宿で1羽 

（吉原俊雄）。 

コジュリン ◇1月21日、浦和市秋ケ瀬のB 

区で1羽（馬場芳之）。 

ホオアカ ◇1月 5日、浦和市秋ケ瀬のAs 

区で 3羽（石井 智）。 

ミヤマホオジロ ◇ 2月1日、北本市石戸宿

で早 1羽（吉原俊雄）。◇ 2月 2日、入間

市宮寺で合 2羽（渡辺 敦）。 

マヒワ ◇1月18日、浦和市秋ケ瀬の野鳥園

の脇で 3羽（馬場芳之）。 

ベニマシコ ◇1月23日、長瀞町の宝登山で

舎早各 2羽（伊藤幸子）。◇ 2月1日、深

谷市の上武大橋下流で合 1羽早 2羽（井上

幹男）。 

ウソ ◇1月22日、北本市石戸宿で合 2羽。 

桜の木の芽をついばみながら、時々 「フィ

フィ」 と鳴く（立岩恒久）o ◇1月27日、 

秩父市の羊山公園で（山岸昭治）。 

ネイチャーフォートコンテスト1991入選作ー 

ナミアゲハ（アゲハチョウ科） 
ふと目をとめると、アゲハがぶら下がって

いた。そして、その美しさにみとれてしまっ

た。少し前まで、確かアゲハはあまり好きな

蝶ではなかったのだが、 近、アゲハを見る

と心がときめいてしまう。 「あげはてふこそ  

てふてふのなかのてふだ」 なんて咳きたく

なってしまう。 

近くにいて、それでいて気高い感じの魅力

に引かれたのだろうか。当分アゲハに狂うだ 

ろう。 	 渡辺 敦（羽生市） 
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i蕪夏薫蕪蕪熱 
期日：5月3日（日・祝） 

集合：午前8時45分 東武伊勢崎線北越谷駅

東口 

交通：東武伊勢崎線新越谷8 : 31発または春

日部8 : 22発に乗車。集合後バスで現

地へ。バス代は600円程。小銭をご用

意下さい。車でお越しの方はあらかじ

め中島まで連絡を 

解散：現地にて午後 2時ごろ。 

担当：中島康夫、松井昭吾、楠見邦博、草間

和子、入山博、五十嵐浩 

見どころ：黒いボディに赤い足、なかなかハ

イセンスなツルシギの夏羽。 ファンが

多いのもうなずけます。今年も、新緑

の菅生沼でお目にかかれそうです。 

窪璽蕪菱憂鷲コ 
期日：5月S日（火・祝） 

集合：午前9時 JR高崎線本庄駅北口（集

合後、現地までバス利用） 

交通：JR高崎線大宮7:41→本庄8:47 

担当：町田好ー郎、北川慎一、林 滋、諏訪

隆久、関口善孝 

見どころ：旅の途中のシギやアマツバメなど、 

トリは色々いますが、 ヒトはあまりい

ません。混雑知らずの広い河原で、黄

金週間のしめくくりをお楽しみ下さい。 

獲費夏蕉製無然盤コ 
期日：5月9日（土） 

探鳥会への参加は、特別な場合を除いて予

約申込みの必要はありません。受付は探鳥会

当日。参加費は一般 100円。会員及び中学生

以下50円。持ち物は、筆記用具、雨具、昼食、 

ゴミ袋、 もしあれば双眼鏡など。小雨決行で

す。解散時刻は、特に記載のない場合、正午

から午後1時ごろになります。 

◇はじめて探鳥会に参加される方ハ、◇ 

集合場所へ着いたら、まず』日本野鳥の会

埼玉県支部“の旗か、青い腕章をつけた担当

者を探して、遠慮なく声をおかけ下さい。私

達もあなたを探していますので、じL配なく。 

集合：午後 2時45分 京急大師線小島新田駅

解散：午後 5時ごろ 

担当：小林みどり、松井昭吾 

見どころ：夏羽のシギ・チドリを眺めながら

過ごす週末の午後のひととき。お勤め

の方も帰りがけにお立ち寄り下さい。 

革靴でも歩けるコースです。 （注：但

しハイヒールは不可）。 

ご芙篇生是壁藍］ 
期日：5月10日（日） 

集合：午前9時30分 秩父鉄道大麻生駅前

交通：秩父鉄道熊谷9: 06発または寄居 

9:03発に乗車 

担当：諏訪隆久、林滋、菱沼ー充、森本圃夫、 

関口善孝、菱沼洋子 

見どころ：荒川の“夏告鳥”たち。天までと

どくセッカの声、景気よく唄うオオョ

シキリ。川辺がにぎやかになると、も

うすぐ、夏。 

憂蕪-J 
期日：5月10日（日） 

集合：午前8時 浦和駅西口バスロータリー 

（集合後、現地までバス） 

担当：福井恒人、楠見邦博、草間和子、小林

みどり、手塚正義、伊藤芳晴、笠原伸

子、田口浩司、羽石幸子、嶋田和江 

見どころ：薫風になびく亡にの飾り羽。ウユ

ディングドレスを思わせる、その清ら

かな美しさに思わずため息が・・・・・・ 

注意：集合時刻が早くなりました。 
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ii蕪燕蕪藍］ 
期日：5月10日（日） 

集合【午前9時 JR川越線西川越駅前 

担当】佐久間博文、長谷部謙二、石井幸男、 

三田長久、黒田佳子、柳原正昭、小野 

光明 

見どころ：サギの仲間や力ワセミなど、水辺

の鳥を見るなら、ここ、西川越。 この

季節には渡りのシギ・チドリを探す楽

しみも増えます。 

t蕪罵燕薫憂熱 
期日：5月10日（日） 

集合：午前7時20分 丸山公園北駐車場 

交通：高崎線上尾駅西口1番バス乗り場から

西上尾車庫行き 7【 03発に乗車、終点

下車 

解散】午前10時ごろ 

担当】乗田実、吉原俊雄、榎本秀和、岡安征

也、内藤義雄、赤瀬征雄、立岩恒久 

見どころ：毎年意外なお客様が訪れ、 ‘‘早起

きは三文の得”を実証し続ける早朝の

丸山公園。今年はどんな得があるかな？ 

i嚢範燕蕪蕪］ 
期日：5月10日（日） 

集合：午前9時 JR東北線東大宮駅東口

担当】中島康夫、松井昭吾、藤原寛治、馬場

昇、林慎ー、入山博、墨江光子 

見どころ】ムナグロ、キアシシギなど数種類

のシギ・チドリが水田で羽を休めてい

ますo 燃え立っようなアマサギの夏羽

も楽しみですね。 

蕪燕蕪喜薫蕪襲］ 
期日：5月17日（日） 

集合：午前8時15分 京浜東北線北浦和駅東 

口（集合後、バスで現地へ）または、 

午前9時 浦和市立郷土博物館前

後援：浦和市立郷土博物館 

担当：楠見邦博、福井恒人、渡辺周司、手塚

正義、伊藤芳晴、笠原伸子 

見どころ】高原へ向かうカッコウ君、三室の  

斜面林でちょつとひと休みしていかな

い？ そしてひと声、聴かせてくれな

い？ みんな楽しみにしているよ。 

蕪導薫璽蕪襲蕪蕪燕 
期日：5月23日（土）~5月24日（日） 

ただいま、参加者を募集中です。詳細は、先

月号をご覧ください。 

蕪燕蕪蕪蕪】 
期日：5月24日（日） 

集合】午前 9時 西武新宿線狭山市駅西口

交通：西武新宿線本川越7: 42発または所沢 

8:39発に乗車 

担当：長谷部謙二、三田長久、石井幸男、佐

久間博文、柳原正昭、小野光明 

見どころ】ときには鳥を脇役に。入間川探鳥

会では初めて迎える新緑の季節。道端

に咲く草花や初夏の景色を主役に、の

んびり散歩もいいですよ。 

護11'E薫三鷹葱醸］ 
とき：5月30日（土）午後1時～2時ごろ

会場：支部事務局 

野鳥写真クラブ定例会 
""'"“~ 

とき：5月30日（土）午後2時ごろ～5時

会場：『しらこばと』袋づめの会と同じ 

譲蒸ミ瀬罵蕪罵蕉蕪灘 
期日：5月30日（土）-.5月31日（日） 

定員に達しましたので、締め切りました。ご

応募ありがとうございました。参加される方

には、詳しい案内書を送付いたします。 

護曹iiて誓蘭羅蕪蒸1 
期日：5月31日（日〉 

集合】午前9時30分 秩父鉄道三峰口駅前

担当】林滋、町田好一郎、小林みどり

解散：現地にて午後2時ごろ。 

見どころ】夏鳥を楽しむ小さな旅。深山の趣

きを味わいながら、キビタキ、 コマド

リなどを探します。一泊の夏鳥ツァー 

に行けない方は、どうぞ、 こちらへ。 
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1月19日（日） 浦和市 三室地区

囚 62人国晴園カワウ コサギ

カルガモ コガモ オナガガモ ホシハジロ

チョウゲンボウ イカルチドリ タゲリ タ

カブシギ イソシギ タシギ キジバト コ

ゲラ ヒバリ 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 ッグミ シジュウカラ メジロ ホオジ

ロ カシラダカ アオジ カワラヒワ シメ

スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス

ハシブトガラス （34種）新年初めての探鳥会

で、賑やかな楽しいゆったりした集いでした。 

風がやや強かったが、見沼田圃のあちこちに

紅梅や白梅が咲いて、春の息吹が聞こえてい

ました。探鳥会は、参加者全員で作って行く

ものでしょうが、今日はK氏がナキハクチョ

ウの本邦発出現の記事の切抜きを持ってきて

くれたり、K2氏が、鈴木支部長の写真展の

埼玉新聞の記事のコピーを参加者に配ってく

れたり、非常に嬉しいことでした。みんなで

作る埼玉県支部に幸いあれ！ （楠見邦博） 

1月25日（土）『しらこばと』袋づめの会

作業を楽しんだ人 荒木恒夫、海老原教子、 

海老原美夫、角田真喜子、草措湘子、桜庭勇、 

塩野谷静子、鈴木啓紀、墨江光子、中村治、 

馬場昇、平野樹夫、藤野富代、渡辺敦（14人） 

1月25日（土） 写真クラブ定例会

参加者 17入 

乍品発表 スライド 2人 ビデオ 2人 

1月26日（日） 狭山市 入間川

囚 16人国晴園カィッブリ ゴイ

サギ コサギ マガモ カルガモ コガモ

オナガガモ トビ キジ イカルチドリ

マシギ イソシギ ユリカモメ キジバト  

カワセミ コゲラ 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 ッグミ ウグイス エナガ

シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ

カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ オナ

ガ ハシボソガラス ハシブトガラス（37種） 

昼間活動している働き者もたまにはいるが、 

ゴイサギは普通夜行性の鳥とされている。で

は、昼間は何をしているのか？ここ入間川で

は、北風の当たらない窪地で12羽が仲良く日

向ぼっこをしていた。一見、呑気そうに見え

るが、毎年生活の場を追われている彼らにし

てみれば、自らの生活環境を破壊している人

間の方がよっぽど呑気に映るのだろう。 

（長谷部謙ニ） 

1月26日（日） 川口市 座間 

図 34人国曇園カワウ コサギ

カルガモ チョウゲンボウ キジバト コミ

ミズク カワセミ ヒバリ ハクセキレイ

タヒバリ ヒョドリ モズ ジョウピタキ

ツグミ カシラダカ カワラヒワ スズメ

ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブ

トガラス（21種）タ闇の枯れ野からコミミズ

クが現れ、ゆったりとした羽ばたきで低空飛

行。目前で獲物をねらっている姿も見られた。 

出現鳥は21種と少なかったが、この日お目当

ての鳥が見られ、十分に満足できた。それに

しても、あのコミミズクの顔は「金太郎アメ」 

そのものでした。 	 （手塚正義） 

2月2日（日） 北本市 石戸宿 

囚 24人国快晴園カワウコサギ

カモsP オオタカ ノスリ コジこ工ケイ

バン キジバト アカゲラ コゲラ キセキ

レイ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒョ

ドリ モズ ジョウビタキ ッグミ ウグイ 

作業を楽しんだ人 

参加者 

作品発表 
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ス ヤマガラ シジュウカラ ホオジロ カ

シラダカ アオジ オオジュリン カワラヒ

ワ シメ スズメ カケス オナガ ハシボ

ソガラス ハシブトガラス（31種）前々夜の

大雪そして当日未明の大地震にもめげずに24 

名が参加。白銀の世界を飛び回るジョウビタ

キ、 ホオジロ、 アオジ、 カシラダカの彩りの

美しさ。青空をバックにツンとすましたシメ

とカワラヒワ。空の青さに透けるような白さ

のコサギに感激。 コゲラ後頭部の赤色小斑を

見たもの数名。 ノスリ、オオタカもちらりと

姿を見せてくれた。鳥合わせ終了直後、いっ

ものようにカワウの大編隊が出現した。 

（岡安征也） 

2 月 2 日（日） 茨城県 菅生沼 

囚 27人闘晴園カワウダイサギ 

コサギ アオサギ コハクチョウ カルガモ

コガモ トモェガモ オナガガモ ハシビロ

ガモ オオタカ イカルチドリ タゲリ タ

シギ ユリカモメ キジバト カワセミ コ

ゲラ ハクセキレイ セグロセキレイ タヒ

ノfリ ヒョドリ モズ アカハラ ツグミ

ウグイス 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 スズメ ムクドリ ハシボソガラス

ハシブトガラス（37種）雪景色をバックに飛

ぶコハクチョウの群れ、雪原に遊ぶタゲリ、 

杭の上に止まるカワセミなど、前日の雪のお

陰で、いつもと違う菅生沼の鳥景色でした。 

コハクチョウの群れの中に、 アメリカコハク

チョウを1羽確認しました。 （中島康夫） 

2月 9 日（日） 所沢市 狭山湖 

囚 40人国晴園カィッブリ カン 

ムリカイッブリ カワウ ダイサギ コサギ

アオサギ マガモ カルガモ コガモ ホシ

ハジロ キンクロハジロ ホオジロガモ オ

オタカ ノスリ ユリカモメ キジバト コ

ゲラ 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 ジョ

ウビタキ シロハラ ツグミ ウグイス シ

ジニュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ

アオジ カワラヒワ シメ スズメ ムクド 

リ ハシボソガラス ハシブトガラス（38種） 

昨シーズンから始めた多摩湖サイクリングロー 

ドを通るコースをとつたが、林の鳥がほとん

ど出ない。アオジ、ウグイスの声を聞き、上

空にオオタカを見て狭山湖に着く。下見では 

10種のカモを見たのだが、 6種類しかいない。 

幸い約半数が初めての参加者であり、マガモ、 

カルガモ、 コガモ、 キンクロハジロのそれぞ

れ違った美しさに喜んでもらえた。多数のユ

リカモメが湖面を舞い、岸辺にはアオサギ、 

カワウ、カラスが群れており、一味違った狭 

山湖を楽しんだ。 	 （三田長久） 

2月11日（火。休） 長ir 可 辰瀞 

囚 79人国晴園カィッブリ コサ 

ギ オシドリ マガモ カルガモ コガモ

トビ オオタカ コジュケイ イカルチドリ

イソシギ キジバト ヤマセミ カワセミ

コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグロ

セキレイ ヒョドリ モズ カワガラス ジョ

ウビタキ ツグミ エナガ シジュウカラ

メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ カ

ワラヒワ イカル シメ スズメ ムクドリ

ハシボソガラス ハシブトガラス （36種）朝

の下見は寒くてポケットから手を出すのもい

やだった。河原に下りて見たら、対岸の木の

枝にヤマセミが 2羽止まっていた。探鳥会が

始まるまで待っててくれたらなあと思いなが

ら集合地に行ったいね。 初はイカルの群れ、 

そして、オシドリ、カワセミ。白鳥荘を過ぎ

たころ、誰かが叫んだ。 「ヤマセミ、ヤマセ

ミ！」 と。 リーダーはほっとした。後はヤマ

セミフィーバー。解散後は 2羽になり、ダイ

ビングしたり、岩に止まったり、大サービス。 

皆様お疲れ様でした。青山さん、味噌汁ごち 

そうさま。 	 （林 滋） 

行事報告タイトル大募集 

現在のタイトルは、渡辺周司さんにお願

いして描いていただいたものですが、そろ

そろ模様替えをと考えております。縦横比

を現在と同じにして、墨や黒インクなどで

描いた作品を編集部までお寄せ下さい0 
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しらこばと 昭和63年8 月 2 日第 3 種郵便物認可 平成 4年 5 月 1日発行 

護接 当支部の名前は変わりません iii毒~ 

財団法人埼玉県野鳥の会という団体が、財 

団法人埼玉県生態系保護協会という名前に変

わるという新聞報道があり、当支部事務局に

お問い合わせの電話が何本もありましたが、 

当支部の名前は変わりません。 

今回名前が変わった団体はもともと日本野 

鳥の会とはまったく別個の活動を続けている

団体です。私たちは昔からもこれからも「日

本野鳥の会埼玉県支部」 として、変わらぬ活

動を継続します。 

i奪i三バードウィークイベント・野鳥画展雄誓三 

4 月号で作品募集のお知らせをした野鳥画

展、いよいよ今月開催です。 

タイトル 環境を考える野鳥画展 

期 間 5 月 9 日（土）~17日（日） 

午前10時～午後 8 時（ 9 日は午後

から、 17日は午後 5 時まで） 

会 場 熊谷駅ビルAZ熊谷4階カプセル

プラザ（ェスカレーター横） 

入場無料 

自然の象徴である野鳥たちが、画家の目を

通して静かに環境問題を語りかけます。 

展示作品の販売もあります。 

誓妾主誓ii 第 1 回神泉村探鳥会開催 主誓奪iii 
神泉村産業観光課と同村コミュニティづく

り推進協議会主催の探鳥会が、城峯公園周辺

と神流湖を舞台に 3 月 22日開催され、当支部

から講師として町田好一郎・林滋・堀越省―

の 3 名が参加、指導に当たりました。 

30名募集のところ、役場スタッフも入れて 

53名もの地元の人たちが集合、村営マイクロ

バスに乗ってまわり、神流湖ではミサゴ・ヤ

マセミ・オシドリなどを見て大喜び、城峯山

ではカラ類の混群やアトリの大群に大感激、 

次回探鳥会での再会を約して散会、なごやか

な探鳥会でした。 

婆誓言バードウィーク野鳥写真パネル展i圭ミミ 

4月号でも一部ご紹介したパネル展は次の 

3 カ所で開催されることになりました。 

4月13日～ 5 月8日 三菱信託銀行浦和支店 

4月28日～5 月18日 JR亀戸駅ビル 

5 月 6 日～ 5 月22日 三菱信託銀行大宮支店 

護護5月の土曜日当番（ 2時～6時）主i三圭三 

2 日 草間和子 羽石幸子 

9 日 登坂久雄 藤野富代 

16日 山部直喜 海老原美夫（編集会議） 

23日 事務局休み 

30日 袋づめの会（ 1時から） 

義霧護 会員数は三妻幸要寧要華要 

4 月 1日現在 1,872 人です 

う舌一重力幸反」昌矛 

3 月12日 今年度鳥獣保護員として、福井恒

人幹事を継続推薦する手続き（事務局）。 

3 月14日 編集会議（ 4 月号編集作業）。 

3 月30日 『しらこばと』 4月号を浦和中郵

便局から発送（事務局）。 

3 月30日 棚卸しなど事業部事務処理（草間

和子）。 

3 月31日 普及部だよりと土曜日当番に関す

るアンケートを役員リーダーに発送（楠見

文子、海老原教子）。 

「編集内容のご紹介 Part 2：行事あんな

い」に一言つけ加えます。一人でも多くの方

に探鳥会に来て頂きたいばかりに、 “見どこ

ろ”に魅力的な鳥の名前を書き連ねてしまい

がちです。が、これらの鳥が本番の探鳥会で

必ず見られるとは限りません。鳥さんに連絡

をとって「明日、必ず来てね！」とか言える

といいんですけど。 “見どころ”に書いてあ

った鳥が探鳥会で見られなくても、リーダー 

や私を恨まないでください。 （小林みどり） 

『しらこばと』1992年 5 月号（第96号） 	定価 100円（会員の購読料は会費に含まれます） 

発行人 鈴木忠雄 編集発行 日本野鳥の会埼玉県支部 正レFAXO48 (832) 4062 
〒336 浦和市岸町4丁目26番 8号プリムローズ岸町 1 07号 郵便振替東京9-121 130 
印刷 望月印刷株式会社 	 （本誌掲載記事の無断転載はかたくお断わりします） 
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