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「数え上げた浅川流域の野鳥２」を出版して 

                                  粕谷和夫 

カワセミ会発足 20 年を記念して「数え上げた浅川流域の野鳥２」を出版することができました。「数

えあげた・・・」という名称は、野鳥の羽数や巣の数を「数えて、記録し、それを蓄積」したものとい

う意味が込められています。内容は 20ヶ所で毎月行っている野鳥

の定期カウント、オオルリ他夏鳥調査、冬鳥一斉カウント、サシ

バ等渡り調査、セキレイ・ヒメアマツバメ・ツバメの集団ねぐら

調査、イワツバメ・カルガモ・その他野鳥の繁殖調査、会員の庭

に来る鳥調査などの結果がまとめられている他、１万件におよぶ

「鳥信」の情報が整理されています。また、2001～2004年に実施

したツバメとカラスの巣調査で 2000 を超えるツバメとカラスの

巣の調査結果、ツバメ巣台設置調査結果等が整理されています。

ツバメとカラスの巣の調査結果は GISという手法を使って地図情

報を含んだデータベースとして整理しました。膨大なデータは添

付している CDにすべて収録されています。 

カワセミ会の調査活動及び今回の出版物に対し多くの方から激

励や書評をいただきました。そのうち都市鳥研究会代表の唐沢孝

一氏から頂いたメールの抜粋は以下のとおりです。「数え上げた生

データは、記録した時点で次々と過去のデータとなり、多くはフ

ィールドノートに死蔵されてしまうのだが、こうして立派な出版

物として残すことにより、過去形となったデータは未来のために

データとして甦ることができるのではあるまいか。客観的なデー

タや数値は、それだけでは意味が読み取れない。数値を読み取る

読者側に著書の真価は一任された形をとっている。しかし、10 年 30 年、50 年、100 年後の後世の人が

データをひもとくことにより、解析され、比較され、脚光を浴びるにちがいない。その意味で、本書は

過去のデータではなく、未来のために遺されたものでもある。」 

2006年 7月 8 日に出版記念報告会を開催しました。その報告会に出席された日本野鳥の会東京支部研

究部の川内博氏から、「データを 30年重ねるとその中から何かを見出せるのではないか」という言葉を

いただきました。「継続は宝なり」をモットーに 20 年続けてきた野鳥の調査活動の結果をとりあえずま

とめ、公表したというのが今回の意義ではないかと思います。カワセミ会の活動は 30年目に向けて既に

動き出しています。次の 10年では、周辺の環境とその関連も何とか記録し、環境と野鳥の変化を知る手

がかりを得たいと思います。 

ところで環境をどのように記録するか、これは難問です。しかし、あまり難しく考えずに身の回りに

起こる（起こった）現象を記録しておくだけでも、貴重なデータになると思います。例えば０年●月に

どこどこで田んぼが埋め立てられて住宅地に変わったとか、どこどこにコンクリート橋が出来たとか、

どこどこに高層ビルが建ったとか、どこどこの丘陵地が開発されて公園墓地が出来たとか、どこどこの

谷戸が産業廃棄物処理場になったとか、００川の●●付近が河川改修されて低床護岸が作られたとか、

００の巨木が台風で倒れたとか、このような記録の積重ねが大切ではないかと思います。また、周囲の

環境を写し込んだ野鳥の写真も貴重な記録になると思います。次の 10年では環境を意識しましょう。 

 
「 

 
「数え上げた浅川流域の野鳥２」 
出版の記事（産経新聞 H18.6.16） 
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唐沢孝一（都市鳥研究会会長） 

サブタイトルとして「八王子・日野カワセミ会 

二十年間の観察記録」とあるように、過去 20 年

に及ぶ野鳥調査を記録したもの。会長の粕谷和夫

氏より寄贈していただいたが、粕谷氏とグループ

によるエネルギッシュな活動には脱帽である。 

ツバメの繁殖調査、集団塒の調査、定点観察の調

査そして、冬鳥やオオルリ・サシバ・ヒメアマツ

バメ等々の特定種の調査など、会員が総力をあげ

て現地に出向き、実際に手足を使って調査した結

果である。データの引用とか孫引きではなく、こ

のうような地域に密着した地道な活動がこれほ

ど成功しているのは、粕谷氏のリーダーシップと

メンバーによる協力によることは確かだが、やは

り鳥や自然に対する飽くなき探究心があればこ

そではあるまいか・・・。 

数え上げた生データは、記録した時点で次々と

過去のデータとなり、多くはフィールドノートに

死蔵されてしまうのだが、こうして立派な出版物

として残すことにより、過去形となったデータは

未来のためにデータとして甦ることができるの

ではあるまいか。 

客観的なデータや数値は、それだけでは意味が読

み取れない。数値を読み取る読者側に著書の真価

は一任された形をとっている。しかし、10 年 30

年、50 年、100年後の後世の人がデーターをひも

とくことにより、解析され、比較され、脚光を浴

びるにちがいない。その意味で、本書は過去のデ

ータではなく、未来のために遺されたものでもあ

る。 

 

川内博（日本野鳥の会東京支部研究部） 

 このたびは、貴書『数えあげた浅川流域の野鳥

２』を賜り、ありがとうございます。貴重なデー

タが公表され、大変重要な資料として、今後末永

く活用できる内容と思います。 

本会誌等で紹介させていただきます。 

 

市田則孝（NPO法人バードライフ・アジア） 

 ご無沙汰していますが、お変わりなくご活躍の

ご様子、何よりです。この度は「数えあげた浅川

流域の野鳥２」のご出版、おめでとうございます。

内容を拝見して大変に感銘を受けています。野外

調査も大変ですが、調査のあとにきちんとまとめ

るのもまた、とてもたいへんですから。各地で行

われている関連の活動の大きな参考になるもの

と思います。 

 今、雑誌「バーダー」で環境問題に取り組んだ

30年をまとめているのですが、ちょうど次号に書

こうと思っていた内容が環境問題と科学性のこ

とでしたので私も参考になります。山階鳥類研究

所と協力して環境省の行政にも科学性をもう少

し入れるよう申し入れる準備をしているところ

です。7 月 8 日の集まりにはぜひ参加したいと思

いましたが、この日は北海道です。残念ですが、

ご盛会をお祈りします。 

 お陰さまでバードライフ･アジアもだいぶ、体

制ができてきました。国内の問題はパートナー団

体としても日本野鳥の会のお役目ですが、国際的

に重要な問題などはパートナーと相談しながら

直接に行ったりしています。その意味で、やんば

るも改めて取り組む必要があると考え、現在、準

備中です。いつぞやはお世話になり有難うござい

ました。この冬あたりに国際シンポジュウムをし

て問題の再提起をはかりたいと思っています。 

    

浜口哲一（平塚市博物館） 

八王子市と日野市をフィールドに活動されて

いるカワセミ会という野鳥同好会の 20 年間にわ

たる調査記録を集成した報告書です。題名に「数

え上げた」という表現が使われているように、毎

月１回の定期的なカウント記録が一つの柱にな

っており、多摩川・高尾山など 20 ヶ所で最長 22

年間にわたって調査が続けられています。20 年間

のデータには、鳥の動向が如実に反映されており、

ガビチョウの分布拡大、カモ類の減少などがはっ

きり示されています。 

また、八王子市日野市の全域を対象にしたツバ

メの巣の分布調査、カラスの巣の分布調査なども

行われており、その詳細な結果が紹介されていま

す。野鳥の同好会は多数ありますが、探鳥会で鳥

を楽しむことを中心にしている会がほとんどで、

この会のように地道な調査をきちんと積み上げ

ている会はごく少数派でしょう。わが野鳥の会神

奈川支部でも県内 80 ヶ所ほどの定期カウントを

続けていますが、まだ８年目、上には上がいるも

のだと感心した次第です。 

 

池野進（日本野鳥の会茨城支部長） 

 興味深い冊子をお送り頂きましてありがとう

ございました。調査記録をもとにした内容はとて

も大きな意味があり、貴会の活動をかい間見る思

いがします。 

 これからも末長く活動を続け、貴重なデータを

積み上げていって下さい。 

 なお、支部報７月号で、この冊子を紹介します。 

「数え上げた浅川流域の野鳥２」を近隣の自然保護団体、図書館、博物館等へ送ったと

ころ、書評や礼状が届きました。（敬称略） 
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川畑紘（国分寺野鳥の会） 

 今般は、「数えあげた浅川流域の野鳥２」をお

送りいただき、有難う御座いました。八王子･日

野カワセミ会の素晴らしい活動に、また素晴らし

い内容の出版に敬意を表します。 

 私共、国分寺野鳥の会は、国分寺市民を中心に、

野鳥をテーマに自然と親しむ人たちが集まって、

親睦会として活動を続けております。会の設立か

らまもなく 20 年になろうとしておりますし、会

員数は現在 60 数名で、定期的な活動は継続して

いますが、私共の会は親睦会活動が基本というこ

ともあり、野鳥の記録なども近年データを整理し

たばかりで不十分ですので、貴会の徹底した活動

には、心から敬服しているところであります。 

 今後もますます大きく発展され、大きな成果を

あげて行かれますよう期待し、お祈り申し上げま

す。また、同じ多摩地区の野鳥関係団体として今

後も何かとお世話になることがあるかと思いま

すがよろしくお願い申し上げます。 

 

塩谷暢生（堀の内 里山農業クラブ） 

浅川の野鳥２、お送りいただきありがとうござ

います。活動内容にただただ驚くばかりです。 

ヒバリ：由木地区では、絶滅に近い状態です。

畑がなくなったためです。今では、多摩ニュータ

ウンの空き地を中心に鳴いている程度です。いず

れ住宅が建ちますので、心配です。 

ガビチョウ：生活圏を広げているのは、驚くば

かりです。昨年、庭に来てけたたましい声で鳴き

ました。今年は、最近、女房がムクドリ？と言っ

たのでよく見るとガビチョウでした。落葉をひっ

くり返していました。 

 

内野秀重（長池ネイチャーセンター副館長） 

このたびは、「数え上げた浅川流域の野鳥２」を

ご寄贈いただきまことにありがとうございます。

貴重かつ膨大なデータの集積にはいかほどのご

苦労がかかっていらっしゃるか、頭が下がります。 

 さっそく、長池ネイチャーセンター内の開架書

架に収蔵し、会報「かわせみ」とともに、来館者

が閲覧できるようにいたしました。今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

早川貞臣（日本の鳥類地方書目録作成者） 

 この２週間北陸３県（福井県、石川県、富山県）

の調査にまわり、昨夜帰宅したところです。貴会

の素晴らしい活動については、鳥類地方書調査の

際にも感じておりました。また、先日、「数え上

げた浅川流域の野鳥２」を刊行された旨はお聞き

し承知しておりました。何時かは収録したいと考

えておりましたが、思いもかけず早々に手にする

ことが叶い、ご配慮に感謝します。 

 私の目録は調査途上ではありますが、勧めもあ

り中間的にまとめたものです。引き続き各地をま

わり 2010年の完成に向けて努力する所存です。

「鳥類地方書目録―鳥に関する都道府県別図書

リスト―」をお贈りいたします。お目通しのうえ、

お気づきの点があればご教示下されば光栄に存

じます。これをご縁に、ご指導を賜りますようよ

ろしくお願いします。 

 

 

岩本嘉之 

カワセミ会２０周年記念誌発刊おめでとうご

ざいます。日頃、無音に過ぎ、会の皆様にご迷惑

ばかりおかけしております、今回、この重い記念

誌を郵便ポストまで運んでいただいた会友の方

に、申し訳なさで一杯です。 

 重みといえば、記念誌の装丁、内容ともに“重

厚”さが、溢れています。長期に亘って、取り続

けた記録に「継続することは力」を感じ、活動を

「点から線、そうして面」へと、導入してくださ

ったリーダーの方々の努力が、立派に成果として

表れていると思います。 

 他の会のことは分かりませんが、今回の記念誌

発刊によって、カワセミ会が、ただ酒好きの趣味

人の集まりでないことに、末席に連なるものとし

て、ますます、誇りを感じます。 

どうか、今後とも、息の長い活動が展開出来ます

よう、よろしくお願いいたします。 

神谷古牧 

予想外、期待以上の素晴らしいできばえに感激

致しました。編集に尽力された方々に、深く敬意

を表します。 

 

川上恚 

２０年記念誌「数え上げた浅川流域の野鳥２」

の配本のため、八王子西部地域でお届けできそう

な１０箇所ほどお預かりいたし、立派な本だと自

負しながら早速お届けしました。 

日影沢の高尾グリンセンター森の図書館へお届

けしましたら、管理者が「山奥まで届けてもらい

有難う」と言って、その場ですぐに開封するや「立

派な本ですね、体裁も良いですが、貴重な内容で

素晴らしい、カワセミ会の皆さんの活動が一杯詰

まっていますね。これを出すには大変だったでし

ょうね・・・」と感想を述べられました。 

 なお、連休のためか留守宅が多く、大きなポス

会員から寄せられた感想文（敬称略） 
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トへは入れられましたが、小さなポストには入れ

られず持ち帰り、午後に、さらに夜になってお届

けしましても留守・・・旅行なんでしょうか？あ

せらず残り分をお届けしようとしていますが、一

日でも早く届けたい気持ちです。 

それから、会員外の方から早速購入したいと申

し出がありました。自負できる立派な記念誌であ

る・・と私の感想です。 

 

川戸恵一 

「数え上げた浅川流域の野鳥２」は５月１日に

確かに杉森様から拝受致しました。表紙を一瞥す

るだけでも思い出が走馬灯の様に駆け巡ります。

内容の濃い素晴らし出来です。グラビヤ、挿し絵、

そして無数のデータの収集と其の取り纏めを見

て素晴らしい出来栄えと思うと共に、若いとき聞

いた言葉を思い出しました。 

「皆さん日記を付けなさい、日記を付けない一

日は失われた一日だからです」、確固とした足跡

を残された皆さんに拍手をお送りすると共に、日

野自動車の御親切に感謝申し上げます。 

 

佐藤サヨ子 

先ず、表紙を装丁された今野さんの力作に拍手

を送りたい。そして千葉さんのふんわかとした楽

しいカットが、中の硬い文章とデータを読みやす

く、解かりやすく導いてくれるのがいい。付属さ

れたＣＤの中身もあれだけの膨大なデータを読

み込むのさぞ大変だったろうと推察された。 

編集に携わって下さった皆様、本当にご苦労様

でした。そしてなによりも、この夢に向かって陣

頭指揮にあたられた粕谷会長に心からおめでと

うと申上げたい。 

 

下重喜代 

２０年間の素晴しい観察記録集発刊おめでと

うございます。手に取るや感動し、熱心な会員の

一人であった亡き夫の仏前に供えました。これだ

けのデータの蓄積を記録にまとめるにあったて

のご努力・ご苦労は並大抵ではなかったと拝察し

ております。 

浅川流域の野鳥を通して、環境の変化が読み取れ、

今後の持続可能な流域の自然を考える上で、第一

級の貴重な資料となるでしょう。 

 先日、カワセミ会の探鳥会をご紹介した方から

「とても親切に丁寧に教えてくださいました」と

感謝されました。共に高い精神性と科学的な裏付

けに基づいたボランティア・ワークの真髄をみる

思いです。今後もますます素晴しい活動の輪が広

がり、次世代につながることを願ってやみません。  

 

森久美 

「数え上げた浅川流域の野鳥２」のお礼をまず

言わせていただきます。入会して間もなく、また、

会費も送れて納入、観察会にもなかなか行かれず、

ML と掲示板を眺めているだけの私がこんなすご

い本をただでいただけるなんて、ラッキー以外の

何ものでもありません。 

装丁もすばらしですが、中身の重さに感動しま

す。地道な調査の重さと、事実の積み重ねの確か

さって何よりも強いような気がします。ありがと

うございました。学校にもプレゼントしていただ

いたようで、ありがとうございました。子どもた

ちの見えるところに展示したいと思います。 

 

森松幹治 

貴重な成果物を拝受しました。郵便受に重い本

が届き、あけてみて驚きました。各ページ内容が

濃く、素晴らしい記録の集積です。これだけ克明

な長期間の記録の編集に１ヶ年を要したとあり、

ご苦労の程が察しられます。なんの協力もせず、

恥ずかしいばかりです。   今後は、少しでも

参加できるようにしたいと思っております。 

 本当に、お疲れさまでした。有り難うございま

した。 

 

横山由美子 

何にも協力せずにこのような立派な記録をい

ただいて申し訳ない思いがします。わかりやすく

丁寧な記録の整理にはその能力と労力とに頭が

下がります。 

ＣＤは無精者の私にとって大変ありがたいで

す。鳥信でガビチョウが家の近くに来たのが何時

だったかをすぐに調べることができました。 

 最近読んだ本「海をわたる蝶」（日浦勇著）に、

いかにアマチュア観察者の役割が重要かが強調

されていました。カワセミ会の記録が例えば、世

界の生物の変化の研究に役立つ日が来るのかも

知れないとの思いを強くしました。 

 

渡辺敬明 

4 月 29 日、「野鳥２」の袋詰め作業に参加いた

しました。 

寄贈用「宛名シール」貼りを担当。封筒に正対し

気合で 160 枚（1 枚ややズレ）完貼り（？）しま

した。黙々と熱気いっぱいの作業が続き、最後に

全員で楽しく封筒宛名チエックをして終了。初め

て「会員」を実感しました。 

 それから 10 日。やっと一通り「野鳥２」を読

み通しました。あらためて、これは重いものだと

思いました。会長、編集員はもとより、この報告

書に協力又参加された方々全員の長い歳月、持続

結集された熱い気持ちが最後のページを閉じた

時、はっきりと伝わって参りました。 発刊まで

のご努力に感謝すると同時に、いま会員であるこ

とを誇り思っております。 
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「数え上げた浅川流域の野鳥２」出版記念報告会を開催 

 

「〖野鳥観察から見えてくる自然環境の姿」をテーマに、７月８日（土）13:30～16:40北野市民セン

ター8Fホールにおいて「数え上げた浅川流域の野鳥２」出版記念報告会が開催されました。 

調査内容の報告では、選りすぐりの野鳥写真や様々なグラフなどを駆使したビジュアルな発表で、「数

え上げた浅川流域の野鳥２」の内容と意義を参加者はよく理解できたのではないかと思います。 

パネルディスカッションでは、会員や一般参加の方のお話から、探鳥の楽しさとともに「デ－タを積み

重ね続けること」、そして更にそれを広く示していくことも大事ではないかと改めて感じました。 

報告者はもとより、当日早くから、受付、照明、マイク、パワ－ポイント等準備作業を進めた多くの

会員に感謝いたします。 

以下、報告会の概要を報告します。                  （記:長谷川篤） 

                              

１．報告会の実施内容（司会進行：川上 恚） 

1.1 挨拶(粕谷会長) 

1.2 調査内容の報告 

(1)写真で見る浅川流域の野鳥       （報告者 大川征治） 

(2)皆で探そうツバメの巣調査結果     （報告者 粕谷和夫、阿江範彦） 

(3)野鳥定期カウント結果の概要      （報告者 佐藤哲郎） 

(4)その他各種調査結果のうち特徴的な事項 （報告者 粕谷和夫） 

1.3 パネルディスカッション          （コ－ディ－ネ－ト 粕谷和夫） 

・野鳥調査に参加して得られたこと、感じたこと、今後の課題等 

※ 参加人員 ８４名（会員 ５６名、一般 １８名） 

 

２．パネルディスカッションの内容 

2.1 会員の皆さんから 

調査地区の状況やその変化、野鳥との出会いや自然観察の楽しさ、調査担当者としての思いや感じ

ていること、今後の課題など長年の地道な調査活動に基づいた貴重なお話がたくさんありました。 

・二人で行っている。シジュウカラなど、こんな声、飛び方かといまだに勉強している。浅川では川

底の改修工事でミズモがなくなりきれいな石ばかりとなり、カモの食べるものがなくなってしまっ

たのかなと思う。 

・浅川の中流から下流は工事が多い。工事のたびに川原が変わり、ワンドがなくなる。棲息環境への

影響が心配される。 

・浅川上流部も開発が進み、ヤマセミやカワガラスがここ 5～6年見られなくなった。途中でサシバの

大群と出会ったことがあった。参加者が今は 12～3人になっている。  

・20年以上前、入会当初いつも野鳥の本を持って教わりながら見ていた。 

多摩川は冬場にはカモが 12～3 種、ヤマセミの巣も観察した、ハマシギもいた。だんだんと減って

きている。環境の変化か、いまだに分からない、自然が破壊されていることは事実だ。  

・タカ類がよく出るコ－ス。ヨシゴイ、チゴモズ、オオジシギなど 35～40種は出る魅力ある多摩川の

エリアである。 
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・多摩川では、サバイバルゲ－ムによるプラスチックの弾が河原に一面に落ちている。ラジコンや犬

の散歩をする人も見られる。コガモなどが著しく減少している。ここ 4～5年いつも工事が行われて

いる。 ・戦争ごっこの弾について、プラスチックから古紙に替えるよう法制定を働きかけること

も環境保全活動として大切である。 

・高尾山６号路でアトリの大群を見たときは感動した。先月は、コサメビタキの親子を見た。初期か

らのメンバーが高齢化している。 ・植物や蝶などの昆虫も観察している。 

・日影沢からの山登りで 6～7時間かかる。四季折々の自然を楽しんでいる。デ－タの精度を上げてい

きたい。体力の続くかぎりやりたい。  

・川口川では大きな木や竹薮、植物が少なくなり昆虫や鳥が少なくなった。サギ類が少なくなったが

クイナやバンが出てくれた。 ・小学生Ｋ君が入った。とても熱心で、将来、カワセミ会をしょっ

て立ってくれるように願っている。 

・コ－スの途中でお茶の時間を設けるなど、楽しく長続きするようにしている。鳥の数が減っている。 

・一人でカウントしている。場数をふんで鳥が分かるようになった。探鳥仲間に呼びかける手段とし

てカワセミ会ＨＰの掲示板が使えないか。右岸と左岸を同時に見る手はないものか。  

・探鳥会の折に、ついカメラマンになってしまうこと。ダブルカウントする可能性があること。反省

と課題である。 

 

2.2 一般参加の方から 

日頃から自然保護活動に携わっている方などから称賛、励ましの言葉をいただきました。  

・力をあわせているからこれだけのものができるんだと思う。 

・見るだけ、撮るだけではなく記録することはなかなかできない。単に記録だけでなくみんなが参加し

こういう形で発表することが素晴らしい。こういう活動が自然保護活動に結びつく。  

・記録してまとめて発表するのは、すごいと思う。活動団体としてレベルが高い。関東地区などで発表

会をして情報交換していくともっと広がっていく。  

・植物とのかねあいを考えたい。「数え上げた浅川流域の野鳥２」を自分も１冊ほしいと思って購入し

た。日野市もカワセミ会の活動フィ－ルドに入れてくれてフェアな会だなと思った。  

・「数え上げた浅川流域の野鳥１」そして「２」ができて益々すばらしい。30年やると変化がきちんと

分かり説明できる。並べるとそこから何かが出てくる。あと 10 年やると日本に誇れるものとなる。

支部よりもレベルが高いものがこの会にある。他の団体にもいい刺激になる。「３」を期待している。 

後日、メールでも頂きました（要約） 

・大和田小学校では、４年生の理科や総合的な学習と年 3 回のサタデ－スク－ルで、カワセミ会の皆

様に指導していただいています。子供達は目を輝かせ、「どうやったら鳥が覚えられるか」、「鳥を見

つけるこつは？」等と聞きます。カワセミ会の皆様には大和田小学校だけでなく、市内の多くの小・

中学校で野鳥観察・自然環境問題などでお世話になっています。本当にありがとうございます。私は、

今日の皆様のお話を聞いて、私達にできることは、鳥の好きな大人（先生）を増やし、鳥の好きな子

供達を一人でも多く育てたいと思いました。  
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シジュウカラ連続営巣記録更新中！また来てね！ 

                                    笹 川 佳 子 

巣箱は 1999年に富士森公園での農協祭りで購入しました。庭にシジュウカラがいつも遊びに来て

いましたので、巣箱を付けてみたいと常々思っていました。念願かなって手に入れた巣箱は白い木に

バーナーで焼き色をつけた高級感のある、しかも丸い出入り口のすぐ下に足載せのような小さな板が

付いていました。シジュウカラは足載せ板に乗らないと穴には入れないものだと思っていました。 

 

2000年、庭に来ていたシジュウカラは新しい巣箱が気に入ったようで、まだ日陰には雪が残って

いる寒い時期から巣箱を覗いたり、穴の周りを突っついて自分好みに修正したりしていました。4 月

になり巣作りが始まり忙しそうに苔を運ぶシジュウカラの姿を始めて間近でみる事が出来感激の日々

でした。ＭＬの方から体験談や解説など暖かい応援を頂き大変嬉しく思いました。やがて綿毛のよう

な巣材を運び込まれ、いよいよ産卵かと思っていた時、圏央道関連の工事が始まり毎日重機の振動と

騒音の日々が 2週間ほど続きました。シジュウカラの姿は全く確認する事が出来なくなり巣を放棄し

てしまったのかと諦めていました。ところが静けさの戻った庭にシジュウカラの声、大きな青虫をく

わえて巣箱の中へ。ヒーヒーと雛の声がかすかに聞き取れました。工事の恐怖に逃げ出したのではな

く、この時抱卵中だったのかもしれません。せっかく作った巣をそう簡単に放棄するはずはないと野

鳥の強さを感じた年でした。そして始めて取り付けた巣箱からは複数の雛が巣立って行きました。 

 

2001年、巣箱を取り付けたミツデカエデの幹に猫の爪あとのような傷があるのに気づき、安全の

ために５０センチほど高い位置に付け直しました。猫にしたら５０センチ位高くしても登る気なら全

く問題なしと思いましたが見た目にはかなり高い位置になり、ミツデカエデの柔らかな緑色の葉が巣

箱と良く調和してなかなかの環境となりました。この年は、巣作り、産卵、抱卵と続き巣立ちまで平

穏な日が続くようにと願っていましたが、子育て真っ最中にスズメの集団が巣箱を囲んで多数集まり、

まるで舞台を見ている観客のように群がっていました。屋根の上に５、６羽。入り口の足載せの上で

は２、３羽が交互に何度も雛のいる巣箱の中に頭を突っ込んでいました。まわりの木にも十数羽が止

まり親鳥の来るのを妨害しているようにも見えました。虫をくわえた親鳥は激しく鳴いてスズメを攻

撃、追い払っていました。こんな行動が２、３日続きましたがまた平穏な日に戻り、食欲旺盛な雛の

ために餌運びを必死にする親鳥の姿は小さいながらたくましさを感じました。頼りがいのある親に育

てられた雛は元気に巣箱を離れて行きましたが、巣立ちの現場を見る事は出来ませんでした。 

 

2002年、前の年巣箱の足載せ台にスズメが乗って穴を覗いていた姿を思い出し取り外す事にしま

した。この台がなくても一気に穴に飛び込む事が出来るようです。適した巣箱さえあれば必ず営巣、

産卵、抱卵、餌運び、そして巣立ちとあまり案ずる事もなくやり遂げるシジュウカラに、３年目とな

ると勝手にどうぞお使い下さいと巣箱の提供のみでいちいち行動を監視する事もなく、気楽な大家と

なりました。巣箱の下の草むしりも、木の剪定も、水撒きも遠慮せずに出来、同居人のような気楽な

関係になりました。この年、初めて巣箱から飛び立つ雛の様子を見る事が出来た感動的な巣立ちでし

た。 

 

2003 年も 2004 年も同じ固体なのか、別者なのか全くわかりませんが、毎回同じ様に巣箱の出
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入り口をトントントントン突っついて滑らかにしているような行動が見られました。これら年も我が

家の巣箱を利用し、何事もなく順調に育ち複数の雛が親鳥とともに自然の中に去って行きました。 

 

2005年、シジュウカラがまたやって来ました。巣の出入り口を内から外からとトントン突いてい

ました。突くというよりは頭を大きく振り、叩いている感じです。穴を大きくしているようにも見え

ますが理由はわかりません。トントン行動が終ると巣材の運び込

みなど忙しい夫婦の共同作業が始まりました。そして孵った雛の

ために一生懸命に青虫を運んでいる子育て真っ最中の頃、庭を見

ると巣箱の屋根の上に猫が乗っていました。この猫は室内で飼わ

れているお隣の血統書付き猫、鳥を襲うような行動はなく箱の中

に雛がいる事なんて全く気にせず、堂々と屋根の上に乗っていま

した。あたりを見下ろしている姿は血統書付きだけあってなんと

も風格がありました。２日間だけの家出だったようです。その後

自宅の出窓に座って外を見ている姿を確認し安心しました。スズ

メの襲撃にはかなり激しい鳴き声を発して攻撃していましたが、

猫の時は全く声を立てず静かにその恐怖の状況が過ぎるのを待っ

ているのか姿を見せませんでした。猫の恐怖から 1週間後無事に

巣立ちました。 

 

2006年、今年はお正月に巣箱の屋根を新しく作り直しました。毎年暮れに家の大掃除の時、シジュ

ウカラの巣箱も大掃除です。お掃除のたび頑丈に釘で打ち付けられた屋根を取り外すのが一苦労。つ

いに割れてしまい、新しい板で作り変えました。屋根だけ簡単に取り外す設計にしたらと思いながら

もまた懲りずに釘でとんとん打ち付けてしま

いました。ミツデカエデの木に取り付け８年

目、すっかり中古住宅になりましたが箱自体

はとても頑丈に出来ています。今年もこの巣

箱で７回目の子育てが終わり巣立って行きま

した。 

ある時、友達に「うちにシジュウカラが子

育てしているよ。」と得意になって話すと、「縁

起が悪いからやめた方がいい。」と言われまし

た。え～なんで？？ 始終空、始終空っぽ、

お金が貯まらない、との答え。なるほど、そ

うか～。そういえば私の財布は始終空っぽだ。

でもこのシジュウカラのおかげで心はいつも

豊かなんだあ、と思いながら反論はしませんでした。その後あちこちで四十雀を始終空と関連付けて

いる人の多い事に気付いたことは確かです。始終空なんてぜんぜん怖くない。これからもこの巣箱を

気に入ってシジュウカラがやってくる事を願っています。 

  

 

 

８年目の巣箱 



 10 

受難続きのヒメアマツバメ 

                                        川上  恚 

 

１、 ヒメアマツバメはこんな鳥 

ツバメの仲間とアマツバメの仲間はよく似た姿をしていますが、両者は別グル

ープで、ヒメアマツバメは後者のアマツバメの仲間です。資料によりますと 1964

年頃から太平洋岸の鹿児島県種子島、高知市等で観察されるようになり、1967年

には静岡市で繁殖が初めて確認されました。さらに 1978年には千葉、神奈川、熊

本、宮崎県等でも確認され、その後ヒメアマツバメは分布域を関東以西の太平洋

側に拡大し現在は留鳥と言われています。 

 

２、東浅川町のヒメアマツバメ 

 1988年 5月、八王子市東浅川町、京王高尾線高尾駅東側高架下約 100メートルの区間に 

ヒメアマツバメのコロニー（集団繁殖地）の有ることが分かりました。しかし此処にいつから住み着いた

か分かりませんが、都市鳥研究会会報（vol. 5，No.1  1988 年 5 月刊）によりますと、1987 年頃から住み

着いたものと思われます。 

此処のヒメアマツバメはイワツバメの古巣に羽毛を付けて利用しており、最大約 40巣程の大きなコロニ

ーでしたが、1993年頃から巣の崩落が見られたうえ、高架下に２階建て社宅が建って入居者による防鳥風

船が取り付けられるなどで 1994年 11月頃に消滅（移動）してしまいました。 

 

３、八王子高校のヒメアマツバメ 

 1994 年、東浅川町のコロニー消滅により、周辺のイワツバメの集団営巣地（空き巣）を調査した結果、

消滅した東浅川町のコロニーから約 3.5kｍ東方に位置する八王子市台町の私立八王子高校の高床式鉄筋４

階建て体育館下のイワツバメの空き巣を利用していたヒメアマツバメのコロニーを確認しました。このヒ

メアマツバメは東浅川町の京王高尾線高架下から移動したものと推定し、継続調査したところ、最大 50

巣 約 80羽で八王子市内最大のコロニーでした。  

この場所は体育館の下で広いコンクリート床では、降雨に関係なく一日中テニスなどクラブ活動が行わ

れていましたが、ヒメアマツバメの棲息に影響はありませんでした。 

しかし天井から落下する糞掃除に苦労する生徒の父兄から「糞公害」を問題視された高校では、ヒメアマ

ツバメの追い出し策を検討、この事を知った八王子・日野カワセミ会では「希少種ヒメアマツバメは生徒

の自然環境教育にも役立つこと」から保護策を申し入れました。その結果「２年間は現状維持、その後は

生徒の健康を優先し方策を講じたい」との回答を得ましたが、健康への配慮から更なる要望はしませんで

した。 

2002年 2月に、開放されていた三方向にネットが張られ、2003年には巣の下に糞除けの鉄板が取り付け

られ、コンクリート床には全面に人口芝生が施されました。 

それでもヒメアマツバメはネットの隙間から出入りしていましたが、2004年夏頃から激減、2005年 8月の

6羽を最後に、此処のヒメアマツバメも追い出されてしまいました。 
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４、 京王高尾山口駅のヒメアマツバメ 

 1994年高尾山口駅の高架下にヒメアマツバメの２巣を確認、継続観察しました結果、2005年8月までは、

通年 4～6巣で 6羽～最大 18羽を確認していました。  

同年 11月の観察時には、なんとすべての巣が落とされていました。それでもヒメアマツバメは、日没時

刻ごろには帰巣し巣のあった場所のコンクリート壁面にしがみつく様に止まっているのを確認しましたが、

厳寒に耐えられるか心配でした。 

2006年 2月 4日高尾山定期カウントの千葉さん達が塒の位置のコンクリートに張り付いたヒメアマツバ

メを見て、「小さなテラスを作ったのかと思ったが後で死骸と分かった」と聞かされ、予想が的中してしま

い驚きでした。高尾山口駅のヒメアマツバメは真冬に塒の巣を落とされ寒さに耐えられず死亡落下する等

により、2006年 2月に消滅してしまいました。 なお、此処にはイワツバメが毎年多数繁殖しており好条

件の場所ですので、受難続きのヒメアマツバメ達のコロニーが何時しか此処に復活される事を期待してい

ます。 

  

コロニーのある高尾山口駅高架下 撤去前のコロニー 

  

垂直の壁面にしがみついたままの死骸 落下した死骸 

 

５、 残されたヒメアマツバメ 

 以上３箇所のヒメアマツバメは何れも人為的行為によってコロニーを奪われましたが、中でも高尾山口

駅のコロニーは巣を落とされ寒さに耐えられず死んでしまったようです。 

受難続きのヒメアマツバメですが現在残っている京王線高尾駅西側高架下、JR八王子駅高架下、京王相

模原線南大沢駅高架下、浅川中央高速道路下、浅川大橋下に棲息しているヒメアマツバメの健在を願うと

ともに、新しいコロニー発見の情報を期待して止みません。 
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安曇野だより №２１ 
大関 豊   

１． フクロウの巣箱とムササビ 

もうだいぶ前のこと（多分６～７年）になりますが、粕谷会長が発起人となって「フクロウの会」を発

足させようという動きがありました。私にも活動の参加依頼がありました。フクロウが営巣するような大

木の洞がなくなって困っている（つまり営巣場所が足りない）・・巣箱を作って支援しようではないか・・

という趣旨のものです。ことを聞き知って私もさっそくフクロウの巣箱を作成しご近所にお願いして掛け

させていただきました。フクロウがいるかいないかは二の次でして、我が家の近くでは、以前に一度だけ

ですが声を聞いたことがありましたので、ま、かすかな期待も込めて設置しました。 

１年を過ぎ、２年を過ぎてフクロウの声も聞こえず、まして営巣のきざしすらもなく時は過ぎてゆくの

でありました。期待はわずか、とはいえ巣箱はむなしく木の上に忘れ去られておりました。 

ところが、先日、その巣箱から何やら顔らしき物体が見えたのであります。（おっ、やった～）と思っ

て双眼鏡で見てみるとフクロウではなく「ムササビ」でした。きっとムササビもフクロウと同じく住宅難

なのでしょうね。どうぞどうぞ、

いつまでもお住まいください、家

賃はとりませんからね。（笑） 

それにしても、ムササビがいる

なんて思いもかけなかったので、

嬉しかったですね。利用者はフク

ロウではありませんでしたが、巣

箱をかけた甲斐があった、という

ものです。ムササビは夜行性で昼

間は寝ているはずなのに顔を出す

なんて、何を見ていたのでしょう

ね。外でも見たかったのでしょう

か、それとも寝ぼけていたのでし

ょうかねぇ～。そういえば、ボ～っとした顔をしていました（笑）。 

 

２． 予期せぬ遭遇（その２） 

余談です。この巣箱にフクロウ

は営巣しませんでしたが、今年の

春に近くの山でフクロウと遭遇し

ました。しかもヒナを２羽つれて

いました。何処で営巣したかは不

明ですが、営巣する場所があって

よかったな、と思うと同時に（や

っぱり近くにもフクロウはいるん

だな）と認識いたした次第であり

ました。 

  （２００６年７月記） 
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八王子城跡奥 

 八王子城跡は、今年「日本１００名城」に選ばれました。（東京は江戸城と八王子城の２城） 

今までは交通が不便なうえ数台程度の駐車場でしたが、駐車場拡充で行きやすくなりそうです。 

今回は「オオルリ他夏鳥野鳥調査」を実施している、八王子城跡奥を１周する半日強のコースを紹介しま

す。昼食持参で訪れてみませんか。 

 コースは、城山川上流を沢沿いに稜線まで登ります。稜線を少し行ったテラス状のところで小休止。こ

こから富士見台を経ての下りまでは、ちょっとしたアップダウンが続きます。 

なお、昼食ができるベンチは富士見台と城山にあります。 

トイレは管理事務所（管理棟が開くまで使えない）と、城山にあります。 

交通：自家用車またはバス（高尾駅北口からバスで霊園前下車、八王子城跡入口まで徒歩 20分） 
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北海道探鳥会のベスト５ 

 

北海道探鳥会（１月１８日～２１日）で観察した野鳥

ベスト５の、写真と一言感想です。 

（全観察種数は６３種です。探鳥会の詳細は、「探鳥の

記録」をご参照ください） 

 

オジロワシのカモ猟 

霧多布大橋を渡ったところで左手にオジロワシの豪

快なカモ猟を見てバス一時停止。 

慌てて窓越しにカメラを向けシャッターを切ったが

ボケ写真でした。（写真と文：川上 恚） 

 

霧多布岬のハヤブサ 

寒風吹く霧多布岬で 

クロガモ、シノリガモをねらい急降下、 

眼下の崖に暫しとどまり、 

またハンティングに飛び立つ。 

鋭い目が印象的。 

 

（写真：丸山二三夫、文：千葉槙子） 

 

   北海道探鳥会の探鳥地点（●） 

 

 
 
 

カモに向かって急降下するオジロワシ 
翼長約２メートル、豪快で迫力満点でしたが、 
ハンティングは失敗でした 

 

水面を蹴って飛び上がるカモたち 
オジロワシに襲われるもカモたちは無事でした 
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野付半島のユキホオジロ 

尾岱沼で食事をしたら、外は雪が降っていた。

野付半島は雪の探鳥となったが、先導の嶋崎さ

んからユキホオジロ発見の連絡。 

ユキホオジロの群れは、雪上のハマニンニク

に集まり、急にパラパラッと舞い上がりまた別

のハマニンニクに集まり種を食べまた移動して

いた。雪の中のユキホオジロは一幅の絵のよう

であった。クナシリがよく見えた。  

（写真：大川征治、文：若狭 誠） 

 

知床岩尾別のクマタカ 

雪と山と海の接点、岩尾別の青空に 

クマタカがゆっくりと帆翔する。 

翼の横斑がはっきりと見える。 

私達の他には誰もいない。 

通行止めになった雪道のその先には、 

知床連山が白く孤高に輝いている。 

（写真：大川征治、文：原田佳世） 

  

ウトロ港のウミバト 

１月２０日知床のウトロ港に着くと波が

かなり高く港も一部が結氷しており、鳥は

いないように見えたが遠くにケイマフリを

見つけて撮影を始める。 

暫くして隣の妻が“変わった鳥がいる。

見て”と言われたが“いま撮影中少し待っ

て”と待たせた間に島崎君が見てくれたよ

うで“ウミバトだ”の声が聞こえ慌てて望

遠鏡を覗かせてもらう。するとこの探鳥会

で見たいと思い事前勉強（ウミスズメ科、

北方海域で繁殖して冬北海道へ）をした珍鳥のウミバト冬羽の姿であった。初めは首を少し伸ばし

た姿勢で、全体的に淡色で背には横班が見え腰の一部が白い綺麗な冬羽の姿がみられた。時々潜水

を繰り返し、元とかなり離れたところに浮いてくる。ウミバトは遠く天気も暗くて証拠写真程度し

か撮れない。そのうち近くにいたハシブトウミガラスを間違えて撮影していた。気がつくとウミバ

トは短い時間の間にいなくいなくなってしまっていた。シックなかわいい姿で短時間の観察ではあ

ったが強く印象に残る海鳥である。              （写真と文：大川征治） 
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裏磐梯野鳥観察記 

森田弘文 

 平成１８年５月１２日（金）。JR 八王子駅に夜１０時に集合し、一路裏磐梯を目指しバスは出発し

た。途中何度か SA に留まり、目的地の裏磐梯休暇村に着いたのは午前３時半頃だった。その後、少

しまどろみ、午前５時、門口さんの「おはようございます」の挨拶で野鳥観察会が始まった。外は昨

夜からの雨も止まず、寒さを感じることしきりである。まだまだ眠い目をこすり、休暇村探勝路を歩

くことにした。 

 まず、視界に飛び込んできたのは、芽吹き始めたヤナギの高木であった。緯度・標高から考えても

八王子とは気温差があり、季節の進み具合も遅いようだ。一見オノエヤナギかタチヤナギに見えるが、

どうやらシロヤナギのようである。また、オオヤマザクラの淡い紅色の花弁も印象的であった。まだ

芽吹きの遅いセピア色の世界に点景の輝きを見せていた。観察路付近には、イヌコリヤナギの低木や

ネコヤナギも確認することができ、草本類では、ウバユリやオシダなどが見られ、典型的なブナ帯湿

地の景観である。ヤマハンノキやカンボクが少し芽吹き始め、昨年の残花をまだ付けているノリウツ

ギなどもあった。 

だれかが、「ホオジロだ」と言っても、どうも視線が地面に向かってしまい、植物観察を続けてしま

う。今回の目的は野鳥観察もあるが、最近のマイブームであるスゲ類の観察や採集も期待していたの

であるが、その実（果胞）がまだ熟せず同定が難しい。やはり季節がまだまだ早いようである。道々

にキクザキイチゲなどのスプリングエフェメナルが花をさかせていた。この寒さに飛んで来る虫も少

ないであろう、その花びらは閉じたままである。この寒さでは鳥もまだ活動できないのだろうか、ホ

オジロやカワラヒワなど数種とカッコウやアオゲラなどの鳴き声などを確認した程度であった。 

朝食をバスの中でとった後、レンゲ沼や中瀬沼探勝路を歩く。ここでは、サンショウクイ、コムク

ドリ、アオジ、ノジコ、キビタキ、コジュウカラなどがその美しい姿を見せてくれた。まず、サンシ

ョウクイは飛ぶ姿を追ってみたが、私には、ただのシルエットのみで、白い筋などは確認することが

できなかった。鳴き声を聞くというスタンスがまだできていないのか、はたまた野鳥の鳴き声を聞く

ためのチューニングができていないためか、どうも今一歩はっきりと聞き取れず残念であった。あま

り焦らずに、じっくりと耳の訓練をしていこうと思った。また、コムクドリは、ムクドリよりもかわ

いらしいとの説明であったが、これまた上川口小備品の安い双眼鏡では限界があるようだ。会員諸兄

の持っているフィールドスコープをそのうちいつか購入しようと考えた。さらに少し歩くと、アオジ

の美しい黄緑色の胸をしっかりと確認することができた。また、近い種であるノジコも見ることがで

きた。両者の相違点は胸のまだら模様にあると教えてもらったが、生き物の観察においては、相違点

をしっかりと見極めることが大切であることを改めて感じた。さらに、それらの共通点をふまえ、全

体を大きなまとまりで知ることも大切であると思う今日この頃である。キビタキもその後、何度も見

ることができたことは嬉しかった。胸と腰の部分の黄色と背中の白い斑紋のコントラストが見事で、

たいへんおしゃれな野鳥であると感心してしまった。それぞれいろいろな野鳥が次から次へと目の前

に現われては、感動を与えてくれたが、私がここで一番印象的だったのは、コジュウカラである。頭

を下に向け、木の幹を降りていく姿に目を引かれてしまった。キツツキ類は足のつめが前後２本ずつ

になっており、尾も支点として垂直の幹に上手に留まるそうであるが、はたしてゴジュウカラはどの

ような形態的な特徴があり、あのようなアクロバット的な動きができるのだろうかと考えてしまった。

また、背の青みがかった灰色も渋い感じでお気に入りの鳥である。その後、小さな沼にクロサンショ
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ウウオの卵体を初めて見ることができた。上川小体育館裏の谷戸でみるトウキョウサンショウウオと

は、形・色・大きさとずいぶんと違うことに驚いてしまった。登りつめた展望台からは、湖と自然林

と磐梯山の爆裂噴火口の荒々しい岸壁とが美しくマッチしており、しばし眺めを楽しむことにした。 

しばらくしてから、白雲荘近くを歩いてい

ると、カラマツの巨木に何やら珍しい鳥がい

るとの情報があり、皆の顔が色めきだった。

数十羽の群れでカラマツの頂付近にいる鳥は

イスカという種であるらしい。私の数少ない

ライフバードにももちろん記録のない種であ

る。くちばしがたいへん変わっており、左右

に食い違った大きなくちばしで、針葉樹の種

子のみを食べるそうである。野鳥の好物であ

る昆虫類は一切食べないそうだ。特殊化され

たくちばしは食物との関係で次第にそのよう

な形態に変化したのであろう。オレンジがか

った赤い色だと皆で言っていたが、これまた

残念ながら、シルエットのみの遠望であった。そのうちいつか、くちばしの様子と赤味のある胸を確

認したいものである。 

その後、昼食をとり、バスにて桧原湖を周遊し、野鳥の森へと移動した。ここは野鳥の天国のよう

なところであり、鳴き上手な野鳥たちのさえずりを聞きながら観察することができた。ここでは、今

回の観察会で一番のお目当てであったオオルリとの初顔合わせができた。思わず、「オー！スゴイ」と

喜びの声を発してしまった。白い腹と黒い胸、そして瑠璃色の背が美しく、三色のバランスもよい。

鳴き声も美しいといわれるが、私には三色の彩りのすばらしさに全身目の感覚だけになり、耳の感覚

は失せてしまったようだった。上川口小学校の観察会などでも見ることができず、恋焦がれていた鳥

との出会いは、今後の野鳥観察の大きなステップになったように思う。 

本日の宿泊場所である五色山荘に着き、再び付近を観察することにした。睡眠不足でやや疲れ気味

であるが、行動をともにすることにした。まず、五色沼周辺の散策路を歩き、ビジターセンターを訪

れた。その後、宿舎に戻り、風呂や食事、部屋の先輩諸兄と野鳥談義の楽しい時間を過ごし、床につ

くことにした。 

翌日、小雨が降っていたが、早朝観察会の始まりである。カワセミ会の方々は大変タフで驚いてし

まう。そのエネルギーの源は、野鳥観察への探求心であると感じた。五色沼周辺を歩いて観察を続け

たが、お腹もへりやや観察意欲減退であり、細かくメモができなかったので、観察内容は割愛する。 

食事をすませてから、昨日と同じ中瀬沼周辺や休憩村探勝路を歩き、野鳥観察を行った。最後に皆

で昼食をとり、鳥合わせを行い、まだ見ぬ野鳥たちとの出会いに思いを馳せながら、帰路のバスに乗

り八王子へと向かった。今回は様々な野鳥をみることができ、また、会員の皆様との楽しい語らいが

でき、大変満足した観察会であった。 

 

多くのことをご指導いただいたカワセミ会の皆様に心より感謝申し上げます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

カラマツから飛び立つイスカ 
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三宅島探鳥会 
６月９日～１１日 

                                        久保山嘉男 

待ちに待った三宅島探鳥会。カワセミ会に入って半年、初めての宿泊探鳥会である。しかし探鳥初

日、２日目とも天気予報は大雨。雨の中での探鳥も初めて。探鳥用の雨具など持っていない私は持ち

合わせの雨具を準備しこれでいいのだろうかと不安を抱えての出発となった。 

夜９時半に竹芝桟橋に集合。竹芝桟橋で言われるままにガスマスクを買った。どうせ持っているだ

けで使わないだろうと思っていたら、翌朝、三宅島三池港に到着すると「高濃度ガスが発生していま

すので、ガスマスクを着用して下船してください」とのアナウンスがありびっくり。ガスマスクの付

け方も分からず、皆で、「ああだ」「こうだ」と言いながら着用。船外は硫黄の臭いがして少し胸苦し

さを覚えた。もっとも殆どの人は慣れっこなのかガスマスクをしていなかった。下船して見た島の中

腹の赤茶けて枯れた山林や後で見た溶岩流の跡の真っ黒な地面を見て、６年前の噴火の凄まじさを改

めて感じた。一方、歴史的に何度も繰り返されてきたであろうこのような厳しい環境の中で生き延び

てきた野鳥達はどんな姿を見せてくれるだろうかと期待に胸が膨らんだ。 

探鳥初日はいい天気となった。民宿での朝食も早々に近くを探索。早速イソヒヨドリのつがいを発

見。なんと倉庫のダクトの中に営巣していた。その後、マニュアルシフトの２台のレンタカーに分乗

して、アカコッコ館へ。木の枝から無数に垂れ下がる尺取虫を避けながら、イイジマムシクイやシチ

トウメジロの声を聞きつつ、アカコッコ館の横を通り過ぎて、大路池へと歩く。モスケミソサザイや

タネコマドリの美しい鳴き声を聞いては木々の間に

双眼鏡を向けて探したり、「いま鳴いたのはアカコッ

コだよ」と教えてもらっては藪の中で何か動くもの

はないかと凝視したり、葉っぱの間をちょろちょろ

動くシチトウメジロのくちばしが少し長いのを見て

「こちらの花の蜜は本土より奥のほうにあるのか

な」と勝手に思ったりしながら大路池を半周した。

是非、見たいと思っていたアカコッコがなかなか見

つからず焦っていた時、図鑑で何度も見て見憶えの

ある腹の赤い鳥が木の間からばっちり見えたときに

は、「あっ、アカコッコだ！」と思わず心臓が高鳴っ

た。その後何度か見る機会があったが、何度見ても

やはりアカコッコはいい！ 

レンタカーで伊豆岬へ移動。高台に展望所が設けられていて、海鳥を見るのかと思ったら、海とは

反対側の少しうねって一面にススキが繁った草原にいるウチヤマセンニュウを見るのだった。丁度、

アカコッコ館のレンジャーによる観察会が開かれていて、説明を受けながらの観察となった。鳴き声

のする方を見ているとススキの茂みの中からぴょんと飛び出してきて小さな枯れ木に止まる。１０メ

ートルほど先なのに、「あそこ！」と言われても分からないくらい枯れ木に同化していた。また、ここ

では、遠くではあったが緑色の光沢が美しいカラスバトや木の上に止まって鳴くホトトギスも見るこ

とができた。 

再び大路池へ戻って民宿の弁当で昼食。午後、アカコッコ館の水場に来るイイジマムシクイやオー

ストンヤマガラ、シチトウメジロなどの水浴びをじっくり観察。今の時期、巣立って間もないかわい

 

アカコッコ 
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い姿の幼鳥が多く見られた。 

夕方、もう一度伊豆岬へ行ってウチヤマセンニュウを

堪能してから民宿へ帰った。１日目は、アカコッコ、イ

イジマムシクイ、ウチヤマセンニュウ、オーストンヤマ

ガラ、モスケミソサザイ、タネコマドリ、シチトウメジ

ロ、ミヤケコゲラなど目標の固有種を含め３０種を観察

することができた。三宅島は野鳥の生息密度がとても高

く、バードアイランドと呼ばれているそうだ。一部に噴

火の跡は依然として残っているが、緑豊かな照葉樹林が

広がり、多くの生き物を育んでいるのが良く分かった。

夜はお酒の力も手伝って早くに就寝。同室の方のいびき

とホトトギスの声が夜通し聞こえていた。 

２日目は、朝５時半から任意参加の早朝探鳥だったが、

夜半から土砂降りの大雨。これでは中止だろうと思っていたら、１０名ほどの人達が雨具を着けて出

て行った。皆さんの情熱には恐れ入った。 

朝食後も雨が降っていたので、ガラス越しではあるが

雨に濡れずに野鳥観察ができるアカコッコ館へ。私は午

前中ずっとそこにいて、時たま出てくるアカコッコやオ

ーストンヤマガラ、タネコマドリの姿を見ては胸をとき

めかせていたが、やはり熱心な人は雨の中を周辺に足を

伸ばして探鳥していた。 

もっと居たいという気持ちを残して、帰る時間がすぐ

来てしまった。高濃度ガスの影響で前日着いた三池港で

はなく阿古港から出発した。帰路の船のデッキからは漁

船を追いかける大群のオオミズナギドリの飛翔を満喫で

きた。ハシボソミズナギドリなども混じっていたそうだ

が、私には判別できなかった。 

帰路の船中では、車座になって酒を酌み交わしながら談笑し、先輩から面白い経験談や野鳥に関す

る知識だけでなく探鳥の心得の御指導を受けるなど、有意義かつ大満足の探鳥会であった。今回の探

鳥会がこれからの私の野鳥観察生活の大きなマイルストーンになったことは間違いない。 

最後に、今回の探鳥会のお世話をして頂いた古山隆さんを初め、親切にして頂いた同行の先輩諸氏

に深く感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウチヤマセンニュウ 

 

オーストンヤマガラ 
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「2006 八王子環境フェスティバル」参加報告 

                                        川上  恚 

第８回「2006 八王子環境フェスティバル」 は会場を従来の市役所北側の浅川河川敷から JR八王子駅

周辺に移し「エコカーフェスター八王子」と共同開催となり、「はちおうじの環境を見る・聞く・考える」 

をテーマにして、6 月 4（日）好天に恵まれ盛況に開催されました。（フェスティバル実行委員会本部推

定 約 35,000人） 

 

八王子・日野カワセミ会は、平成 11 年（1999 年）の第１回開催から継続参加しており、今回は駅北

側西放射線ユーロード駅寄りのテントに出展、「オオルリのすむ緑を増やそう」 をテーマに、浅川流域

で見られる野鳥の紹介や観察資料の掲示、探鳥ミニウォークラリー、ツバメクイズ、ジクソウパズル、

紙芝居、小学生の鳥の絵展示、密猟防止チラシの配布、バードガイド活用と野鳥なんでも相談等々を行

いました。 

とくに今回は大和田小学校の児童が描いた野鳥の絵 26枚を展示した他、恒例のオリジナル紙芝居「カ

ワセミさんとオオルリ君」を大和田小学校 4 年生 渡部 桃さん・安藤千里さんのお二人に演じてもら

い大変好評でした。（前年は上川口小学校児童の鳥の絵と拾い集めた野鳥の羽を展示しましたが、来年も

より多くの小学校の参加を期待します。） 

また、カワセミ会の月例探鳥会をフェスティバルに併せて実施、長沼橋～大和田橋を探鳥後はフェス

ティバル会場へ合流して、みんなで「鳥なんでも相談、ミニウォ－クラリー・ツバメクイズ・チラシ配

布等々」を行っていただき、子供さんを含め大勢の来場者に、「カワセミ会の活動」や「野鳥と環境」に

ついてご理解を呼びかけました。 

 

  
西放射線道路のカワセミ会テント 大和田小学校生徒たちによる紙芝居 

 

フェスティバルは 10時から 15 時と短時間でしたが事前準備・設営・後片づけ等々大勢の会員のご協

力が得られましたことを実行委員として感謝申し上げます。 

なお、会場が浅川河川敷から八王子駅周辺に移り、会場周辺が騒々しくてカワセミ会には少し馴染ま

ないお祭り的雰囲気を感じましたが、継続参加するためにも展示・掲示・出し物・配布等々、早めの企

画と早めの取り組みが必要かと思いますので、来年に向けさらなるご協力をよろしくお願いいたします。 

また早くからご協力を頂きました大和田小学校の校長先生をはじめ、ご参加の児童に紙上を借りまし

て心からお礼を申し上げます。 皆様有難うございました。 
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「野鳥観察入門講座」（２月１１日、長沼橋）に参加して 

高木雅子 

例年にない厳しい寒さの続きます中、立春を過ぎ久方振りの小春日和に恵まれ、出席させて頂きまし

た。会長様他４名のベテランの方々の他は私のみで何か申し訳なく思う程でした。まあ何と贅沢な時間

を・・・と、いつもの例会と同じように暖かい皆様に心より感謝の一時で御座いました。 

コサギ、ダイサギの区別他、特徴を早く掴むことがコツ等々、ポイントを教えていただきまして（仲々

覚えられない現実も）、初めて復習する気になりました。この日はカワセミの大当たり日でダイビングを

する美しい姿も何度も見られ、今井様は「カワセミはもう飽きた？」等と贅沢な冗談も飛び出す程、又

多種類（32種）にも恵まれ（頭の中は大混乱）、有意義な一日、心ホコホコと帰路に着いた事でした。 

昨年の半年間は双眼鏡もないまま、半分はウォーキングを楽しみ、「あーこのスローテンポがこれか

らの自分には合うな？」等と思い乍らのスタートでしたが、始めてお話をさせて頂いた長谷川様御夫妻

様との出会い他、皆様と色々なお話を聞かせて頂き、教えて下さる中に何と居心地良いお仲間に巡り会

えた事かと喜んでおります。 

また、地域が離れて（東久留米市）居ります故、何かと御迷惑をお掛けするばかりで心苦しいのです

が、今後共お導き頂きたくお願い申し上げます。そしていつもボランティアで運営に当って頂いて居り

ます役員の皆様には、心より感謝で御座居ます。 

野鳥を始め、動物と人間が共存の出来る美しい自然が次世代へと受け継がれます事を心より祈りなが

ら・・・。 

 

「親子野鳥観察会」（３月１８日、長沼橋）に参加して 

私は、鳥には、ぜんぜんきょうみが、ありませんでした。 

でも、この会に参加してから、鳥に少しきょうみをもちました。 

今までは、同じような鳥がいると、同じようにみえました。 

でも、この会で、くちばしの色・足の色のちがいや、大きさをおしえてもらいました。 

私が会で見て、一番気にいった鳥は「カワセミ」です。 

気にいった理由は、体の色がとてもきれいな青色をしていたからです。 

ほかにも、「ヒヨドリ」・「ダイサギ」・「コサギ」・「カワウ」・「イカルチドリ」・「イソシギ」・「トビ」

などほかにも色々ありますが、このへんで終わりにします。 

今でも川などで鳥を見ると、あの鳥なんだろうなーと思ったりします。 

いろいろな鳥が見られて楽しかったです。 

原田香澄 

先日は大変お世話になりました。 

まずは双眼鏡がほしいなあと思っている今日この頃です。 

あのあと、本屋さんにたちより早速 野鳥図鑑を買いました。 

親子で これも見た あれも見たと話し楽しいひとときをすごしました。 

会の皆様のおかげです。 

身近な自然を味わうことができ、親子共々大変勉強になりました。 

ありがとうございました。                        原田 
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小学生への「野鳥の話」の事例（ツバメクイズを使って） 

                                   粕谷和夫 

 

小学校から依頼された野鳥観察指導の当日が雨の時は、急遽室内で「野鳥の話」に切り替わることが

あります。その時に以下のような「ツバメクイズ」を使って、粕谷流に身近な野鳥全般についての説明

をしています。答をいきなり与えるのではなく、児童と一緒に考えながら答えを誘導するように心がけ

ています。以下は４年生を基準にしていますので、５年生以上の場合は児童が持っている野鳥との出会

いの経験を一段と引き出すように説明の仕方を工夫します。また、２年生以下には適用できないことは

ないですが、話し方をもっと易しくする必要があります。 

 

第１問では、ツバメの大きさを聞きます。『A．スズメより少し大きめ、B．ハトと同じくらい、C．カ

ラスと同じくらい』。ここでは、野外で鳥を観察する時に「大きさに注目することの大切さ」を説明しま

す。先ず、スズメ、ムクドリ、ハト、カラスを児童が知っていることを確認して、鳥は捕まえて長さを

測ることが出来ないので、この４種を「ものさし鳥」として、鳥の大きさを推定することを説明した後

に答え（A）を誘導します。 

 

 第２問では、ツバメの重さを聞きます。『A．２０グラムくらい、B．５０グラムぐらい、C．１００グ

ラムぐらい』。財布から１円硬貨を出し、１円硬貨は何グラムかを問い、１グラムであることを確認しま

す。次に中ぐらいの大きさのミカンは１００グラムであることを説明し、正解は A か B か Cかを挙手さ

せます。A と答える人は殆どないが、正解は A だと言うと、「驚き」が沸きあがります。ツバメは想像

以上に軽いことを理解させたあと、「では何故軽いのか」を考えさせます。通常何人かの児童が次々に答

えてくれますので、「鳥は飛ぶために体を軽くしている」ことを理解させます。では、軽くするために体

はどのような仕組みになっているかを、幾つか説明します。例えば、『骨が中空になっている。消化しな

いものは体に何時までも貯めておかず、口から出してしまう（「ペリット」の説明をする）鳥もいる。体

の中の水を出来るだけ少なくするために、オシッコをしない。』などです。 

 

 第３問では、ツバメは冬はどこで過ごすかを聞きます。『A．日本の四国や九州地方、B．東南アジア、

C．アメリカ』。ここでは、渡り鳥の話をし、夏鳥と冬鳥の説明をしたあと、鳥は何故渡りをするのかを

児童に考えさせます。答えはＢですが、それをどのように証明するのかを考えさせたあとに、足環をつ

ける標識調査の話をします。 

 

 第４問では、ツバメは何を食べているかを聞きます。『A．木についている虫、B．空をと飛んでいる

虫、C．地面にいる虫』。ツバメの食べ物は空を飛んでいる虫。蚊、ハエ、メイ虫などが大好物。ツバメ

は田んぼや畑でもよく見かける。それはツバメが稲や野菜に害を与える昆虫を退治する害虫ハンターだ

から。ツバメが昔から「益鳥」として保護されてきたことを説明します。 

余談として、「ツバメ返し」の説明を加えます。ツバメ返しという言葉を知っているかと尋ねると、

剣の必殺技という答が返ってきます。ツバメの虫のとりかたは、「直進かと思えばいきなり反転」、これ

をツバメ返しと説明します。このようなツバメ返しを出来るのは、「長いシッポ（燕尾）」があるから。

何故、ツバメ返しをするかについても考えさせます。飛んでいる虫は広く、薄く散らばっているのでな
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く、比較的固まっている（集団になって飛んでいる）から、そのかたまり（虫の集団）を通過するとツ

バメ返しを行って又虫のかたまり（集団）に突っ込むため。ツバメが天気により、高いところを飛んで

いたり、低いところを飛んでいるのは、餌となる虫が天気のいい時は高く、悪い時は低く飛んでいるか

らであろうと想像させる。 

 A．木についている虫を食べる鳥はシジュウカラ、コゲラなど、C．地面にいる虫を食べる鳥はムクド

リ、ツグミなどであることも説明します。 

 

 第５問では、ツバメはどのようなところに多く巣を作るかを聞きます。『A．木のうえ、B．家の玄関

のようなところ、C．コンクリートの橋の下』。鳥の巣は木のうえに作ることが多いが、ツバメも同じで

あろうかを問います。答えは、Ｂですが、何故ツバメは人通りの多いところに巣をつくるのかを考えさ

せます。ここで「天敵」の話に発展させます。ツバメの天敵はカラス、ヘビ、ネコなどであることと、

人はツバメを可愛がっていることを結びつけて説明します。また、最近はヒヨドリやキジバトなどが庭

のベランダ近くに巣を作るようになったのも同じ理由であるらしいことを説明します。 

 A．木のうえに巣を作る鳥はヒヨドリ、キジバト、カラス、トビなどであること、C．コンクリートの

橋の下に巣を作る鳥はイワツバメであることも説明します。イワツバメはツバメの仲間であるが、ツバ

メとの違いも合わせて説明します。さらに時間的に余裕があればカワセミはどこに巣を作るかを尋ね、

土の壁に横穴を掘って巣を作ることなどの説明に発展させます。 

 

 第６問では、ツバメはどのような材料で巣を作るかを聞きます。『A．木の枝、B．土とか枯れ草、C．

コケ』。答えは、Ｂですが、土とか枯れ草だけでは巣は崩れてしまいます。ツバメの巣は、何故固まるの

か考えさせたあと、ツバメの「唾液」がセメント的な役割をしていることを説明します。A．木の枝で

巣を作る鳥は第５問の木のうえに巣を作る鳥と一致するが、最近は木の枝だけでなく、ヒヨドリのビニ

ール紐、カラスのハンガーなど、いわゆる新建材を鳥の世界でも使うようになったことを説明します。

C．コケを使う鳥はシジュウカラであり、これは巣箱をつけると観察しやすいことを説明します。 

 

第７問ではツバメは卵をいくつ産むかを聞きます。『A．１～２個、B．４～５個、C．１０個』。ピジ

ョンミルクで確実に子育てを出来るキジバトは２個、地上に巣を作るため雛がヘビやカラスなど天敵の

危険が多いカルガモは１０個以上、ツバメはその中間のＢが正解であることを説明します。 

 

クイズは中級編としてさらに７問ありますが、ここまでで、ほぼ１時間を要します。中級編の説明は

ここでは割愛します。 
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（3） 

（4） 

鳥のＤＮＡに触れてみる 

宮越俊一 

 

 野鳥の行動を見ていますと，親や仲間に学んだのか本能に基づくのか不思議に思うことがあります。

それらが実際に遺伝子に書かれているか，私たちの知見は十分ではありません。一方，２０世紀後半は

生命科学の世紀といってもいいほど，生命にたいする理解が飛躍的に高まった時代でもありました。鳥

類でも，これまでの形態に基づく分類と DNA の配列に基づく分子系統分類とを，照合・検証する試み

が始まっています。そこで、生命科学と鳥のかか

わりについて身近な話題を少しずつ，紹介してみ

たいと思います。 

まずは、遺伝子の正体であるＤＮＡとはどんな

ものなのか、理屈はさておき大切なことはまず触

れて感じてみること。今回は、ニワトリのレバー

を使って，一般家庭の台所でも手軽にＤＮＡが抽

出できることをご紹介しようと思います。誤解の

ないように申し上げておきますが，遺伝子組み換

えといった大それたものではありません。たとえ

て言えば，小麦から麩の原料であるグルテンを得

るのと同じ次元の作業です。  

 

１．必要なものを準備しよう 

・ 鶏レバー： 

１羽分 約５０ｇ 使用するときまで凍らせておく。 

・ 台所用中性洗剤：１５０ｍｌの水に一押し． 

・ 食塩水： 

１２ｇを計って１００ｍｌの水に完全に溶かしておく。 

・ 無水エタノール（薬局で５００ｍｌ １，２００円程度で

売っている。必要なのは１００ｍｌ以下。ただし，消毒用

のエタノールは水を含んでいるため，うまくいきません）． 

・ 用具：ミキサー，湯せん用なべとボール，コーヒーフィル

ター，ガラス製小鉢など，マドラーなどかき混ぜ棒，フリ

ーザー 

 

２．ＤＮＡを取り出してみよう 

(0) 無水エタノールはフリーザーであらかじめ十分冷やして

おく（－２０℃では凍らない）。 

(1) 湯せんができるように，なべにお湯を沸騰させておく。 

(2) コーヒーフィルターのロートにろ紙をセットしておく。 

(3) 凍ったままのレバーと，洗剤を一押し加えた１５０ｍｌ
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（6） 

（7） 

（9） 

（10） 

の水をミキサーに入れ，２分間ほど攪拌する。 

(4) ジュース状になったら，軽量カップで約３０ｍｌ計っ

てステンレスの小ボールに移す。 

(5) そのボールに等量（３０ｍｌ）の食塩水を加える（と

ろみが出れば正常） 

(6) ボールごと湯せんにかけ，１００℃で５分間ほど保つ。

（混在するタンパク質が熱で変性する） 

(7) 湯せんしたものをコーヒーフィルターで濾す。 

(8) 黄色っぽく透き通った液体が得られたら，十分に冷ま

してガラスの小鉢など見やすい容器に移す。 

(9) 氷点下に冷えたエタノールを静かに加える （下に黄色

っぽい水の層，上にエタノールの層，その中間に白濁

したような界面が現われれば成功） 

(10) 界面に現われたとろりとした繊維状のもの（ＤＮＡ）

を，マドラーなどの攪拌棒で丁寧に巻き取る。（この段

階では，厳密にはＲＮＡなど不純物も多く含んでいま

すが，まあここではよしとしましょう） 

 

 (1)～(3) までで得られるジュース状のもので，(4)～

(10) の作業数回分を行なうことができます。  

 

 いかがでしたか，材料によってはうまくいかないことも

あります。また，ミキサー後に手間取りすぎるとＤＮＡの

分解が進み，取れなくなることもあります。まず，トライ

してみて実際に触れてみてはいかがでしょうか。いつか機

会がありましたら，鳥のゲノムの話や近代生物学の進展に

貢献した鳥の話をご紹介しましょう。 

 

＜参考＞ ここに紹介した方法は，以下のＨＰの内容を参

考に若干の改変を加え，実際に拙宅の台所で試してみたも

のです。 

http://homepage3.nifty.com/ymorita/DNAext.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~dz5y-mrt/omnis36.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://homepage3.nifty.com/ymorita/DNAext.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~dz5y-mrt/omnis36.htm
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清水川で鳥見サイクル＆ウオーク 

2006.4.15 粕谷和夫                       

清水川と言われてもどこにある川か知っている人は少ないのではないでしょうか。ましてやこの川の

源流地がどこであるかは殆んど知られていないのではないかと思います。浅川の浅川橋下流の左岸で川

口川が合流していますが、浅川と川口川の間にもう一つ小さい川がここで合流しています。国道 16 号を

浅川の浅川橋から北に向かい清水橋、川口川

橋と橋が三つ続きますが、真中の清水橋の下

を流れる小さな川が清水川です。私はこの小

さい川が前から気になっていました。以前は

川口川とともにかなり汚れた川でしたが、最

近は水質がかなり改善されたように見え、川

口川との合流地ではセキレイの仲間やイカル

チドリ、イソシギ、モズ、ジョウビタキ、ツ

グミ、カワセミなどが観察されます。巣は確

認していませんが、ここで観察されるモズの

行動とブッシュがあるという環境からモズは

ここで営巣していると思います。この小さな

川が清水川であることを、この川のほとりに

住むカワセミ会会員の小沢礼子氏から教えてもらいました。 

 

小沢氏によると、この川の流域である中野上町の区画整理事業で「清水川を暗渠にしてしまう（蓋を

してしまう）」という計画が市から示されて、この計画に危機を感じた地元の方々が自らの町づくりを考

え、行動しているという。中野上町一郵便局長さんがそのリーダーと聞きました。私はこの話を聞いて、

清水川で野鳥を中心とした自然観察会の開催を小沢氏に提案しました。この観察会を昨年末か新年早々

には開ければと思っていましたが、関係者の都合の良い日の調整に手間どり、ようやく４月１５日に実

現しました。 

 

当日は、中野上町一郵便局前に 10 時に集合、郵便局の庇にツバメの巣がありました。今年もツバメ

が帰って来て巣作りを始めたという。郵便局長の他、

小沢氏と地元の方々が数人集まって来ました。浅川流

域市民フォーラム事務局の S 氏も加わり、郵便局長の

案内で出発しました。郵便局長の話によると、清水橋

付近は昔は川幅が 18メートルもあったという。区画整

理計画では清水橋付近は径 2 メートルのヒューム管 2

本で地下に追い込んでしまうらしい。清水橋から上流

側を覗くと川にキジバトが降りて水を飲んでいました。

暗渠にしてしまうとキジバトが水をのむことも出来な

くなってしまうのが忍びがたい。 

 

 

１６号清水橋から上流側、キジバトが吸水 

 

東京都管理の河口付近は自然が残っている 



 27 

清水川はコンクリート三面張になってしまっているが、河口部分の約 100 メートルは東京都管理区間

でここは三面張になってなく、両岸が石積みで多くの植物で覆われていて心が和みます。川底も自然の

ままであり、メタセコイヤの化石木が出る地層と同じであるらしい。両岸のブッシュにはアオジがいて、

チッ、チッという地鳴きが聞こえてきました。 

 

いよいよ上流に向けて自転車で出発、先ず中野上町

１丁目 10 番地、11 番地当りのちびっこ広場、ここは

清水川の蛇行の跡だったようで、昔は池になっていた

らしい。池があったということは湧水があるはずで、

ここに池と水辺の公園を復活させたら、清水川のシン

ボル地になるのではなどと空想してしまいました。こ

こではメジロとカワラヒワを観察できました。さらに

上流に進み八王子市立第九小学校の前の橋の所ではツ

グミとハクセキレイが川の中で採餌していました。川

岸のヤマブキが満開であり、橋の袂の焼肉屋さんの話

では、最近ではこの辺りではハヤが観察できるという

ことでした。ツグミもハクセキレイもヤマブキもハヤも暗渠にしてしまったら生きた川を全て死の世界

にしてしまいます。区画整理で道は整然となっても、身近な所の貴重な命の営みを失ってしまっては、

何のための区画整理か分かりません。 

 

九小を過ぎ、通称「山田の森」というケヤキの大木の林でオナガの群が出現しました。昔はこの辺り

までが浅川の氾濫原であって、清水川は浅川の河原を流れる小川のようなものであったらしい。山田の

森付近は清水川の川筋がはっきりしてなく、湿地帯のようになっていて林の中にではシジュウカラがさ

えずっていました。ここを過ぎると水源地の一つ A 氏の屋敷です。裏が崖になっていて水が染み出して

きています。昔は庭に水車があったとのこと、近くにあった片倉製糸工場で繭から糸を紡ぐための動力

源であったとのことです。湧水のためホトケドジョウがいたり、カワセミが来てトンボのヤゴを食べる

ということでした。 

 

A 氏の隣りにある消防自動車のメーカー日本機械工業の工場にも水源の池があったが今では埋め立て

てしまったとのことです。郵便局長はここから一番奥の水源地まで案内してくれました。そこは何と清

川町の私学教育研究所の池だそうです。しかし、そこまでをつなぐ清水川が消えてしまいました。その

理由は清川町の住宅団地を造成した時に暗渠にしてしまったからだそうです。川は自然に流れます。そ

こではカワニナもホタルも魚もカエルも野鳥もその他多くの生きものが暮しています。岸辺には多くの

野草が季節毎に主役を変えて美しい花を咲かせ、花には多くの昆虫達が集まってきます。命の根源とも

いえる川を持つ町はどこにでもあるわけではありません。清水川という貴重は財産を持つ中野上町では、

生きものの命を育む川を中心に据えた町づくりに取り組んで欲しいと切望します。 

 

この日の観察で認めた野鳥は以下のとおりでした。 

（カルガモ、トビ、キジバト、ツバメ、キセキレイ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、ツグミ、シジュウカ

ラ、メジロ、アオジ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、オナガ、ガビチョウ）。 

 

第九小学校前、ヤマブキがきれい 
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「河原にツバメのお宿」  

粕谷会長の記事が日経の文化欄に掲載される 
 
日本経済新聞（日経）5月 10日朝刊の文化欄に、多摩川のツバメ

集団ねぐら調査に関する粕谷会長の記事が掲載されました。 

内容は、10年前のカワセミ会による多摩川のツバメ集団ねぐらの

発見と、「多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会」の約 100人の有

志による上流の青梅市から河口まで全長 56ｋｍの調査で 2003 年に

集団ねぐら 13ヶ所 6万羽確認したこと、夕方たくさんのツバメが集

まりねぐら入りはすばらしい光景であること、河原の自然が激変し

たためかツバメの数も半減してしまったことなどです。 

 

尚、日経文化欄は日経朝刊最終面にあります。 

人気欄ですので、かなりの読者に読まれたと思います。 

（記：若狭 誠）  

日本経済新聞の記事 

「ジョウビタキ」 表紙の絵 

倉本 修 

 「ジョウビタキ」は、私にとって忘れられない鳥のひとつです 

１０年ほど前の冬、小宮公園の雑木林ホールに置かれていた「カワセミ会」の会報を、偶然、手に

とって読んでゆく内に、それまで夢にも思わなかった、野鳥の観察を自分もしてみたい、という好

奇心が膨らんでくるのを、押さえ切れなくなりました。 

 会報の最後のページに、編集者の住所氏名が載っていて、三好恒雄となっていました。 

私は、鳥の事を何も識らない者でも入会可能でしょうか？何処に申し込めば会員になれるのです

か？と手紙で問い合わせをしました。 

すると三好氏から、とにかく一度探鳥会に参加してみてください。そこで心が決まったなら、その

日のリーダーの人に入会の申し込みをすれば良いのです。そして次回の探鳥会の日時と集合場所、

持ち物などを書き記した、とても丁寧な返信を頂きました。 

 当日の朝、初めて購入した、なれない新品の双眼鏡を持って、期待と若干の不安が交錯する中、

探鳥会に参加しました。 

浅川の堤防に出て、しばらくすると、近くに居た会員の方が三脚にセットした望遠鏡を指差して、「ジ

ョウビタキ」が入っています。と大声で知らせてくれました。 

 私は、「ジョウビタキ」という鳥の名前も識らなければ、その姿形も全く見当もつきません。慌て

て三脚の所に駆け寄り、２番目に見させてもらいました。接眼レンズに右目を当てた瞬間、思わず

声が出ました。丁度、小学校の野鳥観察会で初めて望遠鏡を覗いた時の、あの小学生が発する感嘆

の声と同じです。 

 小鳥を、これほど鮮明に、クリアに見たのは生まれて初めての経験でした。柔らかい朝の光に包

まれて羽毛も艶やかに輝いていました。身動きするたびに溌剌とした生気が伝わってくるようでし

た。 

「ジョウビタキ」と呼ばれる鳥が、私の視覚野にまっしぐらに飛び込んできて、一瞬にして弾け、

拡散し、脳の中を一杯に充たしてしまいました。 

未知の世界との、新鮮な、心のときめく出会いでした。 

 探鳥会のあと、リーダーの人の所に行って入会の申込みをしました。 
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「1年間に見た野鳥」種類数のカウント表 

年末に提出し、来年の会報「春号」に掲載される「1年間に見た野鳥」。種類数のカウント方法は人に

よりさまざまですが、編集人が使っているカウント表を紹介します。鳥番号順とアイウエ順の２表あり

ますので、気にいったら使ってみてください。ライフリスト用、鳥番号早見表などにもどうぞ。 

(1) 鳥の番号は「日本野鳥の会東京支部が使用している鳥類リスト」によります。 

(2) ●△入力（又は貼付け）で種類数を自動計算する Excel書式お送りします。（若狭宛にメール） 

(3) 字が小さめなので必要に応じ拡大（画面、紙）してお使いください。  

(4) リストにない鳥は、個人で適宜追加してください。  

                              （記：若狭 誠） 

 

 

 

『ホトトギスの子守唄』 

今年は、何故か早くから、ホトトギスの鳴き声が多く聞かれました。 

特に深夜フト目覚めると、ことのほか近くからの声に驚かされます。ある夜、寝つかれず鳴き声を聞

くうちに「夏は来ぬ」の一節が口をつき、そのまま幼い日の光景が眼に浮かびました。 

夏の昼下り、明るい日差しの中、垣根越しに立つ、まだ若い父母の笑顔に夢中で手を振っている自

分の姿が… (その当座はもとより、3 年前までホトトギスの声はおろか卯の花すら知らなかった私で

すが)    そして同時に、昼夜を分かたず鳴きながら飛び回るホトトギスの習性に、何か深い理

由がある筈だ！と考え始めました。 

  

 思いは、唱歌「夏は来ぬ」の作詞者で歌人・国文学者・万葉集研究者としても著名な佐々木信綱か

ら、一気に奈良・平安時代に飛び、「百人一首」で、有名な和歌「ほととぎす 鳴きつる方を…略」

を吟味、「万葉集」に到達。ホトトギスを詠った和歌が１５０首以上もある事に感嘆しました。それ

以上に私の目を捉えたのが長歌（高橋虫麻呂）の一節です。 

 「鶯の生卵
か ひ こ

の中に、ほととぎす、ひとり生まれて、巳
な

が父に、似ては鳴かず、巳
な

が母に、似ては鳴

かず、卯の花の、咲きたる野邊ゆ、飛びかけり、来鳴き響
とよ

もし…略…」に、これだ！と思ったのです。 

   （＊長歌参考「野鳥襍記」猪川珹著 彰考書院 1956 ） 

 『托卵での親子の絆』生々の肝はこの「鳴き」にあったと。方々に産み落とした卵、そして雛達と

の絆を深め、巣立ちを待ち、共に南国への旅立ちに備えているのがこの「鳴き」ではないでしょうか。 

 夜半に聴く、叫びにも似たあの鋭い鳴き声には、わが子に伝える、必死な親の思いが込められてい

ると私は感じるのです。 

 思わず、「親知らず 子知らずも鳴く ほととぎす 鶏鳴」と、一首浮ぶ始末です。 

  

 古今、我が国では、あらゆる文学の中で最も人気がある鳥はホトトギスと云われています。特に和

歌や俳句では、身近に飛来はするし、季節感もあり、又鳴き声は、思いを託すにはカッコウ（失礼）

格好の鳥。それがホトトギスだと理解しております。 この鳥に限ってではありますが、 

 

飛びながら鳴くあの声は『親子の絆をつなぐ子守唄』ではないかと思えるのです。 

 

放浪の俳人 山頭火の、遠い山の緑が鮮明に浮かぶ、味わい深いうた….. 

「ほととぎす あすはあの山 こえてゆこう」を不遜ではありますが拝借して、「ほととぎす あす

はあの海 こえてゆくか」と南国までの、無事な親子の長旅を、心から祈るばかりであります。 

ナベの百舌
ひゃくぜつ

          渡辺敬明（多摩丘陵緑地帯居） 
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探鳥の記録（２００6年 1 月～6月） 

 

①１月１８日（水）～２１日(土)  北海道探鳥会 

コース： 

(1)１／１８（水）晴 
釧路空港→阿寒国際ツルセンター→霧多布大橋手前海岸→霧多布港→アゼチの岬→（霧多布泊） 

(2)１／１９（木）晴のち雪 
宿泊所→霧多布港→アゼチの岬→霧多布岬先端→（昼食：尾岱沼）→野付半島→（標津泊） 

(3)１／２０（金）雪のち晴 
宿泊所→斜里魚港→オシンコシン滝→(昼食ウトロ) →岩尾別川→ウトロ漁港→(網走泊) 

(4)１／２１（土）雪のち晴 
宿泊所→能取岬→網走漁港→白鳥公園→（昼食：呼人）→呼人遊歩道→女満別空港 

確認した野鳥：６３種 
アビ オオハム アカエリカイツブリ ヒメウ ウミウ アオサギ コクガン オオハクチョウ 

マガモ コガモ ヒドリガモ オナガガモ キンクロハジロ スズガモ オカヨシガモ クロガ

モ ビロードキンクロ シノリガモ コオリガ

モ ホオジロガモ ウミアイサ カワアイサ 

ハマシギ ウミガラス ハシブトウミガラス 

ウミバト ケイマフリ ウミスズメ エトロフ

ウミスズメ オオセグロカモメ セグロカモメ 

ワシカモメ シロカモメ カモメ ユリカモメ 

タンチョウ オジロワシ オオワシ クマタカ 

ノスリ トビ ハヤブサ アカゲラ コゲラ 

ハクセキレイ ヒヨドリ カワガラス ツグミ 

ハシブトガラ ヒガラ シジュウカラ ゴジュ

ウカラ ヤマガラ ユキホオジロ ミヤマホオ

ジロ マヒワ シメ スズメ ミヤマカケス 

ハシボソガラス ハシブトガラス ワタリガラ

ス 

ベスト５（１４頁参照）： 

ユキホオジロ ウミバト クマタカ  

オジロワシ ハヤブサ 

参加者： １８名 

①１月１８日（水）～２１日(土)  遠出探鳥会：北海道探鳥会 

②１月２９日（日）        遠出探鳥会：三浦半島・金田湾探鳥会 

③２月９日(木)          平日探鳥会：彩湖（荒川）探鳥会 

④２月１１日（土）        その他  ：野鳥観察入門講座（浅川長沼橋） 

⑤２月１２日（日）        月例探鳥会：北浅川（松枝橋～稜北大橋）探鳥会 

⑥２月１８日（土）        周辺探鳥会：南高尾・城山湖探鳥会  

⑦３月１２日 (日)              公開探鳥会：浅川（ふれあい橋～一番橋）探鳥会     

⑧３月１８日（土）        その他   ：親子野鳥観察会  

⑨４月６日（木）         平日探鳥会：葛西臨海公園探鳥会 

⑩４月９日（日）         月例探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会  

⑪４月２２日（土）        周辺探鳥会：五日市探鳥会  

⑫４月２３日（日）        遠出探鳥会：谷津干潟探鳥会  

⑬５月７日（日）         公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会  

⑭５月１２日（金）～１４日（日）遠出探鳥会：裏磐梯探鳥会 

⑮５月２０日（土）        その他  ：高尾山  

⑯６月４日（日）          月例探鳥会：浅川（長沼橋～大和田橋）  

⑯６月９日（金）～１１日（日）  遠出探鳥会：三宅島探鳥会） 

「カワセミ会ホームページ」の 
探鳥会報告にも掲載しています。 

 
夕日の探鳥（１／１８ 霧多布アゼチの岬） 
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浅野恵美子 井形定子 大川征治 大川 香 小澤礼子 川上 恚 白川 司 杉森ユリ  

関根伸一 千葉槙子 原田佳世 福本順吉 丸山二三夫 柚木鎮夫 柚木育子 横山由美子  

若狭 誠      現地参加：嶋崎太郎 

担当者の一言： 

流氷着岸前の時期を選んだが、意図どおり海鳥はよく見られたと思う。欲をいえばヒメクビワカ

モメ、シロハヤブサも見たかったが、ウトロ漁港のウミバト、雪の中のユキホオジロ、オジロワシ

のカモ猟、知床のクマタカ、霧多布のハヤブサと沢山の見所があった。 

突然出合ったキタキツネや、網走漁港にいたゴマフアザラシのかわいらしさに顔がゆるんだが、

知床では沢山のエゾシカが木の皮や根を食べており、少し暗澹たる気持ちにもなった。 

                                   （若狭 誠） 

 

②１月２９日（日） 三浦半島・金田湾探鳥会 

行 程 ： 八王子駅→国道１６号を南下→横浜横須賀道路→衣笠ＩＣ→三浦縦貫道→くつわ堰→ 

長井漁港（トイレ有り）→城ヶ島（トイレ有り） 「昼食」 →金田漁港（トイレ有り）

→三浦海岸（トイレ有り）→佐原ＩＣ→横浜横須賀道路→八王子駅 

確認した鳥：６２種 

カイツブリ カンブリカイツブリ カワウ ウミウ ヒメウ ゴイサギ ダイサギ コサギ ク

ロサギ アオサギ コクガン マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ ヒドリガモ オナガ

ガモ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ ミサゴ トビ ノスリ ハヤブサ バン オオ

バン シロチドリ ミユビシギ イソシギ ユリカモメ ホイグリンカモメ セグロカモメ ワ

シカモメ カナダカモメ SP ウミネコ ウミスズメ キジバト ヒバリ ハクセキレイ タヒバ

リ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ イソヒヨドリ 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 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 シナガチョウ コジュケイ ドバト アヒル バリケン 

ベスト：クロサギ コクガン イソヒヨドリ 

参加者：２４名 

青木静子 石橋公子 井形定子 井上典子 大川征治 大川香 岡本昭男 岡本昭子 粕谷和夫 

佐藤サヨ子 白川司 白川史子 萩原正昭 長谷川篤 原田佳世 馬場隆進 馬場啓子  

細田富美代 丸山二三夫 柚木鎮夫 柚木育子 渡辺敬明 山崎久美子 山崎悠一 

担当者の一言： 

 久しぶりの三浦半島探鳥会は、暖かい天候で、６２種もの鳥に出会えて楽しいバス旅行になりま

した。バスでの移動なので、５ヶ所のポイントを効率よく回ることが出来た。おいしい三浦のダイ

コンを農家から直売していただいた。（山崎悠一） 

 

 

③２月９日(木) 彩湖（荒川）探鳥会 

天候：晴れ 朝から北風が強く寒かった  

コース：JR八王子 8:00→西国分寺駅→西浦和駅（武蔵野線）→彩湖一周→西浦和駅 14:10 

西浦和駅→現地 17 分 案内看板前より湖一周、湖・葦原探鳥  

確認した野鳥：３７種 

カイツブリ カンムリカイツブリ ハジロカイツブリ カワウ アオサギ マガモ カルガモ 

ヨシガモ♂ ホシハジロ  キンクロハジロ オオバン ユリカモメ セグロカモメ、キジバト 

キジ ユリカモメ セグロカモメ キジバト カワセミ♂ ヒバリ ハクセキレイ ビンズイ 

タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ♀ 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 カワラヒワ ベニマシコ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソカラス 

ハシブトカラス ドバト   

ベスト：ヨシガモ カンムリカイツブリ ビンズイ 

鳥仲間：９名 

青木繁昌 青木静子 井出龍世 川上恚 小張昌子 小張義雄 杉田陽子  

細田富美代 渡辺敬明   

担当記者の一言： 

 葦原の一部が失火により焼野となりオオジュリンを見ることができなかった。 

湖ではオオバンの群れと、ヨシガモが１０羽以上の群れが岸から近い位置で全員が確認 



 34 

猛禽類の出現なしは初めてのことで、強い北風と焼野の影響とおもわれる。（青木繁昌） 

④２月１１日（土）：野鳥観察入門講座（浅川長沼橋） 

日時：２００６年２月１１日 ８：００～１１：００ 

天気：晴 

コース：浅川右岸・長沼橋下流（約５００ｍ） 

観察した野鳥：３２種 

 カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ カルガモ コガモ ヨシガモ ヒドリガモ トビ  

イカルチドリ イソシギ セグロカモメ キジバト 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 タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ シジュウカラ  

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 ハシブトガラス ドバト 

ベスト：カワセミ、ヨシガモ、イカルチドリ 

参加者：６名 

  浅野恵美子 今井達郎 粕谷和夫 佐藤サヨ子 高木雅子 山崎久美子 

担当者の一言 

  参加者が少なかったが、実際の参加者は少ないことがラッキーである。野鳥の名前を覚えること

は野鳥観察の出発点であるが、名前を覚えることだけだと直ぐ忘れてしまう。野鳥の名前を覚える

ポイントを理解することが極めて大切である。（粕谷和夫） 

 

⑤２月１２日（日）：北浅川（松枝橋～稜北大橋）探鳥会 

日時：２００６年平成１８年２月１２日 ８：００～１１：００ 

確認した鳥：３７種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ ノスリ チョウゲンボウ 

イカルチドリ クサシギ イソシギ タシギ キジバト 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 タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス  

シジュウカラ 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 コジュケイ ドバト 

ベスト：ノスリ クサシギ タシギ 

参加者：２８名 

井出龍世 井上典子 今井達郎 門口一雄 川上 恚 川戸恵一 河村洋子 佐藤サヨ子 

清水盛道 白川 司 白川史子 杉田陽子 杉森ユリ 関根伸一 傍島玲子 高橋和子  

高山早苗 竹内 開 仲尾政幸 仲尾陽江 中橋 薫 夏目昌明 長谷川篤 福島孝子 

古山 隆 丸山二三夫 森田弘文 山浦秀雄 

担当者の感想： 

 早朝バスで２８名の会員が集まり、このコースの人気があるのがわかりました。遠いところでは、

相模原から６時に出た人もいました。 

案内の河村さんの説明がうまく、望遠鏡の中にタシギ３羽とクサシギが同時に見えたり、ノスリと

トビの鷹柱ができたり、猛禽類はオオタカ、ノスリ、チョウゲンボウ、トビが観察できました。 

ただ、カモ類が少なくカルガモしかいませんでした。 

昨年までトイレがあったところにフェンスが出来てしまい不便になりました。 

（河村洋子、関根伸一：記） 

 

⑥２月１８日（土）：南高尾・城山湖探鳥会 

日時等：２００６年２月１８日（土）  ８時００分～１４時３０分 天気；晴 

コース：高尾山口・・・梅の木平・・・三沢峠・・・城山湖・・・大戸・・・法政大学（解散） 

確認した野鳥：３５種 

カワウ コサギ マガモ カルガモ コガモ トビ オオタカ ハイタカ ノスリ キジバト 

アオゲラ コゲラ キセキレイ セグロセキレイ ビンズイ ヒヨドリ モズ ルリビタキ 

ジョウビタキ ツグミ 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 シメ スズメ ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ ドバト 

ガビチョウ 

本日のベスト（担当者が選んだ） 

ヤマガラ；圏央道の橋脚が立ち並ぶ川岸でしっかり見た。 

ハイタカ；城山湖堤防下で上空を何回も旋回した。尾の黒い帯がよく確認できた。 
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シメ；残土置き場近くの林道で、高木の梢に止まっているのを全員で見た。 

参加者：２５名 

   浅野幸男 浅野恵美子 井手龍世 大川征治 大川香 門口裕子 倉本修 小塩菊子 小張義雄  

佐藤サヨ子 清水盛道 白川司 多田恒子 高山早苗 夏目昌明 夏目満子 萩原正昭 細田冨

美代 丸山二三夫 森田弘文 柚木鎮雄 柚木育子 横松あつみ 渡辺敬明 門口一雄 

担当者の感想： 

   風もなく穏やかな探鳥日和であった。冬鳥を始め山の鳥は少なかった。圏央道インター工事の橋

脚が立ち並ぶ川岸では、アオジ、ジョウビタキ、ホオジロ、ヤマガラ等の小鳥が出てほぼ全員が良

く見られた。梅の木平では、モズ、ツグミ、オオタカと順調に出た。造林地の林道では、昨年見ら

れたクロジ、カヤクグリ、ミソサザイ等の冬鳥の姿がない。城山湖の堰堤でも目当てのハギマシコ

の飛来がなく寂しい探鳥となった。唯一、城山湖の下で梢に止まるシメと上空を旋回するハイタカ

がよく見られたのがよかった。また、岩肌の草むらでキチョウを見つけた。寒いのか力無く飛ぶ姿

を見たときは感激した。（門口一雄） 

 

 

⑦３月１２日 (日)  公開探鳥会：浅川（ふれあい橋～一番橋）探鳥会 

日時等：平成１８年３月１２日（日） 8:00～10:30 天気：晴 

コース：日野市内の浅川右岸 ふれあい橋から一番橋までの堤防 

確認した野鳥：３５種 

  カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ クイナ  

  イカルチドリ イソシギ セグロカモメ キジバト カワセミ ヒバリ イワツバメ  

  キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ  

ツグミ ウグイス シジュウカラ 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 ハシブトガラス コジュケイ ドバト 

ベスト： 

  オオタカ♀；桜並木付近の中州の桑の木に止まり、全員がよく観察できた。 

  カワセミ；ふれあい橋上流の堰、市民プール前など再三現れ全員が観察できた。一部 

はペアで追いかけ鳴き交わしていた。 

  ヒバリ；高幡橋下流の中州で囀りながら上空に昇る。 

参加者：４８名 

  一般参加者（１５名） 

  広島晃一 小野春美 青木彰子 斉藤勝実 加藤寛 関明友 小林けさみ 山岸喜治 

丸谷一喜 宮越ゆう 大竹チヨ子 神澤良子 山崎勝利 山崎百合子 菊地邦雄 

  会員参加者（３３名） 

  秋山侑司 今井達郎 門口裕子 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 杉田陽子 杉森ユリ  

鈴木章七 関三喜雄 関佳世子 傍嶋玲子 高木雅子 高山早苗 出口富子 中橋薫 中村啓一 

中村千枝 夏目昌明 夏目満子 西巻虎彦 長谷川篤 原田佳世 平井国二 平井智恵子  

福島孝子 宮越俊一 山崎悠一 山崎久美子 柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄 

担当者の感想： 

   天候に恵まれ、カワセミ、オオタカがよく見られ満足した。特に、オオタカは黄色の眼やフワフ

ワの白い下面が印象に残った。この個体は一週間前カウントした際に、ふれあい橋の上流の桜にい

たのと同じ個体と思われる。オオタカが再々来るためか、カモ類や冬鳥の出現が少なかったのが残

念だ。 

   イワツバメの飛来を確認したり（一番橋下）、高幡橋下で揚雲雀を見たり、春の到来を実感した

探鳥会であった。 

   ２０周年記念で作成した「浅川の野鳥５４種」を一般参加者に配ったことは良かった。 

（門口一雄） 

 

⑧３月１８日（土）：親子野鳥観察会  

日時：２００６年３月１８日（晴） 8:00～11:00 

コース：浅川右岸・長沼橋下流（約５００ｍ） 

観察した野鳥：２８種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ コガモ ヒドリガモ トビ イカルチドリ 
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イソシギ セグロカモメ 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 タヒバリ ヒヨドリ ジョウビタキ ツグミ シジュウカラ 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 ドバト 

ベスト： 

カワセミ キセキレイ ジョウビタキ 

参加者：２３名 

一般参加者（１３名） 

原田澄枝・香澄(9)・真澄(8)・阿澄(4) 堂迫隆・大輝(7) 笹浪真砂・京子・真帆(8)  

菅原惠子 滝沢悦子 水越敬子 平原節子 三好恒雄・弘毅 

会員参加者（１０名）  

浅野恵美子 今井達郎 岡本昭男 粕谷和夫 小張義雄 丸山二三夫 宮越俊一 森田弘文 

山崎久美子 

担当者の一言： 

 参加者数は多くなかったが、探鳥会としては説明が行き届く適正規模であった。 

このコースはカワセミを目前で観察できること、サギ、カモ等もよく観察できること、堤防が行き

止まりのため、散歩や自転車もさほど多くなく、この種の観察会には最適である。（粕谷和夫） 

 

 

⑨４月６日（木） ：葛西臨海公園探鳥会 

日時：平成１８年４月６日   10：10～14：00 

確認した野鳥：４６種 

  カイツブリ カンムリカイツブリ ハジロカイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ 

マガモ カルガモ コガモ ヒドリガモ ハシビロガモ キンクロハジロ スズガモ ホシハジ

ロ トビ バン オオバン コチドリ シロチドリ ハマシギ イソシギ セイタカシギ 

ユリカモメ セグロカモメ キジバト ヒバリ ツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ 

ヒヨドリ モズ アカハラ ツグミ ウグイス メジロ アオジ オオジュリン 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 ドバト ガビチョウ、 

以上４６種 

鳥仲間：１０名 

  青木繁昌 今井達郎 大川征治 小沢礼子 久保山嘉男 白川司 原田佳世 細田富美代 

渡辺敬明 丸山二三夫 

ベスト３： 

① ハジロカイツブリ 夏羽になった数１０羽が一斉に海面下にもぐる瞬間が楽しい。 

② セイタカシギ   ３０羽近くが防波堤の斜面に集まり休憩中。 

③ オオジュリン   夏羽になった頭の黒い固体が印象的 

担当者の感想 

   気持ちよく晴れ渡った空の下、やや冷たい風を受けながら、子供連れでにぎわう園内を探鳥。 最

初の林間コースでこの冬あまり見かけなかったアカハラが落ち

葉をひっくり返す。 続く海浜には夏羽になったハジロカイツブ

リが数羽のんびり泳ぐ。 遠くにはスズガモが多数帯状に連なり、

その中に夏羽になったカンムリカイツブリが羽に首を突っ込み

ぷかぷか浮かぶ。  

   淡水池にはまだ多数のカモ類が残り、周辺の葦にはオオジュリ

ンが数羽、えさを探して移動中。 こんな風景の中、参加者が１

０名と少なかったものの４６種と思ったより多くの鳥に出会え、

ゆったりと平日探鳥を楽しんだ。（丸山二三夫）                             

              

⑩４月９日（日）：北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会  

日時：２００６年４月９日（日） 8：15～10：45 

確認した野鳥：４２種 

  カワウ ダイサギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ トビ オオタカ ノスリ チョウゲ

ンボウ キジ コチドリ イカルチドリ クサシギ タシギ キジバト アマツバメ カワセミ

コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ノビタキ ツ
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グミ ウグイス コサメビタキ シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ カワラヒワ スズ

メ ムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

鳥仲間：３６名 

今井達郎 大川征治 大川 香 小澤節子 小澤礼子 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 

川上 恚 河村洋子 小塩菊子 小張義雄 小張昌子 佐藤哲郎 清水盛通 白川 司 白川史

子 鈴木章七 関 三喜雄 関（息子さん） 関根伸一 高山早苗 仲尾政幸 仲尾陽江 中橋 

薫 長谷川 篤 平井国二 平井智恵子 福島孝子 前田善明 三好恒雄 森田弘文 山崎悠一 

山崎久美子 若狭 誠 丸山二三夫  

ベスト３： 

① ノビタキ： 頭の黒くなった夏羽のノビタキ 

② カケス ： 久しぶりに見たの声あり 

③ コサメビタキ： 何度か姿を現す。 渡り途中か？ 

担当者の感想： 

好天に恵まれ風も無く、絶好の探鳥日和。 集合地点でいきなり

コサメビタキが出現し、希少種出現率の高い松枝橋～陵北大橋コー

ス、評判どおりのスタートとなる。続いて夏羽になったノビタキが

葦に止まり、絵になるポーズをとる。 また、ひさしぶりに 

  見られたカケスはしばらく同じ木に滞留し、きれいな羽色をみせて

くれる。 更に２月の探鳥会で注目を引いたクサシギ、タシギも現

れ中身の濃い探鳥会であった。  

   目的地の小田野中央公園ではカワセミ会１０周年記念の桜も咲き、

恒例の花見の宴も  多くの方が参加し、話の輪も広がった。   （河村洋子、丸山二三夫：記） 

  

⑪４月２２日（土）：五日市探鳥会  

日時：２００６年４月２２日（土） 時間；8:10～13:10 天気；晴後曇 

コース JR武蔵五日市駅……秋川……（上流へ進む）……佳月橋……青少年キャンプ場…… 

沢登橋……堰堤……今熊山分岐……変電所……小峰公園（解散） 

確認した野鳥：４２種 

  アオサギ（鳥合わせ後） マガモ カルガモ トビ オオタカ ノスリ チョウゲンボウ クマタ 

カ キジ イカルチドリ キジバト アマツバメ カワセミ コゲラ ツバメ イワツバメ  

キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ タヒバリ ヒヨドリ カワガラス ツグミ  

ヤブサメ センダイムシクイ ウグイス オオルリ 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 スズメ ムクドリ カケス オナガ ハシボソガラス  

ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

 

本日のベスト 

① オオルリ；堰堤で昼食を食べながら鳴き声を聞き、今熊山の中腹の広葉樹林で、姿を見た。 

② キセキレイ；秋川橋下流の河原で、ペアで飛び交うのを見た。その後も再三出現した。 

③ クマタカ；秋川橋下流の河原で、上空を横切る姿を全員で見た。翼の幅が広く、前面（頭）が 

 魚をくわえているように白く見えた。光線の関係か下面の模様は見えなかった。 

鳥仲間：２４名 

  青木繁昌 青木静子 井手龍世 大川征治 大川香 門口裕子 河田徳子 木崎颯太（木崎母親） 

久保山嘉男 斎藤朋江 佐藤サヨ子 白川司 杉森ユリ 関三喜雄 出口富子 永見博子 細田

冨美代 森田弘文 山崎悠一 柚木鎮夫 柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄 

 

担当者の感想 

   さわやかな探鳥日和であっが、鳥影は少なかった。今年は、コースを今熊山登山道中腹から左折

し、変電所脇を通り小峰公園に出るコースとした。 

秋川橋下流で、いきなり上空にクマタカ、上流ではオオタカ、チョウゲンボウ、ノスリにトビと

続けて旋回するのが見られ感激した。クマタカは数回の羽ばたきと滑空を繰り返しながら北から南

の方向に飛んだ。下面が黒く模様が見えないし、久々に見たので種を確認するのにとまどった。キ

セキレイ、イカルチドリはいつもの所でよくみられたが、イワツバメ、アマツバメは例年より少な

かった。また、漁協のカワウ対策が効いたのかカワウの姿は見られなかった。 
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   林道に入っても野鳥の出現は少なく、堰堤でオオルリ、センダイムシクイの鳴き声を聞きホッと

した。昼食後、今熊山の登りでオオルリの姿を確認できたが、渡ってきたばかりの為か、直ぐ枝移

りしジックリ見せてくれない。 

出現鳥は少なかったが鮮やかな新緑とクマガイソウ、ヤマブキソウやタツナミソウなど多くの草

花を見られたことは良かった。 

なお、小学生が望遠鏡を持って参加し 30 種余の野鳥を確認したとのこと、将来に夢をつないで

くれる思いだ。（門口一雄） 

 

⑫４月２３日（日）：谷津干潟探鳥会  

日時： ２００６年４月２３日（日） ９：２０～１２：００ 

確認した野鳥：４０種 

カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ コガモ ヒドリガモ 

ハシビロガモ ハジロコチドリ シロチドリ メダイチドリ オオメダイチドリ ダイゼン  

キョウジョシギ トウネン ハマシギ オバシギ エリマキシギ キアシシギ イソシギ  

オオソリハシシギ ホウロクシギ チュウシャクシギ タシギ セイタカシギ ユリカモメ  

コアジサシ キジバト カワセミ ツバメ サンショウクイ ヒヨドリ ツグミ アオジ  

スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス 

本日のベスト３： 

ハジロコチドリ・オオメダイチドリ・ホオロクシギ 

参加者：１５名 

大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 川上恚 白川司 傍島玲子 出口富子 長谷川篤  

古山隆 細田富美子 山崎久美子 柚木育子 横山由美子 森田弘文 

担当者の感想： 

ちょうど潮回りが良く、到着後すぐ、西端の干潟から鳥見を開始できた。ハマシギやオオソリハ

シシギの群れをはじめとして、きれいな夏羽のシギ・チドリ類をじっくりと観察できた。オオメダ

イチドリやハジロコチドリ等も見られた。また、梢で囀るアオジや上空を鳴きながら通過するサ

ンショウクイ等、小鳥類の渡りも実感できた。天候も下り坂だったので、昼食後、鳥合わせをし、

早めの解散とした。 

鳥合わせ後に、バン・シジュウカラ・ムクドリを見た。（古山隆） 

 

⑬５月７日（日） 公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会  

日時：２００６年５月７日 8:30～11:00 

天気：曇 

コース：高尾山小下沢林道 

観察した野鳥：２１種 

カルガモ キジバト アオゲラ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ 

ヤブサメ ウグイス オオルリ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ イカル 

カケス ハシブトガラス コジュケイ ガビチョウ 

参加者：２６名 

阿江範彦 井形定子 石橋公子 井手龍世 今井達郎 粕谷和夫 門口一雄 小谷野元久  

小谷野万紀子 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 鈴木章七 関根伸一 傍島玲子 高山早苗 

竹内開 多田恒子 千葉槇子 長谷川篤 福島孝子 前田善明 丸山二三夫 山浦秀雄  

山崎悠一 山崎久美子 

担当者の一言 

小雨決行ということで実施したが、このような天気の時は中止にするかどうか何時も迷うところで

ある。（粕谷和夫） 

 

⑭５月１２日（金）～１４日（日）：裏磐梯探鳥会 

月日：２００６年５月１２日（金）～１４日（日） ２泊３日（内；車中１泊） 

行程：１日目 八王子発 22:00 貸切バス（車中泊） 

    ２日目 裏磐梯レンゲ沼駐車場 4時着、 天気；小雨時々曇 

休暇村、中瀬沼、レンゲ沼→野鳥の森→五色沼→ホテル「五色荘」  

    ３日目 天気；小雨時々曇 
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早朝探鳥（5:30～五色沼周辺）、休暇村、中瀬沼、レンゲ沼探鳥→八王子着 18:30 

確認した野鳥：４６種 

  カイツブリ カワウ アオサギ オシドリ マガモ カルガモ コガモ ヒドリガモ トビ キ

ジバト カッコウ ツツドリ アマツバメ アオゲラ アカゲラ コゲラ ハクセキレイ セグ

ロセキレイ サンショウクイ ヒヨドリ モズ ルリビタキ アカハラ ヤブサメ ウグイス 

メボソムシクイ センダイムシクイ キビタキ オオルリ コサメビタキ エナガ コガラ ヒ

ガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ メジロ ホオジロ ノジコ アオジ カワラヒ

ワ イスカ スズメ コムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

ベスト： 

① イスカ；約 50 羽が群れになり、カラマツに飛来し実をついばんでいた。動きが早くオスの赤

い羽根とくいちがったクチバシを確認したが直ぐ飛び去った。 

② ヤブサメ；始めて姿を見た。間近で地べたを這うように巣材を運んでいたが直ぐ見失う。 

③ サンショウクイ；ハンノキの梢に止まる。鳴き声と白い腹が印象に残った。 

④ アオジ；再三出現し、よく囀っていた。 

⑤ オオルリ；渡りの途中のようで、野鳥の森では 1箇所で♂5羽が見られた。 

⑥ キビタキ；渡ってきたばかりのようで、潅木や地表面など再三出現した。 

⑦ コサメビタキ；中瀬沼探勝路などでよく見られた。 

番外 オオヤマザクラ；満開で色合いもよく心行くまで堪能した。 

鳥仲間：２２名 

  青木静子 石橋公子 大川征治 大川香 小澤礼子 門口裕子 小張義雄 小張昌子 鈴木章七 

傍島玲子 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 細田冨美代 森田弘文 山崎悠一 山崎久美子 柚

木育子 横松あつみ 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄 

担当者の感想： 

   全行程雨具を離せない天候で、望遠鏡はあきらめ双眼鏡での探鳥となった。 

裏磐梯はどこでも探鳥地（ビジターセンターのレンジャー）と言われコースを選ぶのに戸惑った

が、昨年下見で歩いたコースを選んだ。今年は春が遅くカラマツや柳が芽吹いたばかりで鳥が探し

やすかったし、雨のため観光客が少なくジックリと鳥見が出来た。オオルリ、キビタキ、アオジな

ど密度が濃く度々近くで見られ満足した。また、イスカの 50羽余の群れには感動した。（門口一雄） 

 

⑮５月２０日（土）：高尾山  

日 時：２００６年５月２０日（土） ７：００～１０：１５     

天気：曇ときどき晴 

コース： 高尾山口駅→６号路→５号路→山頂（解散） 

確認した野鳥：２３種 

カルガモ、アオバト、ホトトギス、アオゲラ、コゲラ、イワツバメ、キセキレイ、ヒヨドリ、 

クロツグミ、ヤブサメ、ウグイス、キビタキ、オオルリ、エナガ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカ

ラ、メジロ、イカル、スズメ、ハシブトガラス、ドバト、ガビチョウ 

ベスト： 

①キビタキ（６号路最上部において全員で観察した） ②アオバト ③オオルリ 

参加者：６名 

粕谷和夫、勝股朗郎、佐藤サヨ子、夏目満子、丸山二三夫、若狭 誠 

担当者の一言： 

 荒天予報でも６名が参加した。予報ははずれ晴れ間も出る鳥見日和のなか、登山者がほとんどい

ない６号路を自然観察しながらゆったりと山頂まで歩いた。 

 雨上がりで道にでてきたクガビルや巨大なミミズ、コミヤマスミレやウツギなどの植物、オナガ

アゲハ、クロアゲハ、ムラサキシジミ、コミスジなどの蝶なども観察しながら野鳥を探した。 

セッコクはまだ早いようで、全く咲いていなかった。（若狭 誠） 

 

⑯６月４日（日）：浅川（長沼橋～大和田橋）  

日時 ：2006年 6月 4日（日） AM8:10～10:40 

天候 ：曇り 

コース：浅川 長沼橋～大和田橋 （月例探鳥会） 

参加者：２８名 
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井上典子 大川征治 大川香 勝股朗郎 門口裕子 久保山嘉男 小塩菊子 小張義雄 佐々木

貞枝 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 白川司 白川史子 杉田陽子 関三喜雄 関佳世子 関明友 高

木雅子 中橋薫 永見博子 西巻虎彦 長谷川篤 原田佳世 平井国二 平井智恵子 前田善明 

宮越俊一 若狭誠 

観察した鳥：29種 

カワウ ササゴイ カルガモ トビ コチドリ イカルチドリ キアシシギ イソシギ キジバ

ト ヒメアマツバメ カワセミ コゲラ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ 

ヒヨドリ オオヨシキリ セッカ シジュウカラ ホオジロ 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 ドバト ガビチョウ 雑種ガモ 

担当者感想： 

8 時に京王線長沼駅に集合。ひとしきり、駅高架下のイワツバメの巣に見入る。長沼橋からはひ

たすら右岸の土手上をたどる。昨年大規模な河床工事が行なわれたこの区域は、全般的に鳥の姿は

少なめである。ときおりチドリの声がする。川岸や中洲の砂礫の上を探すと、イカルチドリやコチ

ドリの姿が見られた。中でもコチドリはヒナを連れた親鳥も見られ、皆でその姿を楽しんだ。 

中央線鉄橋左岸の電線上にサギの姿があったが、電車が通過しすぐに飛び去った。体型と背中の

色からササゴイと判定。最近このあたりでは珍しい。 

カワセミは対岸の枝に止まっている姿が見られ、雄、雌の競演も皆の歓声を誘った。 

セッカも「ヒッヒッヒッヒ」と鳴きながら飛翔し、降りたところが見やすい枯れ草であり、また、

しばらくじっと止まっていたため、皆がじっくりとその姿を楽しむことができた。 

しかし、サギ類はコサギ、ダイサギ、アオサギとも 1 羽も見られなかった。先月の定期カウント

でもサギ類は非常に少なく。傾向として定着するのか、気になるところである。 

後続グループで、キアシシギ 1 羽を確認とのこと。先月半ばに確認されてからも、まだ浅川にい

るようだ。 

終点の大和田橋下で 10時 40分に鳥合せを行った。 

本日のベストは ・セッカ （止まっている姿がじっくりと見られた） 

     ・コチドリ（親子連れ） 

・カワセミ（雄、雌ペア） 

鳥合せ後、有志で環境フェスティバルのカワセミ会テントへと向かった。 

鳥の少ない時期なので心配したが、なかなか有意義な探鳥会となった。（佐藤哲郎） 

 

 

⑯６月９日（金）～１１日（日）：三宅島探鳥会  

日時：２００６年６月９日（金）～１１日（日） 

確認した野鳥：３３種 

オオミズナギドリ ゴイサギ アマサギ チュウサギ トビ ウミネコ カラスバト キジバト 

ホトトギス アオバズク アマツバメ （ミヤケ）コゲラ ツバメ イワツバメ ヒヨドリ モズ

（モスケ）ミソサザイ （タネ）コマドリ イソヒヨドリ アカコッコ ウグイス ウチヤマセン

ニュウ イイジマムシクイ キビタキ （オーストン）ヤマガラ シジュウカラ （シチトウ）メ

ジロ ホオジロ カワラヒワ スズメ ハシブトガラス コジュケイ サギ sp.（タカサゴクロサ

ギ？） 

ベスト４：（タネ）コマドリ アカコッコ ウチヤマセンニュウ イイジマムシクイ 

参加者：１６名 

丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 川上恚 門口一雄 門口裕子 久保山嘉男 若狭誠 渡辺

敬明 大川征治 大川香 柚木鎮夫 柚木育子 長谷川篤 長谷川典子 古山隆  

担当者の感想： 

 竹芝桟橋から夜１０：３０出港、翌朝５：００、三宅島着。入港した三池港ではガスマスクを装

着しての下船となった。最初の探鳥地の大路池周辺はそれほど噴火の影響を受けておらず、イイジ

マムシクイやモスケミソサザイ、シチトウメジロ、ミヤケコゲラ等の固有種（亜種）が見られ、鳴

き声も響き渡っていた。伊豆岬ではアカコッコ館主催の観察会に参加し、詳しい解説を伺いながら、

盛んに囀るウチヤマセンニュウやカラスバトの姿をじっくりと観察することができた。翌日は朝か

ら生憎の雨で、アカコッコ館での探鳥となった。タネコマドリやアカコッコが何度も間近に見られ

た。オーストンヤマガラは幼鳥も見られた。バードアイランドと言われるだけに野鳥の個体数も多

く、また、短時間ではあったが、上空を飛ぶタカサゴクロサギと思われる個体も見られ、充実の２
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日間であった。                           （古山 隆） 

鳥信（主として２００６年１月～６月）       

今期は 660 件が鳥信データベースに登録された。以下はスペースの関係で、登録情報のうち、希少種、猛禽、鴫千鳥、託

卵鳥、繁殖、行動、事故、渡り鳥の通過情報である。      

 （この他に夏鳥の初認、塒、飼育下の野鳥、帰化鳥、その他の情報が登録されている）   

番

号 
鳥名 年/月/日 

羽

数 
観察した場所 状況その他特記事項 観察者 メッシュ 

１．希少種         
5 カイツブリ 2006/4/16 １羽  元八王子・ホーメストタウン

下調整池 
遠くて雛の有無はわかりませんでした。 竹内開  八王子2K 

60 ササゴイ 2006/5/26 ２羽  多摩川・日野橋下流側 ２羽が飛び交っていた 小塩菊子  立川3A 

60 ササゴイ 2006/5/27 １羽  多摩川右岸・平町 15:00-15:15 竹内開  拝島8C 

62 アマサギ 2006/5/25 ２羽  高月町・高月水田 15:35-16:15 竹内開  拝島6E 

62 アマサギ 2006/5/29 １羽  高月水田 17 時過ぎ～18 時、状況 ：トラクターの入った水田でカエルを
採餌。アマサギ１羽とチュウサギ１羽が水田でトラクターの後
ろを付いて周り採餌する様子が観察できました。アマサギは
こちらが観察しているのが気になっているのか、採餌がヘタな
のかとりのがしが多かったのですが、チュウサギは次々とカ
エルを捕まえては食べていました。 

今野美代子 拝島6E 

62 アマサギ 2006/5/31 ６羽  高月浄水場横の田圃 ６羽 内３羽は若鳥 気持ちよさそうに羽ずくろいをしていまし
た。 

峯尾良雄  拝島6E 

64 チュウサギ 2006/5/29 １羽  高月水田 17時過ぎ～18時、トラクターの入った水田でカエルを採 今野美代子 拝島6E 

81 ヒシクイ 2006/1/16 ６羽  多摩川・昭和用水堰上流側 馬場さんと高月に行っていましたら、6 羽のヒシクイが下流か
ら飛んで来ました。昭和堰の上流の多摩川寄りの石ころの所
へおりました。 

谷村都代子 拝島6E 

88 ハクチョウ 2006/1/6 ３羽  日野市「日野自動車」北西
側の上空 

今朝、通勤途上、日野市内上空を通過するハクチョウを見ま
したので報告します。朝８：００頃、「日野自動車」北西側の上
空を南から北に向かってハクチョウ３羽が通過していきまし
た。コハクチョウかオオハクチョウかは不明です。地図で見る
と、ちょうど多摩川・谷地川合流の少し上流側に向かっている
感じでした。ひょっとしたら、多摩川に着水したかもしれませ
ん。 

古山隆  立川0A 

88 コハクチョウ 2006/1/6 １羽  多摩川・日野橋下流側 本日１１時、朝日新聞に投稿した、五十子（いらこ）さんとオオ

ハクチョウの幼鳥（多摩動物園に聞いた）を見ながらお話しを
しました。「多分もう２～３日は居るのでは」とのことでした。付
近にオカヨシ・ヒドリ・マガモ・コガモ・カルガモ等石田橋の間に
いました。  ⇒その後、１月１１日、「多摩川石田大橋上流す
ぐの淀みに、（オオハクチョウ改め）コハクチョウの幼鳥がまだ
居ました。よほど餌が豊富なのでしょうか。ダイサギやコガモ
達の真ん中でのんびり浮かんでいました。」と渡辺氏から鳥
信が寄せられましたので、コハクチョウとします。 

渡辺敬明  立川3B 

88 コハクチョウ 2006/1/7 ２羽  多摩川・多摩大橋下流側 午前中に多摩川に架かる多摩大橋の下流にコハクチョウの
幼鳥が２羽いました。６人で確認しています。 

谷村都代子 立川0C 

88 コハクチョウ 2006/1/9 ９羽  多摩川睦橋付近 ９日９時４０分ころ、多摩川睦橋付近から下流へ、９羽の白鳥
が飛びました。着水点を探して、昭和堰付近までチェックしま
したが、見つかりませんでした。 

中村啓一・
千枝 

 拝島6F 

88 コハクチョウ 2006/1/11 １羽  多摩川・石田大橋上流 石田大橋上流すぐの淀みに、コハクチョウの幼鳥がまだ居ま
した。よほど餌が豊富なのでしょうか。ダイサギよコガモ達の
真ん中でのんびり浮かんでいました。 

渡辺敬明  立川4A 

96 コガモ 2006/1/3 100羽 高月浄水場  大川征治  拝島6E 

98 ヨシガモ 2006/1/2 １羽  浅川・長沼橋下流５００ｍの
水門付近 

水門から下流側の取水堰を見ると「ヨシガモ」雄１羽が、雌の
マガモ１羽と共にいました。 

山崎悠一 
久美子 

武蔵府中
0G 

98 ヨシガモ 2006/2/4 ２羽  浅川：滝合橋上流２００メー

トル右岸のワンド状水域。 

堰堤で羽づくろいする 1羽、および水面を盛んに動き回る 1羽

が、いずれもヒドリガモ約１５羽の群れに混ざっていた。 

馬場裕 

百合亜 

 武蔵府中

0H 

98 ヨシガモ 2006/2/11 １羽  浅川・長沼橋下流５００ｍの
水門付近 

雄１羽 カワセミ会探鳥会
参加メンバー 

武蔵府中
0G 

99 オカヨシガモ 2006/1/3 ５羽  高月浄水場  大川征治  拝島6E 
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99 オカヨシガモ 2006/3/12 １羽  川口川･清水公園付近 ♀ 杉森ユリ  拝島5B 

104 ハシビロガモ 2006/3/5 １羽  高月浄水場 浄水場の池で今季初認。♂の個体。他にはカルガモ 20羽、コ
ガモ 40羽、オカヨシガモ８羽、マガモ 30羽、オナガガモ７羽。 

神谷古牧  拝島6E 

122 ホオジロガモ 2005/1/4 ３羽  多摩川昭和堰上流 ♀2（成鳥 1 と第１回冬羽 1）、♂1（第１回冬羽）と思われるも
の計３羽。堰上部で盛んに潜りながら採餌 

宮越俊一  拝島6E 

122 ホオジロガモ 2006/1/15 ３羽  多摩川昭和堰上流 ♀2（成鳥 1 と第１回冬羽 1）、♂1（第１回冬羽）と思われるも
の計３羽。堰上部で盛んに潜りながら採餌 

滝山下定期 C
（宮越） 

拝島6E 

122 ホオジロガモ 2006/1/17 ３羽  多摩川秋川合流付近 エクリプス？３羽 粕谷和夫  拝島6E 

124 ミコアイサ 2005/1/4 ５羽  多摩川昭和堰上流 ♂１、♀タイプ４の計４羽で行動。堰上部で盛んに潜りながら

採餌 

宮越俊一  拝島6E 

124 ミコアイサ 2006/1/2 ５羽  多摩川・昭和用水堰上流側 ♂１羽、♀型４羽 粕谷和夫  拝島6E 

124 ミコアイサ 2006/1/3 ５羽  高月浄水場 ♂１羽 大川征治  拝島6E 

124 ミコアイサ 2006/1/14 ４羽  多摩川・昭和用水堰上流 ミコアイサ♂1♀3、ノスリ 2、カイツブリ♂1♀1、バン 1、その
他、カワセミ(何度もホバリング)、アオサギ、アオジ、ジョウビタ
キ、ツグミ、マガモ、ホオジロ、モズなどなど休む間もなくたくさ
んの鳥が見れました。散歩のおじさん曰く、「週末はいつもた
くさん居るのに今日は一人だね」とのこと。 

竹内開  拝島6E 

124 ミコアイサ 2006/1/17 ５羽  多摩川秋川合流付近 ♂１羽＋♀型 4羽 粕谷和夫  拝島6E 

170 クイナ 2006/3/5 １羽  川口川･唐犬橋上流左岸約

２０ｍ位のところ 

姿確認 杉森ユリ他 拝島3C 

170 クイナ 2006/4/2 １羽  川口川･安養寺左岸水辺 先月に引き続き見られた 杉森ユリ他 拝島3C 

170 クイナ 2006/4/21 １羽  浅川・萩原橋上流右岸ワン
ド 

１０時頃右岸土手脇の小さな流れにクイナが現れ、すぐに草
陰に消えた。嘴が赤く見えた。 

若狭誠  八王子5K 

179 バン 2006/1/14 １羽  多摩川・昭和用水堰上流 ミコアイサ♂1♀3、ノスリ 2、カイツブリ♂1♀1、バン 1、その
他、カワセミ(何度もホバリング)、アオサギ、アオジ、ジョウビタ
キ、ツグミ、マガモ、ホオジロ、モズなどなど休む間もなくたくさ
んの鳥が見れました。 

竹内開  拝島6E 

179 バン 2006/3/26 １羽  湯殿川・小比企郵便局より
少し下流 

15：00 頃、バン(若？）、しっかり確認出来たのは 1 羽ですが、
川に突き出した如何にも・・・な潅木の根の下にもう１羽いる様

子。好天に誘われて湯殿川を寺田から片倉まで歩いてみまし
た。カルガモ、コガモ、マルガモ、イソシギ他を観察。普段あま
り行かないところで、バンを観察しましたのでお知らせいたし
ます。 

高山早苗  八王子5G 

179 バン 2006/4/1 １羽  多摩川右岸昭和堰上流河原 釣り掘の池 粕谷和夫  拝島6E 

179 バン 2006/4/14 ２羽  湯殿川・釜土橋と大橋の中
間 

流れの中の草陰から出現する。額板は薄黄色。昨年１０月頃
から２羽を見かける。 

長谷川篤  八王子6G 

179 バン 2006/4/16 １羽  元八王子・ホーメストタウン
下調整池 

額板と嘴が鮮明な赤と黄色で大変きれいでした。 竹内開  八王子2K 

179 バン 2006/4/28 １羽  南浅川・八王子工業高校裏 ４・２８ ２９ ５・１ 南浅川・八王子工業高校裏 山下弘文  八王子4J 

179 バン 2006/5/27 １羽  多摩川右岸・平町 14:02 竹内開  拝島8C 

179 バン 2006/6/3 １羽  多摩川・右岸多摩大橋下流ひょうたん池  大川征治  拝島6E 

188 コチドリ 2006/3/21 １羽  南浅川・八王子工業高校裏 ３・２１ ４・２２ 南浅川八王子工業高校裏 山下弘文  八王子4J 

263 セグロカモメ 2006/2/28 １羽  多摩川谷地川合流部 浅瀬に立っていた。尾の斑がよく見える。今年はセグロカモメ
はたまに見るが、ユリカモメはほとんど見かけない。 

神谷古牧  立川1B 

263 セグロカモメ 2006/4/5 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州上空を、上流に向かって飛ぶ。 神谷古牧  立川1C 

263 セグロカモメ 2006/4/9 ２羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木北側の多摩川本流上空を飛ぶ 神谷古牧  立川1C 

289 コアジサシ 2006/5/21 ２羽  多摩川・平の堰  大川征治  拝島8D 

316 アオバト 2006/4/27 １羽  長沼公園・ハイキングコース
あずまやの北側斜面 

ヘリコプターや電車の走行音など人口音がうるさかったが、
赤ん坊のような声で鳴いていた。 

馬場百合亜  

316 アオバト 2006/5/8 １羽  高尾・いろはの森と４号路の
交差点手前１００ｍ付近 

いろはの森と４号路の交差点手前１００ｍ付近で、高尾山山
頂方面から鳴き声が聞えた。 

白川司  与瀬9E 

316 アオバト 2006/5/9 声  高尾山１号路、４号路 ひさしぶりに、アオバトの声を濃霧の高尾山で聞きました。  千葉槙子  八王子０F 

316 アオバト 2006/5/20 声  高尾山登り６号路の階段路
の手前付近 

登山道の直ぐ近くで鳴いていたが、姿は確認できず カワセミ会探鳥
会参加メンバー 

八王子0E 

316 アオバト 2006/5/22 １羽  八王子城跡付近 しばらくの間、声が聞えた。 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

316 アオバト 2006/6/17 １羽  高尾山山頂下３号路入り口
付近 

12:00頃  声を聞く  千葉槇子  八王子0E 

322 ホトトギス 2006/5/30 １羽  大谷町自宅 その後もたびたび声を聞く 大川征治、香 拝島8A 

335 ヨタカ 2006/6/14 声  拓殖大学（館町） ６・１４ 館町 拓殖大学東 山下弘文  八王子2E 

348 アリスイ 2006/1/25 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側の河川敷内にある木の枝に留まる。カメラの準
備をしている間に、林に消える。 

神谷古牧  立川0C 
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349 アオゲラ 2006/2/5 ２羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前のオニグルミの木に留まる。かなり近いところで、肉
眼でも雄だと言うことが良く解る。もう一羽が木の根方にい
て、地上の藪に入ったり、木に留まったりを繰り返す。こちら
は雌雄不明。 

神谷古牧  立川1B 

349 アオゲラ 2006/2/11 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側の林に居た。♂の個体。 神谷古牧  立川0C 

349 アオゲラ 2006/3/26 １羽  多摩川・昭和堰の少し下流

の雑木林 

17時半頃 今野美代子 拝島6E 

349 アオゲラ 2006/3/29 ２羽  小宮公園 雌が巣穴を掘る。４月１２日オス雌が巣の近くで鳴き交わす。 定期カウント 拝島7A 

349 アオゲラ 2006/4/21 １羽  高幡台団地第 2緑地 ♂、その他（アオジ４羽、ツグミ５羽、ヒヨドリ６羽、シジュウカ

ラ、ヤマガラ、コゲラ、エナガ、メジロ、ウグイス） 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

354 アカゲラ 2006/4/29 １羽  高尾山・大平林道、中段休
憩小屋南側 

林内 川上恚  与瀬9E 

354 アカゲラ 2006/5/25 １羽  高幡台団地第 2緑地 ♀1 羽、緑の中に黒と白のツートンカラーが見えたので双眼
鏡をのぞくとアカゲラは私を見て急いで緑の上に隠れました。
飛んだ時、腰の赤い色が鮮やかでした。ここで見たのは、実
に 1年半ぶりです。   

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

354 アカゲラ 2006/6/2 １羽  高尾日影沢・ウッディハウス
のキャンプ場付近 

ウッディハウスのキャンプ場付近で沢の西側から東側に鳴き
ながら飛んでいくのを視認した。  

白川司  与瀬9F 

368 コシアカツ

バメ 

2006/5/6 ２羽  浅川・新井橋上流側 快晴。５月の定期カウントに参加。一番橋付近はイワツバメの

力強い群舞のみで、他種の鳥影なし。高幡橋付近からツバメ
が軽やかに土手を越えて参入し出す。新井橋手前で「腰が赤
いよ！」と青木さんの声と共に、２羽のコシアカが眼の前を低
空で旋回！ま 
さに「ツバメ返し」でタダツバメ（？）群を圧倒していました。 

青木繁昌、 

渡辺敬明 

武蔵府中

3K 

368 コシアカツ
バメ 

2006/5/16 １羽  高幡台団地 今年も高幡台団地にコシアカツバメがやってきました。まだ大
家さんにご挨拶してないので今日は巣の方はみていません
が、1 羽しか姿はみられませんでした。また、裏山でたぶんオ
オタカにやられたと思われるキジバトの食痕がありました。ち
ょうど 1週間前の 9日にもキジバトの食痕を見ていますが、こ
れが自然の法則だと知っていても、ちょっと複雑な気持です。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

382 タヒバリ 2006/4/9 １羽  南浅川・富士森高校前 ４・９ １羽 南浅川 富士森高校前 山下弘文  八王子4J 

384 サンショウクイ 2006/5/6 声  長房町５４山下弘文自宅 ５・６ 自宅西側から声 山下弘文  八王子4J 

394 ヒレンジャク 2006/3/25 ７羽  黑川清流公園 １３時３０分～１４時１０分、日野市東豊田３丁目、黑川清流公
園 上方の林内、状況・・・ヤドリギの付いた欅の木に４羽～７
羽が飛来やどりぎの実を採餌したり、枝止まりしたり、時々東
豊田４丁目方向へ飛び去っては、暫くして舞い戻ったりしてい
た。なお、３月１０日（小雨）８時１０分～８時３０分の間にも同
所に於いてヒレンジャク５羽を確認（川上）しています。 

川上恚 、
岡本昭男 

 武蔵府中
1K 

394 ヒレンジャク 2006/3/26 ３０羽  多摩川・昭和堰付近 17 時半頃、ジャノヒゲ？の実を食べに来ていました。２群だっ
たらしく、途中１１羽はいなくなり、残ったのは１９羽でした。

（粕谷コメントジャノヒゲ？はヤブランと思います） 

今野美代子 拝島6E 

394 ヒレンジャク 2006/3/26 １１羽 日野市豊田 去年は見られませんでしたが今年は見ることが出来ました。
宿り木の実を食べに来ていました。 

今野美代子 武蔵府中
1K 

394 ヒレンジャク 2006/3/26 １２羽 黒川清流公園  大川征治  武蔵府中1K 

394 ヒレンジャク 2006/3/27 30羽± 多摩川・昭和堰付近 11 時半頃、昨日の群がまだ残っていたようで、またあうことが
できました。 

今野美代子 拝島6E 

394 ヒレンジャク 2006/4/7 19羽＋ 多摩川・昭和堰下 2回飛来し近くの木にとまったが地上には降りず 大川征治他 拝島6E 

394 ヒレンジャク 2006/4/8 ２羽  深沢橋上流 50m付近 右岸ヤナギ（種類は？）の木に止まる 北浅川定期 C 拝島1A 

396 ミソサザイ 2006/1/1 １羽  小宮公園 ひよどり沢デッキ付近木道上 宮越俊一  拝島7A 

396 ミソササイ 2006/1/4 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

396 ミソサザイ 2006/4/23 １羽  八王子市別所 1丁目の自宅
の裏 

自宅の裏でミソサザイ 1 羽を見ました。建物の中の方から声
が聞こえたので、もしかして違法飼育？と一瞬思いましたが、
建物のすぐ際にある植え込みの縁をピョコピョコ飛び歩いて
いる姿を間近で確認しました。 

登坂久雄  武蔵府中
D1 

406 ルリビタキ 2006/1/9 １羽  小宮公園 ♀タイプ、公園中央部の木道沿いを行動 宮越俊一  拝島7A 

409 ノビタキ 2006/4/15 １羽  多摩川滝山下 ♀１，多摩川の中洲にいた 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

415 イソヒヨドリ 2006/4/9 １羽  狭間町のイトーヨーカドー八
王子店 

17：45 頃、イトーヨーカドー八王子店屋内駐車場南東側進入
路上の梁（２階屋根の高さ）で♂1羽が囀っていた。 隣接する

マンション屋上から、ハシボソガラスに追われてヨーカドーの

梁まで降りて来た模様。 

横山由美子 八王子3G 
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415 イソヒヨドリ 2006/4/22 １羽  京王線・聖蹟桜ヶ丘駅前交
差点上空 

16時半頃と 17時半頃、♂ 1羽、状況：「え？夏鳥？」と驚き、
声の主を探すと、イソヒヨドリでした。京王ストアの看板や銀行
の看板、ＯＰＡなどビルの高いところを忙しく飛び回り、交差点
でずっとさえずっていました。もしかしたら、観察した前後もず
っといたのかもしれません。残念なことに、車が多い場所なの
で、美声がその音にかき消されていました。 

福島孝子  武蔵府中
5H 

415 イソヒヨドリ 2006/5/7 １羽  狭間町のイトーヨーカドー八
王子店 

17時ごろ屋上で♂１羽囀っていた。 横山由美子 八王子3G 

416 トラツグミ 2006/2/22 １羽  小宮公園 例年より遅いトラツグミ？ やっと今日、犬の散歩で、観る事
ができました。小宮公園定例探鳥カウントで来られていた大

川様たちともいっしょに観察 できました。小宮公園管理事務
所の道路を隔てた西側の分園（サクラの苗木を保護している
地上で採餌）  

本島てるみ 拝島7A 

416 トラツグミ 2006/2/22 １羽  小宮公園 地面で採餌 定期カウント 拝島7A 

416 トラツグミ 2006/2/26 声  清水自宅前（下恩方） 囀り、AM５：４０～自宅前（拝島０A）の林で 清水盛通  拝島0A 

416 トラツグミ 2006/3/24 １羽  高幡台団地第 2緑地 11 月の 26 日に早々とみたトラツグミでしたが、その後全く姿
が無く、もう今期は見られないと思っていましたら、今日 4ヶ月
ぶりに姿を見せてくれました。ちなみに今日はツグミは勿論、
シロハラ、ルリビタキのオスとメスも顔を見せてくれて Birｄ 
Loverの私を喜ばせてくれました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

416 トラツグミ 2006/4/7 ２羽  高尾山３号路かしき谷園地
からの下り坂付近 

約１０羽のツグミが集団で林の中の枝から地上、また枝へと
移動していた。渡りのための行動と見られる。その近くで２羽
のトラツグミがモミの枝に止った。近くの枝に２羽のアトリと２
羽のカケスもいた。 

琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

416 トラツグミ 2006/4/12 １羽  小宮公園 林内で鳴く 大川征治  拝島7A 

416 トラツグミ 2006/4/28 １羽  八王子城跡付近 トラツグミの声 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

420 クロツグミ 2006/5/26 １羽  高尾山・20号水野橋東側 林上方で鳴き声 川上恚  与瀬9E 

422 アカハラ 2006/1/1 １羽  小宮公園 ひよどり沢デッキ付近から藪の中へ． 宮越俊一  拝島7A 

422 アカハラ 2006/1/19 ２羽  日野市東光寺グランド 東光寺グランド北側の林でアカハラ二羽。今季初認。もうすぐ
中年の男女数人が近くで準備を進めていた霞み網に掛かる

のかと思うと、気の毒。 

神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2006/1/25 １羽  日野市東光寺グランド アリスイと入れ替わりに林から鳴きながら出てきたので、一瞬
アリスイはアカハラのような声で鳴くのかと思った。 

神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2006/1/26 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側の林で。 神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2006/1/27 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側の林で、鳴き声を上げずに飛び立つ。 神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2006/2/23 １羽  八王子市堀之内１００２ 落葉広葉樹のえだにとまっていた 関根伸一 武蔵府中1G 

422 アカハラ 2006/3/3 １羽  谷地川下流右岸  大川征治  立川0C 

422 アカハラ 2006/3/6 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の藪にいた。普段はやや上流のグランド前で見るこ
とが多い。 

神谷古牧  立川1B 

422 アカハラ 2006/4/8 １羽  北浅川・松枝橋上流１００ｍ 木に止まっていた 河村 、 木
崎 

 拝島４Ｂ 

422 アカハラ 2006/4/16 １羽  多摩川・多摩大橋下流  大川征治  拝島6E 

422 アカハラ 2006/4/19 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の藪で、一羽のツグミと隣り合って採餌。 神谷古牧  立川1B 

422 アカハラ 2006/4/21 ２羽  高幡台団地第 2緑地 その他（アオジ４羽、ツグミ５羽、ヒヨドリ６羽、シジュウカラ、ヤ
マガラ、コゲラ、エナガ、メジロ、ウグイス） 

佐藤サ ヨ
子 

武蔵府中3H 

422 アカハラ 2006/4/27 １羽＋ 長沼公園西端、絹ヶ丘団地
殿ヶ谷戸公園の東側斜面直下 

笹薮を移動し、囀る。 馬場百合亜  

422 アカハラ 2006/4/29 １羽  高尾山・20号水野橋南側 林内 川上恚  与瀬9E 

422 アカハラ 2006/5/1 ５羽  高幡台第２緑地 いつもこの季節になると裏山に姿を見せるアカハラ。昨日ま
では 1羽か 2羽しかいなかったのですが、今朝は 5羽も集結
していました 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

424 シロハラ 2006/1/4 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

424 シロハラ 2006/4/26 １羽  小宮公園 水浴び 大川征治  拝島7A 

425 マミチャジナ
イ 

2006/4/22 １羽  八王子市別所 2丁目の長池
公園 

クロツグミ 1羽、マミチャジナイ 1羽を見ました。クロツグミ、マ
ミチャジナイともにツグミ数羽の群れと一緒に地面に降りて採
餌していました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

425 マミチャジナ
イ、クロツグ

ミ 

2006/4/26 各々1 寺沢川近くの雑木林 マミチャジナイ（当初アカハラと誤認、４月２７日長沼公園観察
分を参照）は笹藪で、クロツグミは主に林冠で囀り。前者は弊

観察記録からは当地で初認。 

馬場百合亜  
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425 マミチャジナ
イ 

2006/4/27 １羽＋ 長沼公園長泉寺尾根東側 シロハラに混じり薄暗い林内を移動するも胸～腹の赤白模様
を垣間見た。囀りの第二音節が短く、カスれるので、アカハラ
の初期の囀りと想定せしも、２日後ＣＤ（野鳥大観など）で本
種と得心。４月３０日夕刻、同所付近でシロハラの飛翔する群
中に頭部が灰色味の個体を馬場裕と追認した。弊観察記録
からは当地で初認。その後、当園から渡去したのかツグミ類
を未確認。 

馬場百合亜  

425 マミチャジナ
イ、クロツグ
ミ 

2006/4/27 各々1 帝京高校の西側の緑地 マミチャジナイ（これも４月２７日長沼公園観察分と同様、当初
アカハラと誤認、項番１１を参照）は笹藪で、クロツグミは主に
林冠で囀り。前者は弊観察記録からは当地で初認。 

馬場百合亜  

440 オオヨシキリ 2006/5/3 １羽  南浅川・第五小学校裏 ５・３ １羽 南浅川・第五小学校裏 山下弘文  八王子4J 

440 オオヨシキリ 2006/5/16 １羽  永生病院（椚田町）付近  山下弘文  八王子4G 

440 オオヨシキリ 2006/6/3 １羽  川口川・明治橋下流仮設橋 川口川で初めてオオヨシキリを確認したので、報告します。１
１：３０頃、これから、毎年渡って来ればいいのですが・・・・  
                  

木崎颯馬 
鈴木章七 

拝島4C 

440 オオヨシキリ 2006/6/8 １羽  南浅川・廿里橋の下流部 6 月 8 日 18 時 30 分頃、南浅川の廿里橋上からオオヨシキリ
を見ました。水際の葦の茂みに飛び込んだ後、茶色の姿が見
えました。 
姿を隠してから短くさえずった声でオオヨシキリと判断しまし
た。短いさえずり 

横山由美子 八王子2G 

452 キクイタダ
キ 

2006/2/14 ２羽  高尾山１号路蛸杉付近 モミの木 粕谷和夫  八王子0F 

453 セッカ 2006/6/3 １羽  多摩川・多摩大橋下流 葦原を鳴きながら飛ぶ 大川征治  拝島6E 

456 キビタキ 2006/5/21 １羽  川町谷戸 谷戸の雑木林で囀り 粕谷和夫  八王子2K 

456 キビタキ 2006/6/10 声  川町谷戸 谷戸の雑木林で囀り 粕谷和夫  八王子2K 

462 コサメビタキ 2006/4/8 １羽  元木橋上流 100m付近 右岸の低木を枝渡り 北浅川定期 C 拝島1A 

462 コサメビタキ 2006/6/2 ４羽  高尾山５号路頂上から１００
ｍ 

一家と思われる４羽が枝に止っていた。木村さんがビジター
センターに確認したところ繁殖しているとのことです。 

琵琶滝ＣＴ  与瀬9E 

463 サンコウチョ

ウ 

2006/5/22 １羽  八王子城跡付近 囀りと姿 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/5/25 声  小津町１１５５付近 ＡＭ11:30、声：月日星ホイホイホイ。を数回、姿：チラリと１回 関根伸一  五日市7C 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/6/2 １羽  高尾山６号路第２ベンチ手
前 

近くで囀りが聞えた。登山道から山の斜面の檜の枝を覗き込
んだが、真上を覗く形になり下の枝に遮られ姿は確認できな
かった。 

琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/6/4 １羽  高尾山１号路入り口付近 １号路入り口付近右手スギ植林地、10:00頃  声を聞く  千葉槇子  八王子1F 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/6/10 声  川町谷戸 谷戸の杉林で声 粕谷和夫  八王子2K 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/6/17 声  高尾山・６号路第１ベンチ 6 号路のセッコクを見るのが主な目的でしたが、サンコウチョ
ウのサエズリを聞く事ができました。琵琶滝を過ぎ、最初の休
憩ベンチのある当りです。 

塩谷暢生  八王子0E 

463 サンコウチョ
ウ 

2006/6/29 １羽  高尾山稲荷山コース６号路
分岐の手前 

♂、11:00 頃、コースを東から西へ６号路側へ飛ぶ。枝にとま
りひとしきり鳴く。視認。 

千葉槇子  八王子0E 

467 コガラ 2006/5/25 １羽  高幡台団地第 2緑地 今年はホトトギスがとても多いように思われますが、その姿を
捉えることが難しく、見つけたと思うと飛んでしまうので双眼鏡
を木の上のほうに向けていると、1羽のベレー帽をかぶった鳥
を見つけました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

492 クロジ 2006/1/6 ３羽  高尾山６号路大山橋上

200m 

♂２羽、♀１羽が南側山を移動。 琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

492 クロジ 2006/2/3 ３羽  高尾山６号路大山橋上
200m 

♂２羽、♀１羽が南側山で採餌。 琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

492 クロジ 2006/2/11 ３羽  高尾・日影沢林道八王子市
有林管理小屋から約１００
ｍ 

日影沢林道八王子市有林管理小屋から約１００ｍ下った所
で、暗い下草の中で採餌しているのを視認した。 

白川司  与瀬8F 

492 クロジ 2006/2/11 １羽  高尾・もみじ台への坂道中
間辺り 

ウッディハウスのキャンプ場横の日影沢林道沿いで、潅木の
間を移動しているのを視認した。 

白川司  与瀬9F 

492 クロジ 2006/3/8 ２羽  高尾・日影沢林道八王子市
有林管理小屋の対岸 

日影沢林道八王子市有林管理小屋の対岸で、暗い下草の中
で採餌しているのを視認した。 

白川司  与瀬8F 

494 オオジュリン 2006/2/22 １羽  浅川・鶴巻橋～大和田  倉本修   八王子6K 

494 オオジュリン 2006/4/9 ２羽  谷地川浄化施設 左岸のフェンスに留まっていた。 神谷古牧  立川0C 
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501 アトリ 2006/4/7 ２羽  高尾山３号路かしき谷園地
からの下り坂付近 

約１０羽のツグミが集団で林の中の枝から地上、また枝へと
移動していた。渡りのための行動と見られる。その近くで２羽
のトラツグミがモミの枝に止った。近くの枝に２羽のアトリと２
羽のカケスもいた。 

琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

503 マヒワ 2006/2/11 ３０羽 高尾山山頂トイレから約５０
ｍ行った５号路脇 

高尾山山頂トイレから約５０ｍ行った５号路脇で、潅木の中で
採餌しているのを視認した。直ぐに谷筋に沿って飛び去った。 

白川司  与瀬9E 

510 イスカ 2006/3/30 １羽  平山城址公園 ♂１羽、平山城址公園に着いたのが 15:30 頃、妻が林の木の
上に鳥がいるという。早速望遠鏡を出して覗くと、イスカだと
思わず声が出る。二人で交互に観察する。興奮した。偶然と
幸運に恵まれたことでした。カメラ持参したが、撮影できず残

念。その後、２日間通ったが全く現れなかった。 

小張義雄・
昌子 

 武蔵府中
0G 

512 ベニマシコ 2006/1/5 ２羽  浅川・浅川大橋下流水道管
橋右岸あたり 

今朝、通勤途中の７時５０分頃、淺川大橋下流水道管橋右岸
あたりでベニマシコ♂２羽、ツグミ１羽、チョウゲンボウ１羽、
ベニマシコは草原を移動しながらピーポピーポと鳴いていた。 

峯尾真澄  八王子7K 

512 ベニマシコ 2006/1/8 １羽  浅川・大和田橋上流側の河
原 

セイタカアワダチソウの種を食べていた 倉本修他  八王子7K 

512 ベニマシコ 2006/1/8 １羽  谷地川・新左入橋  大川征治他 立川0C 

512 ベニマシコ 2006/1/13 ５羽 ＋ 谷地川浄化施設 今日はベニマシコの声が良く聞こえる。浄化施設から桜並木
前にかけて、５羽以上か。 

神谷古牧  立川1B 

512 ベニマシコ 2006/2/19 ３羽  多摩川滝山下 水管橋上流左岸の低木に♂１、♀２ 滝山下定期 C

（古山・宮越） 

拝島7E 

512 ベニマシコ 2006/2/25 １羽  北浅川・陵北大橋と下流沈
下橋の間  

8:31、他に複数のホオジロがさえずっていました。 竹内開  拝島2B 

512 ベニマシコ 2006/2/27 １羽  谷地川下流  大川征治  立川0C 

512 ベニマシコ 2006/3/6 ３羽  谷地川下流右岸 ♂１、♀２柳の新芽を食べる 大川征治  立川0C 

512 ベニマシコ 2006/3/11 １羽  北浅川・陵北大橋と下流沈
下橋の間  

7:24、ベニマシコはあいかわらずムシャムシャと食べ続けてい
ました。渡りに備えて体力を蓄えているのかな？あいかわら
ず♀のみです。 

竹内開  拝島2B 

512 ベニマシコ 2006/3/11 １羽  北浅川・沈下橋と陵北大橋

の間 

木に止まってよくさえずっていた ♀ 河村洋子  拝島２Ｂ 

512 ベニマシコ 2006/3/11 ３羽  中央高速脇 御霊谷川 中央高速脇 御霊谷川（裏高尾にぬける道）にて オス２羽、
メス１羽を確認しました。ちょうど 城山病院へ曲がらず少しま
っすぐいったあたりです。ノスリが旋回し、エナガはふわふわ
した巣材？をくわえて飛んでいきました。 

柚木育子  八王子1H 

512 ベニマシコ 2006/3/11 ２羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木の少し上流側の河川敷にいた。鳴き声は上げていな
かった。 

神谷古牧  立川1B 

512 ベニマシコ 2006/3/20 ４羽 ＋ 日野市東光寺グランド グランド下流側の河川敷で、２羽、少し離れて、少なくとも２，
３羽の鳴き声がした。 

神谷古牧  立川0C 

512 ベニマシコ 2006/3/21 １羽  谷地川浄化施設 右岸残土置き場の枯れススキの先に留まり暫く鳴いた後飛

び立ち、多摩川本流方向に飛んでいく。不安定な飛び方で、

結構高く上がり、鳴きながら飛ぶが、留まっているときの鳴き
方とは、微妙に異なる。 

神谷古牧  立川0B 

512 ベニマシコ 2006/3/22 ２羽  谷地川浄化施設 下流側右岸で２羽。とても良くなく。 神谷古牧  立川0C 

512 ベニマシコ 2006/3/22 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州で、ススキの穂を啄む。 神谷古牧  立川1B 

512 ベニマシコ 2006/4/3 ６羽  多摩川中央線鉄橋上流 満開の桜並木前の土手下河川敷で群れる。雄雌半数。この
時期にこんなに沢山の群れを見られるとは思わなかった。 

神谷古牧  立川1B 

512 ベニマシコ 2006/4/5 ２羽 ＋ 日野市東光寺グランド グランド下流端側河川敷にいた。少し離れたところでも鳴き声
がした。 

神谷古牧  立川0C 

514 ウソ 2006/5/1 １羽  板当林道入口付近 10時半頃、♂、状況：ウソの♂が入口近くの杉？の木にひっく

り返りながらぶらさがって何かを啄ばんでいました。ピンクの
ほっぺたが可愛かったです。 

福島孝子  与瀬9J 

516 イカル 2006/4/29 ２羽  谷地川新鶴見橋 右岸側のケヤキの木で、２羽が鳴く。 神谷古牧  立川0B 

517 シメ 2006/2/23 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の土手下の木に留まる。今年は数が少なく、希にし
か見られない。 

神谷古牧  立川1B 

529 カケス 2006/2/2 ２羽  高幡台団地第２緑地 今年はカケスがいないなあと思っていたのですが、いつもここ
で鳥の写真を撮っている方が、この前２羽見たと言っていまし
た。私も今日やっと出会うことが出来ました。あんなに怖い顔

をしているのに、私を見るとぱっと逃げてしまうのは、私の顔
の方がもっと怖い？ 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

529 カケス 2006/4/13 ２羽  淺川・高幡橋下流 100m いつかの探鳥会で、みんなで間近にチョウゲンボウを見たあ
の木に止まっていました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
2K 
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529 カケス 2006/4/17 １羽  日野市神明 2丁目多摩平陸
橋交差点上空 

9：00、状況：今朝、自宅ベランダで、ヒヨドリより大きくて太め
な鳥がやや重たそうに飛んでいたのが見えたので双眼鏡で
確認すると、風切羽の青白黒の模様が見えました。その鳥の
前にもう一羽いたのですが、種名は確認できませんでした。
我が家のベランダから見たのは初めてだったのでご報告させ
ていただきます。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

２．猛禽         
130 トビ 2006/4/5 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の林の中を、カラスに追われて飛ぶ。ハシブト

ガラスの巣に近づきすぎて追われているらしい。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2005/1/15 １羽  谷地川・新潅水橋付近 上空を旋回（滝山下定期カウントの帰路） 宮越俊一  拝島8B 

133 オオタカ 2006/1/14 １羽  多摩川ひょうたん池 ひょうたん池のすぐ近く（北西側）の木に、オオタカ。全体に茶
色く、胸に縦斑の有る若鳥だ。じっとこちらを見る。 

神谷古牧  立川0C 

133 オオタカ 2006/1/15 １羽  多摩川ひょうたん池 砂利屋さんの上空にオオタカ。よく見る若い個体だ。旋回をし
ているのを下から見ると、胸の縦斑や、左の翼の羽が一部欠
損しているところ、尾羽が少し乱れているところなど、よく観察
できる。カラスに虐められているのかも知れない。 

神谷古牧  立川0C 

133 オオタカ 2006/1/18 １羽  多摩川谷地川合流部 合流部に近い中州の先端の木にオオタカ。成鳥だ。頭の後ろ
まで眉斑が回り込んでいる等、いつも見る成鳥だと確認でき

る。曇ってるせいか、背中側がとても黒く見える。アオサギが
後方（下流側）で一声鋭く鳴くと、一瞬体をピクッと竦ませたの
がおもしろい。 

神谷古牧  立川1B 

133 オオタカ 2006/1/24 １羽  多摩川谷地川合流部 中州の木に背を向けて留まる。背にはやや白い斑模様があ
り、尾には二本の横縞が見える。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/1/30 １羽  高月水田 車で走行中、３０羽ほどのレース鳩の群れから、壱羽だけを
追い出し、ねらいを付けて追う。 

神谷古牧  拝島6E 

133 オオタカ 2006/2/4 １羽  陵北大橋上流 100ｍ右岸 左岸の桜の木に滞留。しばらくしてから飛び立つ 北浅川定期 C 拝島1B 

133 オオタカ 2006/2/5 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州の低いところから飛び出してきて、旋回しな
がら高度を上げていく。青い空に白い胸が輝き、とても美し

い。頬の斑の黒さが目立つ。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/2/8 １羽  川口川･日枝神社 神社内の大杉の止まっていた 杉森ユリ他 拝島3C 

133 オオタカ 2006/2/8 １羽  日野市東光寺グランド カシラダカ４０羽、タヒバリ、ホオジロ若干がグランドで採餌
中、グランド南側のお寺境内にいたオナガが鳴き出すと、カシ
ラダカは一斉に頭を上げ、その後北側の林に逃げ込む。やや
あって、新町４丁目方向から、オオタカが真っ直ぐこちらへ飛
んでくる。私の頭上１０㍍位を通過し、多摩川本流方向へ行
く。若い個体だ。それにしても、鳥たちはあんな遠くから来るオ
オタカが、良くわかるものだと思う。 

神谷古牧  立川0C 

133 オオタカ 2006/2/11 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側の多摩川本流に近い木に留まる。尾の腹側には
横縞は見えず、頬の黒さが目立つ。成鳥。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/2/18 １羽  八王子市石川町 御嶽神社上空に成鳥が現れ、旋回しながら、高度をどんどん
上げていく。青い空に腰の白い羽根が時々白く光り、美しい。
何百㍍も高く上がり、ほとんど点になり、双眼鏡でも確認がや
っととなる。 

神谷古牧  拝島9B 

133 オオタカ 2006/2/19 １羽  滝山城跡上空 成鳥、滝山城跡上空を旋回 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島6D 

133 オオタカ 2006/2/23 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州の木に留まる。枝影であるが、胸の白い成
鳥だと言うことは判る。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/2/24 １羽  多摩川谷地川合流部 中州の木の中程に留まる。胸の白い、頬の黒みが強いよく見
かける個体だ。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/2/27 １羽  谷地川下流  大川征治  立川0C 

133 オオタカ 2006/2/28 １羽  多摩川谷地川合流部 頬の黒みが強い良く見る個体が、木の中程に留まっていた。
そこに二羽のハシブトガラスがやってきて、同じ木の上に止ま
る。一羽は全長よりも長い木の枝を銜えていて、それをオオタ
カの上から落とす。枝はオオタカに当たらず、オオタカは素知
らぬふり。カラスはやがて少し離れた木に移るが、激しく鳴き
続けていた。 

神谷古牧  立川1B 

133 オオタカ 2006/3/3 １羽  谷地川浄化施設 ダム下流左岸の小さな木に留まる。若鳥だ。私に気づいたの
か、飛び立ち、谷地川の水面から２㍍位の低いところを下流
に向かって飛んでいった。 

神谷古牧  立川0C 
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133 オオタカ 2006/3/4 １羽  日野市日野台１丁目 建物の三階にいると、西側の日野自動車方面から二羽のハ
シボソガラスに追われて、窓のすぐそばを通過。東側のマン
ション屋上で暫く空中戦をするが、オオタカは多摩川方面に
行き、カラスは一羽はアンテナに留まり、もう一羽は日野自動
車の木に戻る。 

神谷古牧  立川0A 

133 オオタカ 2006/3/11 １羽  北浅川・天使病院５０ｍ上
流対岸 

木に止まっていたがカラスに追われ飛び去る 河村洋子  拝島２Ｂ 

133 オオタカ 2006/3/11 １羽  小宮公園ひよどり山上空 ３羽のカラスにモビングをうけながら旋回 宮越俊一  拝島7A 

133 オオタカ 2006/3/11 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州に木に留まる。若鳥だ。横縞のはっきりとし
た尾羽は、カラスに出もやられたのか、少し欠損している。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/3/25 ２羽  JR八王子みなみ野駅付近 ♂１、♀１が同時帆翔、♀は下尾筒が膨らんでいた。 粕谷和夫  八王子6F 

133 オオタカ 2006/3/25 ２羽  宇津貫、台・只沼 丘陵地内 粕谷和夫  八王子7F 

133 オオタカ 2006/3/29 １羽  高尾山・20 号水野橋付近上
空を旋回～高尾山頂方向
に消えた 

 川上恚  与瀬9E 

133 オオタカ 2006/4/8 １羽  北浅川・松枝橋上流１００ｍ 上空を飛翔 河村洋子  拝島４Ｂ 

133 オオタカ 2006/4/9 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 強い風を横切るように、上流へ向かう。若鳥だ。 神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2006/4/15 １羽  高幡台第２緑地 今日は久しぶりにオオタカが舞ってました。場所は高幡台団
地第二緑地です。羽のもようがくっきりわかるほど低く飛んで

ましたから、獲物を探していたと思われます。 

佐藤サ ヨ
子 

 武蔵府中
3H 

133 オオタカ 2006/4/16 声  川町谷戸  粕谷和夫  八王子2K 

133 オオタカ 2006/4/20 １羽  八王子市立上川口小付近 上空旋回 粕谷和夫  拝島0E 

133 オオタカ 2006/4/22 １羽  日野市神明 2丁目日野消防

署付近 

6：30、状況：上空に、ハシブトガラスより細めで胴が長く、おな

かが白い鳥が見えたので双眼鏡で観察すると、オオタカでし
た。通称バイパスと平行に、八王子方向へ、はばたきと滑翔
を繰り返しながら飛んでいきました。 

福島孝子  武蔵府中

1K 

133 オオタカ 2006/5/6 １羽  高幡台団地第 2緑地上空 裏山はフクロウだけでなく、オオタカにとっても良い餌場にな
っているようです。今日も獲物を探すオオタカが私の頭上にあ
りました。きれいな白い羽の模様がくっきり見えました。 

佐藤サ ヨ
子 

 武蔵府中
3H 

133 オオタカ 2006/5/20 １羽  多摩川昭和堰 堰上空を高月浄水場方面からゆっくり滝山方面に飛び去っ
た。 

滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

133 オオタカ 2006/5/21 １羽  川町谷戸  粕谷和夫  八王子2K 

133 オオタカ 2006/5/25 １羽  高月町 高月浄水場裏多摩
川右岸 

16:31-16:45、色が茶色く見えたのは若鳥の特徴でしょうか？
多種との誤認でしょうか？若鳥とすると昨年生まれの 1歳でし
ょうか？ 

竹内開  拝島6E 

133 オオタカ 2006/5/31 １羽  展望園地北東斜面の上空 谷間から旋回して上昇し、東飛した。 馬場裕   

133 オオタカ 2006/6/3 １羽  恩方小入り口近く 恩方小南 200ｍ付近を飛翔し林中へ消える 北浅川定期 C 八王子0K 

133 オオタカ 2006/6/10 １羽  川町谷戸  粕谷和夫  八王子2K 

133 オオタカ 2006/6/17 １羽  多摩川滝山下 多摩川に沿って水管橋をくぐって下流へ。ハクセキレイが騒い
で気がついた。 

宮越俊一  拝島6E 

135 ツミ 2006/2/25 １羽  山下弘文自宅（長房町５４
番） 

雌１ 自宅（長房）前の隣家の塀 山下弘文  八王子4J 

135 ツミ 2006/3/4 １羽  陵北大橋上流 100ｍ右岸 左岸北側約 80ｍ付近を飛ぶ 北浅川定期 C 拝島1B 

135 ツミ 2006/3/11 １羽  高尾山・蛇滝西方向稜線 稜線付近の上空でトビ２羽にスクランブル 粕谷和夫  八王子0F 

135 ツミ 2006/4/25 １羽  日野市神明 2丁目交差点付
近 

14：00、状況：久しぶりに「キーッキッキッ」という声を聞きまし
た。声を頼りに探すと、木の枝に止まるのが見えましたが、す
ぐに見えなくなりました。もう繁殖期なのですね。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

135 ツミ 2006/6/4 １羽  川口川左岸八王子カントリ

ー上空 

飛翔 杉森ユ リ

他 

 拝島3D 

136 ハイタカ 2006/2/11 １羽  高尾・日影沢林道車止め柵
から約１００ｍ登った所 

日影沢林道車止め柵から約１００ｍ登った所で、杉木立の中
から飛立ち東に向け飛び去った。大きさと型からハイタカと判
断した。 

白川司  与瀬8F 

136 ハイタカ 2006/2/11 １羽  多摩川ひょうたん池 池の北側の地上から飛び立つ。一旦近くの木に留まるが、再
び飛び立ち、藪の上を低く飛んで、南に飛び去る。 

神谷古牧  立川0C 

136 ハイタカ 2006/2/27 １羽  谷地川下流  大川征治  立川0C 

139 ノスリ 2005/1/4 １羽  多摩川昭和堰 上空を旋回 宮越俊一  拝島7E 

139 ノスリ 2006/1/1 １羽  多摩川谷地川合流部 桜並木前の中州の木に、ノスリの見本のような見事な個体が

留まっていた。廻りを約１５羽のハシブトガラスが取り囲む。 

神谷古牧  立川1B 

139 ノスリ 2006/1/8 １羽  北浅川・陵北大橋北東の山 山の中腹を飛翔 河村洋子他２ 拝島２Ｂ 

139 ノスリ 2006/1/8 １羽  川原宿橋 恩方小上空を旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/1/9 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の多摩川本流寄りの木に、留まっていた。 神谷古牧  立川1C 



 49 

139 ノスリ 2006/1/13 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の木のてっぺんにノスリ。廻りにはカワラヒワ
の群れ約２０羽。怖くないのだろうか。 

神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/2/2 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の木に留まる。如何にもノスリらしい体型のノス
リ。 

神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/2/4 １羽  小田野中央公園西側 夕やけ橋上空を旋回飛翔 北浅川定期 C 拝島1A 

139 ノスリ 2006/2/10 １羽  日野市東光寺グランド グランド北側、多摩川本流に近い林の木に留まる。 神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/2/11 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前河川敷の木に留まる。 神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/2/15 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の木に留まる。 神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/2/19 １羽  谷地川最下流 柳の木にとまる 大川征治  拝島6E 

139 ノスリ 2006/2/27 １羽  谷地川下流  大川征治  立川0C 

139 ノスリ 2006/3/3 １羽  高尾山３号路かしき谷園地
付近 

上空を旋回 琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

139 ノスリ 2006/3/4 １羽  川原宿 川原宿上空を旋回飛翔 北浅川定期 C 拝島1A 

139 ノスリ 2006/3/4 １羽  高月水田 田んぼ上空 粕谷和夫  拝島6E 

139 ノスリ 2006/3/4 １羽  深沢橋上流１５０m付近 恩方小南２００m付近を旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/3/4 １羽  松竹圏央道付近 圏央道北側トンネル上空を旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/3/8 １羽  谷地川浄化施設 下流側左岸の木にトビが留まり、そのすぐ近くの木に留まる。 神谷古牧  立川0C 

139 ノスリ 2006/3/9 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州の木に留まっていたが、１０羽ほどのオナガ
が集まり、騒ぎ始める。ノスリは嫌って、上流側の７，８０㍍離
れた木に行くが、オナガも少し遅れて追っていく。 

神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/3/11 １羽  中央高速脇 御霊谷川 上空旋回 柚木育子  八王子1H 

139 ノスリ 2006/3/11 １羽  谷地川浄化施設 下流左岸側の木に留まる。 神谷古牧  立川0C 

139 ノスリ 2006/3/15 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前、中州の木に留まる。今季終認。 神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2006/4/8 ２羽  松竹公園と圏央道の中間 松竹公園北側をペアリング行動と思われる飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/6/4 １羽  川口川・川口橋下流左岸上
空 

飛翔 杉森ユ リ
他 

 拝島2D 

140 サシバ 2006/4/15 １羽  多摩川滝山下 滝山側から多摩川上空を旋回して立川・狭山丘陵方面へ移

動 

滝山下定期 C

（古山・宮越） 

拝島7E 

141 クマタカ 2006/3/12 １羽  八王子市南浅川町 ２０号を走行中、高尾山方向から飛んできて、速い速度で上
空を横切り、南へ向かう。 

神谷古牧  八王子0D 

151 ハヤブサ 2005/1/4 １羽  多摩川滝山下 高月方面から滝山丘陵沿いに拝島橋方向へ飛翔． 宮越俊一  拝島6E 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/2 １羽  高月水田 田んぼに降りていた 粕谷和夫  拝島6F 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/3 １羽  多摩川谷地川合流部 かなり高いところで、北を向き停止飛翔。一羽のハシボソガラ
スが向かって行くが、強い風の中、高度を上げきれないよう
で、途中で諦めて降りてくる。 

神谷古牧  立川1B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/1/5 １羽  浅川・浅川大橋下流水道管

橋右岸あたり 

今朝、通勤途中の７時５０分頃、淺川大橋下流水道管橋右岸

あたりでベニマシコ♂２羽、ツグミ１羽、チョウゲンボウ１羽、
ベニマシコは草原を移動しながらピーポピーポと鳴いていまし
た。 

峯尾真澄  八王子7K 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/8 １羽  北浅川・陵北大橋北東の山 アンテナに止まって餌を食べていた 河村洋子他２ 拝島２Ｂ 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/8 １羽  北浅川・松枝住宅 住宅のビル屋上に止まる 関根伸一
他２ 

 拝島２Ｂ 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/15 ２羽  多摩川昭和堰 堰上空をはばたきながら旋回と降下を繰り返していた． 滝山下定期 C
（宮越） 

拝島7E 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/1/19 １羽  日野市東光寺グランド 東光寺グランド上空で、チョウゲンボウ。旋回をしたり停止飛
翔を繰り返す。なにやら獲物を狙っているのか。尾羽の横線
や、目のハヤブサ様の斑がよく見える。 

神谷古牧  立川0C 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/2/4 ２羽  元木橋手前 1羽は元木橋南から西へ飛翔し、1羽は NTT電波塔に滞留 北浅川定期 C 拝島1A 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/3/4 １羽  元木橋手前 宝生寺 TVアンテナに滞留 北浅川定期 C 拝島2B 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/3/11 １羽  北浅川・陵北大橋下流沈下
橋 

8:39、沈下橋（南橋詰の木）、いつも山の上のハムのアンテナ
にとまっているチョウゲンボウが今朝は目の前に！その後フ
ワリと飛び立ち山の上のハムのアンテナに戻りました。 

竹内開  拝島2B 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/3/11 １羽  日野市東光寺グランド 足下に鳥の影が映り、見上げると太陽を背に私のすぐそばに
いた。低いところを谷地川上流方面に飛んでいく。 

神谷古牧  立川0C 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/3/18 １羽  浅川・水管橋（山田川合流） 水管橋（山田川合流）上空、水管橋上空を南へ飛翔 佐藤哲郎  八王子8H 
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156 チョウゲンボ
ウ 

2006/3/18 １羽  浅川・大和田橋北詰 大和田橋北詰上空、大和田橋北詰上空を旋回後近くのマン
ションの避雷針にとまる。その後八王子駅方向に飛び去った 

佐藤哲郎  八王子8K 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/4/27 １羽  長沼公園上空 飛翔。 馬場百合亜  

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/5/3 １羽  浅川・浅川大橋（駅側上空） 雌雄不明、14 時頃、状況 ：浅川大橋南の交差点で、信号待
ちをしていましたら６．７羽で飛んでいるツバメの中にハトが飛

び込むのが見えました。パッとツバメが散ったので、おかしい
と思ってあわてて双眼鏡を取り出し見てみると、ハトではなく
チョウゲンボウがツバメを足で掴んだまま飛行しており、頭を
掴んだツバメに持っていった後、(トドメを刺したのかも)また前

を向いて飛んでいきました。こちらは車だったためにその後ど
ちらの方向に飛んでいったかは確認がとれませんでした。３
月にもあの近辺で友人が、多分チョウゲンボウにツグミの落
とし物をされたと言っていたので、あの辺で通常的に狩りをし
ている個体なのかもしれません。 

今野美代子 八王子7K 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/5/9 １羽  浅川・暁橋上空 雌雄不明、18 時半頃、暁橋上空、状況 ：暁橋を通りかかっ
たときに、上空を南西方面に飛翔していきました。 

今野美代子 八王子7K 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/5/25 １羽  大和田町７－５上空 雌、13 時半頃、状況 ：上空を１羽で飛行。２羽のツバメがそ
れを牽制？するように飛んでいた。 

今野美代子 八王子7K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/5/26 １羽  高月の田んぼ  大川征治  拝島6E 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/6/4 １羽  北浅川・陵北大橋北東のア
ンテナ 

アンテナに止まっていた 河村洋子  拝島２C 

156 チョウゲンボ
ウ 

2006/6/10 １羽  南浅川・水無瀬橋 pm18:00 水無瀬橋上空 山下弘文  八王子5K 

325 ワシミミズク 2006/2/14 １羽  八王子市泉町 1911番地 夕方４時～５時ごろまで民家の軒下に止まっていた。あまり警
戒心が無く籠脱けの可能性あり。 

河村洋子  拝島4A 

325 ワシミミズク 2006/2/27 １羽  八王子市堀之内１００２の 
釣堀の前 

堀之内１００２の 釣堀の前で野鳥を観察していると、そこで
釣りをしていた、 西川様より １月１１日ＡＭ７．３０より４時間
グライ、釣堀にフクロウがいましたと写真をもらいました。２月

１４日ワシミミズクを観察した河村洋子様にお見せしたら、よく
にています。 

関根伸一  武蔵府中
1G 

333 アオバズク 2006/5/9 １羽  南浅川左岸、廿里橋付近の
民家のアンテナ 

19 時頃、民家のテレビアンテナ上で鳴いた後、川岸の電柱に
移動した。 

横山由美子 八王子2G 

333 アオバズク 2006/5/21 １羽  山下弘文自宅（長房町５４
番） 

５・２１ ７・１０ 各１ 自宅 山下弘文  八王子4J 

333 アオバズク 2006/6/13 声  平井自宅（八王子市上野
町） 

（６月１３日）８時２０分頃アオバズクの鳴き声が聞こえたので
急いでＴＶをとめる、意外と近くに聞こえるので玄関から出て
見ると、なんと直ぐ前の家のＴＶアンテナにとまって鳴いてい
ました。暗いながら姿もはっきりと肉眼で確認できました。８時
３０分まで１０分間も澄んだ鳴き声を聞かせてもらいました。 

平井国二  八王子6J 

333 アオバズク 2006/6/30 声  元横山町３丁目 若狭自宅
近く 

アオバズクの声が２回聞えた（6/30 午後 11:59、7/1 午前
0:03）。窓を開けてみたがアオバズクの姿は確認できなかっ
た。雨が降っていた。 

若狭誠  八王子7K 

334 フクロウ 2006/1/30 声  長房町５４番の山下自宅 ひさしぶりの来訪者がありましたので、ご報告します。１月３０
日午前１時３５分長房町５４番の自宅で、フクロウの鳴き声を
確認しました。二声聞き、暫く待ちましたがそれだけでした。声
は隣の兄の家の庭からという感じでした。 
 ＜最近の記録＞ 
  ２００１年 秋 昼間自宅のガラスに衝突 
  ２００４年 1月 昼間兄の家のガラスに衝突 

山下弘文  八王子4J 

334 フクロウ 2006/4/27 １羽  東薬大～農工大波及地の
雑木林 

明瞭な声。 馬場百合亜  

334 フクロウ 2006/5/8 声  八王子市堀之内 フクロウの声を聞きました。ＡＭ４．３０、ホー、ホー。繰り返し
て３０分ぐらい 

関根伸一  武蔵府中
1G 

129 ハチクマ 2006/5/1 １羽  小宮公園 １４時３０分ころ、小宮公園上空５００ｍを旋回上昇中の１羽の
ハチクマを林の切れ間から確認した。多分、北に飛んだと思
いますが、今夜の泊まりは青梅か飯能あたりでしょうか。 

若狭誠  拝島7A 

133 オオタカ 2006/6/2 １羽  多摩川右岸・昭和堰上流側
河原 

獲物を掴み滝山丘陵の方へ飛んで行った 粕谷和夫  拝島6E 

334 フクロウ 2006/4/3 １家  南大沢の公園 抱卵中 関根伸一  武蔵府中
0F 
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３．シギ・チドリ        
189 イカルチドリ 2006/1/14 ６羽  多摩川谷地川合流部 護岸工事で様子が変わっているにもかかわらず、イカルチド

リが、いつになく沢山居た。 
神谷古牧  立川1B 

189 イカルチドリ 2006/4/29 ３羽  多摩川中央線鉄橋 激しく鳴きながら追い合うように飛び交う。 神谷古牧  立川1B 

195 ムナグロ 2006/4/19 １羽  浅川・浅川橋上流側 冬羽だが、額、眉、側頸あたりまで白くなってきていた。浅川
橋上流２０ｍ位の水際で、採餌。しばらくしてから、草原を歩
いたり、止まったりしていた。飛ぶ気配はなかった。翌日行っ
たが、もういなかった。 

小沢礼子  八王子6K 

195 ムナグロ 2006/4/29 １羽  多摩川中央線鉄橋上流側 ７：００頃、立川側の岸辺を一羽だけで歩いていました。完全
な夏羽です。この場所でムナグロを見たのは初めてです。ま
た、イカルチドリが雌の奪い合いか、３羽で激しく鳴きながら
飛び交っていました。  

神谷古牧  立川1B 

228 クサシギ 2006/1/8 ８羽  北淺川・松枝住宅グランド
下 

川の浅瀬で採餌 河村洋子他２ 拝島３Ｂ 

228 クサシギ 2006/2/18 ６羽  北淺川・松枝住宅グランド
下周辺 

川の浅瀬で採餌したり休んだりしていた 河村洋子  拝島３Ｂ 

228 クサシギ 2006/3/11 １羽  北浅川・松枝橋上流１００ｍ 川原で休んでいた 河村洋子  拝島４Ｂ 

228 クサシギ 2006/4/8 １羽  北淺川・松枝住宅グランド

下周辺 

川の浅瀬で採餌 河村、木崎 拝島３Ｂ 

228 クサシギ 2006/4/16 ３羽  元八王子・ホーメストタウン
下調整池 

とても臆病でした。 竹内開  八王子2K 

228 クサシギ 2006/5/4 １羽  北浅川・松枝住宅上流側 川の石の上で休んでいた 河村、木崎 拝島３Ｂ 

231 キアシシギ 2006/5/14 １羽  浅川・新浅川橋上流側 8:00～9:00、状況：水際を採餌しながら移動。昨年も同日に付
近で観察。 

佐藤哲郎  八王子8J 

231 キアシシギ 2006/5/14 ６羽  浅川・中央線鉄橋下流側 8:00～9:00、観察場所・羽数：浅川 中央線鉄橋下流側 1 羽
（八王子 9H）、中央線鉄橋上流側 5羽（八王子 9H） 
状況：水際を採餌しながら移動。昨年も同日に付近で観察。 

佐藤哲郎  八王子9H 

231 キアシシギ 2006/5/16 ５羽  浅川・浅川橋上流  大川征治  八王子7K 

231 キアシシギ 2006/5/17 ６羽  浅川・大和田橋下流中州 13時半頃、状況 ：２．３羽ずつになって、浅瀬で採餌していま
した。私が初めて見たのは海辺でフナムシを食べている姿だ
ったのですがこのあたりだと何を食べているんでしょうね。 
バイトの昼休みに、大和田橋周りをちょっとみました。上流側
はすっかり整地され、石ゴロゴロの状態でしたがツバメ・イワ
ツバメ・イカルチドリ・ハクセキレイ・カワウが観察できました。
少し草木の残っている下流側では、カワセミ雄、キアシシギ、
セグロセキレイ、スズメ、ムクドリ、オナガ、カワラヒワ、カルガ
モ、ヒヨドリ・キジバトそして、声だけでしたが久々にセッカの
声を聞きました。 

今野美代子 八王子8J 

231 キアシシギ 2006/5/21 １７
羽 

 浅川・萩原橋下流１００ｍ 午後６時３０分 ジョキング中に萩原橋下流１００m にキアシシ
ギ１７羽を確認しました。 

峯尾真澄  八王子6K 

244 タシギ 2006/1/8 １羽  谷地川・田島橋 家運と始めてから初めて観察 大川征治他 拝島9B 

250 セイタカシギ 2006/4/1 １羽  浅川・一番橋上流７００ｍ 本日（４／１）に長沼橋から一番橋までの定期カウントに家内
と二人で行ってきました。一番橋上流７００ｍ（南平駅からの
道との交差点の水門あたり）で、下流からセイタカシギ１羽が
飛んできて、１０秒ほど川の中で休んで、上流方向に飛んで
いきました(１２：３０)。 

山崎悠一・
久美子 

 武蔵府中
1J 

250 セイタカシギ 2006/4/4 １羽  浅川・ふれあい橋上流右
岸、浅川苑前の中洲 

4月 1日頃から１羽来ているそうです。私の見た時は少し歩い
て座り込んでじっとしていました。 

小塩菊子  武蔵府中
3K 

250 セイタカシギ 2006/4/5 １羽  浅川・ふれあい橋上流右
岸、浅川苑前の中洲 

ふれあい橋上流のセイタカシギは、成長♂のようです。なお 
デジカメの写真をプリントしましたところでは、足環は有りませ
んでした。 

川上恚  武蔵府中
3K 

189 イカルチドリ 2006/4/26 ２羽  谷地川浄化施設 右岸の残土置き場で、求愛行動又は交尾の直前行動。一羽
が巣を作るそぶりを見せた後、腰を低くして尾羽を広げる。総
排泄口が開いているのがよく見える。 

神谷古牧  立川0B 

189 イカルチドリ 2006/6/24 １家  浅川・鶴巻橋 午後５時頃、鶴巻橋下、ヒナ３羽を連れたイカルチドリが居た
中州にこれもヒナ１羽を連れたボソガラスがブッキング、イカ
ルチドリの親があわてて、ヒナを呼び集めボソから遠ざけた
が、中々思うようにいかずこちらが気を揉んでしまった。でも

可愛いヒナは無事でした、良かったちなみにボソは、餌を捕る
のに夢中でした。 

峯尾真澄 
鴫チ、繁殖４② 

八王子5K 

188 コチドリ 2006/6/4 ３羽  浅川 中央線鉄橋下流 親鳥１羽＋子２羽が中州の砂礫上を移動。 子が親鳥の下に
入り込む動作も視認。 

佐藤他（月例探
鳥会）   繁殖５ 

八王子9H 
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４．託卵鳥 

       

320 カッコウ 2006/5/12 声  杉森ユリ自宅（楢原町） 自宅で声を聞く 杉森ユリ  拝島4B 

320 カッコウ 2006/5/21 声  出口富子自宅（日野市日
野） 

5月 21．22,23日に朝５時頃、自宅で声を聞く 出口富子  立川3A 

320 カッコウ 2006/5/26 声  多摩川・日野橋 16時頃、橋上で立川方面より声を聞く 小塩菊子  立川3A 

320 カッコウ 2006/6/1 １羽  出口富子自宅（日野市日
野）付近 

16 時頃、出口さん近くの住宅のアンテナで鳴いている姿を見
つける。オナガが２羽同じアンテナにいて、カッコウを威嚇して
いる様子、カッコウ落ち着かずあちこち鳴きながら移動して行

ってしまった。 

小塩菊子  立川3A 

320 カッコウ 2006/6/3 １羽  多摩川・八高線鉄橋 木にとまり鳴いていたがその後鳴きながら飛ぶ 大川征治  拝島6G 

321 ツツドリ 2006/5/6 １羽  八王子城跡付近 声が聞えた（５／２２にも聞えた） 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

322 ホトトギス 2006/5/6 声  杉森ユリ自宅（楢原町） 12時頃自宅で声を聞く 杉森ユリ  拝島4B 

322 ホトトギス 2006/5/13 声  丸山自宅・西寺方町 自宅にて昼前にホトトギスの「特許許可局」の声を初認しまし
た。声（3回ほど聞こえました） 

丸山二三夫 拝島1B 

322 ホトトギス 2006/5/14 １羽  大和田緑地 日中、大和田緑地方面から声が聞こえる 宮越俊一  八王子8K 

322 ホトトギス 2006/5/17 声  絹ヶ丘１丁目 絹ヶ丘の周辺では５／１７(水)から鳴き声が聞こえ始めまし
た。それ以来、毎日夜中も含め、鳴きながら飛んでいる声や

姿が見られる。 

山崎悠一・
久美子 

 八王子9G 

322 ホトトギス 2006/5/17 声  浅川と合流地点上流の程久
保川八小橋 

日野市の浅川と合流地点上流の程久保川八小橋周辺を通
行中に「ホトトギス(5/17pm1:00 に続き)今日（19 日）も来鳴き」
ました。平坦な住宅街でも聞けるんですね。夏近しの感あ

り！ 

渡辺敬明  武蔵府中
4K 

322 ホトトギス 2006/5/19 声  傍島玲子自宅（久保山町） 今日はホトトギスがよく鳴いていました 傍島玲子  拝島9B 

322 ホトトギス 2006/5/21 １羽  川町谷戸 声 粕谷和夫  八王子2K 

322 ホトトギス 2006/5/22 １羽  八王子城跡付近 囀りながら飛ぶ 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

322 ホトトギス 2006/5/22 声  興福寺 今年も近くの、興福寺の林にホトトギス（声）がやってきまし
た。５月２２日明け方 

森松幹治  八王子3G 

322 ホトトギス 2006/5/23 声  高幡台団地第 2 緑地 武蔵
府中 3H 

今朝の裏山ではガビチョウが大声を張り上げると、その向い
でホトトギスが負けじと声を張り上げ、その筋向いのウグイス
が参戦すると上のほうからシジュウカラまでが声を張り上げま
した。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2006/5/25 １羽  日野市神明 2丁目神明上第
10緑地 

6：45、状況：鳥を見始めてから初めて神明地区でホトトギスの
声を聞きました。子供と共に聞き、すがすがしい朝の始まりと
なりました。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

322 ホトトギス 2006/5/26 声  天候峰・松木入 鳴きながらの飛翔 粕谷和夫  拝島0C 

322 ホトトギス 2006/5/26 ２羽  高尾山・20号ごん助南側他 ごん助南側林内とふれあい館南側林内を移動しながら鳴く 川上恚  与瀬9E 

322 ホトトギス 2006/5/31 １羽  長沼公園中尾根～長泉寺

尾根の樹上。 

尾根を行き来して、囀り続ける 馬場裕・ 

百合亜 

  

322 ホトトギス 2006/6/1 声  今野美代子自宅横（中野
町） 

9:30、声のみ、自宅でホトトギスの声を聞きました。今季初で
す。 

今野美代子 拝島6B 

322 ホトトギス 2006/6/2 声  今野美代子自宅横（中野
町） 

1:30、声のみ、 自宅にて深夜にも鳴いてました。 今野美代子 拝島6B 

322 ホトトギス 2006/6/2 １羽  高尾山６号路第１ベンチ 囀り、場所を変え探鳥終了するまで囀る 琵琶滝ＣＴ  八王子0E 

322 ホトトギス 2006/6/2 声  小沢礼子自宅（八王子市中
野上町 1丁目） 

午前１時３０分頃、寝ようと２階に上がった時、ホトトギスの声
を３声程聞きました。夜も鳴くんですね。昼間しか聞いたこと
がなかったので、感激しました。清少納言の枕草子の中に

も、「（ホトトギスの）夜が深いうちに突然鳴き出した声の、りん
として魅力的であるのは、たまらなく心がひかれてどうしようも
ない。」とかいてあります。 

小沢礼子  八王子6K 

322 ホトトギス 2006/6/2 １羽  高尾・一丁平西側の谷筋 与瀬９Ｆ １羽、与瀬８Ｅ １羽 日影沢の谷筋と一丁平西側の
谷筋で、それぞれ鳴き声を確認した。 

白川司  与瀬8E 

322 ホトトギス 2006/6/2 １羽  高尾・日影沢の谷筋 与瀬９Ｆ １羽、与瀬８Ｅ １羽 日影沢の谷筋と一丁平西側の
谷筋で、それぞれ鳴き声を確認した。 

白川司  与瀬9F 

322 ホトトギス 2006/6/3 声  中野山王１－２０吉野タイル
店付近（中野山王１丁目あ
たり） 

午後３時頃、中野山王１－２０吉野タイル店のツバメの巣を見
てから、八王子山王病院へ行こうと自転車を走らせていたと
ころ、丘陵の方（明神様～稲荷坂）からホトトギスの声（５分

位）が聞こえてきました。 

小沢礼子  拝島6A 

322 ホトトギス 2006/6/3 １羽  多摩川・多摩大橋下流 鳴きながら飛ぶ 大川征治  拝島6E 

322 ホトトギス 2006/6/3 １羽  長房町５４山下弘文自宅） ６・３ ４ ５ ９ 各１ 自宅 山下弘文  八王子4J 
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322 ホトトギス 2006/6/3 声  峯尾真澄自宅（八王子市暁
町） 

６月３日 １２時と１５時３０分に自宅ベランダにてひよどり山
方面より ホトトギスの声が聞こえました。       

峯尾真澄  八王子6K 

322 ホトトギス 2006/6/3 声  宮越俊一自宅（八王子市大
和田７丁目） 

拙宅側からもこのところ連日のように（とくに夜）ホトトギスの
声が聞こえます。３日午前２時ころには，試みに少し「鳴きつ
る方」を追跡してみましたが，暗い中をオリンパス社員寮付近
～小宮公園～大和田緑地方面と刻々と場所を変えられて，
姿は捉えずじまいでした。３日の日中には小宮公園上空を鳴
きながら飛ぶ姿が確認されていますので，同じ個体かもしれ
ませんね。 

宮越俊一  八王子7K 

322 ホトトギス 2006/6/5 声  峯尾真澄自宅（八王子市暁

町） 

声は聞けども姿は見えず・・・・。今日は、自宅で２回程聞きま

した。大体、今頃は遺跡の現場で汗を掻いているところで自
宅に居るなんてめったにないのです。お蔭で自宅周辺の鳥達
を堪能しています。 

峯尾真澄  八王子6K 

322 ホトトギス 2006/6/7 １羽  高尾山・１号路入り口付近 声（あちこち飛びながら） 粕谷和夫  八王子1F 

322 ホトトギス 2006/6/7 １羽 高尾山・小仏川上椚田橋付近 声（あちこち飛びながら） 粕谷和夫  八王子1G 

322 ホトトギス 2006/6/13 １羽  多摩川・平の堰付近 鳴きながら飛ぶ 大川征治  拝島7D 

322 ホトトギス 2006/6/14 声  長沼公園 声 粕谷和夫  八王子9G 

322 ホトトギス 2006/6/14 １羽  佐藤サヨ子自宅、日野市程
久保、高幡橋台団地 

私の住んでいる建物の前には、猫の額ほどの子供の遊び場
があります。今朝、コシアカツバメの巣を見に行った帰りここを
通った時、ホトトギスが鳴きました。どうやらここに植えてある

欅の枝から聞こえるようだと探していると、パッと飛んで行っ
てしまいました。昨年もゴミを捨てに出た時この広場にホトト
ギスがいて見つけた途端に飛ばれてしまったことを思い出し
ました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3J 

322 ホトトギス 2006/6/15 声  上川口小学校周辺 声 上川口小学校
野鳥観察会 

拝島0E 

322 ホトトギス 2006/6/17 １羽  多摩川滝山下 運動公園周辺で盛んに鳴いていた 宮越俊一  拝島6E 

322 ホトトギス 2006/6/30 声  拓殖大学（館町）  山下弘文  八王子2E 

322 ホトトギス 2006/5/29
-6/17 

１羽 + 宮越自宅 小宮公園方面から大和田緑地にかけての丘陵から、連日の
ように（とくに夜間）ホトトギスの声が聞こえた 

宮越俊一  八王子7K 

333 アオバズク 2006/5/21 声  杉森ユリ自宅（楢原町） 自宅で声を聞く 杉森ユリ  拝島4B 

５．繁殖        
388 モズ 2006/4/15 ２羽  多摩川滝山下 笹薮に♂♀で出入りして繁殖と思われる行動，とくに♀が木

の枝で警戒していた 
滝山下定期 C
（古山・宮越） 

繁殖４⑤ 

拝島7E 

502 カワラヒワ 2006/6/17 １羽  多摩川昭和堰下流 巣立ち間もないと思われる幼鳥 宮越俊一 
繁殖４② 

拝島6E 

344 カワセミ 2006/4/15 １羽  多摩川滝山下 川から魚をくわえて滝山下へ，繁殖行動か 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

繁殖４①  

拝島7E 

95 カルガモ 2006/5/12 １家  湯殿川・風原橋下流５０ｍ 風原橋下流５０ｍカルガモ親子（子５） 長谷川篤 
繁殖４② 

八王子7G 

95 カルガモ 2006/5/28 １家  川口川・中野橋下（暁町）  カルガモの親子 ヒナを９羽連れていました 峯尾真澄 
繁殖４② 

八王子6K 

350 ヤマゲラ 2006/5/25 ５羽  高幡台団地第 2緑地 1羽＋巣立ちビナ 4羽、見慣れない鳥がいると思ってみている
と、ヤマガラが 1 羽飛んできてその中の 1 羽に口移しで餌を
上げ始めたのです。何度もそうやってほぼ全員に上げました
が、ヒナたちも一生懸命自分でも餌を探していました。ヒナの

色は親の黒い所は青みがかった灰色でお腹のオレンジは薄
茶色でした。 

佐藤サヨ子 
繁殖４② 

武蔵府中
3H 

357 コゲラ 2006/5/18 ６羽 ＋ 日野市多摩平 4丁目自然公
園 

16 時半頃、５～６羽程(もっと？)、状況：新しく作り変えられた
公園内のユリノキにコゲラのみの小群がにぎやかにさえずり
ながら、するするのぼっていました。声がちょっと違うものもい
たので、巣立ち雛も混じっていたのかもしれません。 

福島孝子 
繁殖４② 

武蔵府中
0K 

373 キセキレイ 2006/6/7 数
組 

 小仏川・蛇滝橋～梅郷橋 巣立ち雛家族群目立つ 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子0G 

375 セグロセキ
レイ 

2006/6/10 １家  川町谷戸 親子連れ（親２＋子２） 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子2K 

388 モズ 2006/4/16 ３羽 + 清水自宅前の栗林（下恩

方） 

賑やかに鳴き声を上げるモズの姿に近づいてみると巣立ちし

たヒナ３羽が篠竹の中に姿を隠しました。まだ樹上に止まるこ
との出来ない巣立ち直後で危険のもっとも大きい時期です。
近くで警戒の鳴き声を必死であげる親鳥の姿にすぐ引き返し
ました。 

清水盛通 

繁殖４② 

拝島0A 
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388 モズ 2006/4/21 ４羽 ± 多摩川谷地川合流点 16時半頃、親 2羽＋ヒナ±2、雄親にいきなり警戒され、付近
を見渡すと、雌とヒナ２羽が確認できましたがまだいそうな感
じでした。ストレスを与えると悪いので２羽の確認で移動しまし
た。 

今野美代子 
繁殖４② 

立川1C 

388 モズ 2006/5/20 ４羽  今野美代子自宅横（中野
町） 

9 時半頃 親 2 羽＋ヒナ 2  自宅横雑木林、毎年、雑木林で
繁殖しているのですが、今年も繁殖したようです。やけに騒が
しいので雑木林を見てみると、枝に止まった雛と、枝からずり
おちかけて翼を半開きにして必死にぶら下がっている雛を発
見。その様子から巣立ち直後ではないかと判断しました。そ
の周囲に親鳥２羽も確認。 

今野美代子 
繁殖４② 

拝島6B 

468 ヒガラ 2006/6/7 数
組 

 高尾山・１号路 巣立ち雛家族群目立つ 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子0F 

469 ヤマガラ 2006/6/7 数
組 

 高尾山・１号路 巣立ち雛家族群目立つ 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子0F 

471 シジュウカラ 2006/6/7 数
組 

 高尾山・１号路 巣立ち雛家族群目立つ 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子0F 

471 シジュウカラ 2006/6/7 数
組 

 小仏川・蛇滝橋～梅郷橋 巣立ち雛家族群目立つ 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子0G 

471 シジュウカラ 2006/6/7 数
組 

 高尾山・小仏川駒木野公園
付近あちこち 

巣立ち雛連れ家族群 粕谷和夫 
繁殖４② 

八王子1G 

502 カワラヒワ 2006/6/2 ２羽  高月水田 巣立ち雛連れ（親１＋子１） 粕谷和夫 
繁殖４② 

拝島6F 

526 ムクドリ 2006/5/18 １家  日野市多摩平 4丁目多摩平
第二緑地 

16 時半頃、ムクドリと雛、状況：何だか賑やかだなと思った
ら、大きな木の穴からヒナの声がしました。親が何度も何度も
せっせと餌を運んでいるのが観察できました。大人の目線に
近い高さの穴なのですが、双眼鏡でのぞいてもヒナは見るこ
とはできませんでした。 

福島孝子 
繁殖４② 

武蔵府中
0K 

366 ツバメ 2006/4/6 ４羽  日野市新町４丁目 比較的新しい住宅の軒先に４羽で群れる。内、少なくとも二羽
は巣作りを始めているようだ。新しい家ながら、軒の構造が如
何にもツバメが好みそうな形だと納得する。 

神谷古牧 
繁殖４③ 

立川0B 

471 シジュウカラ 2006/4/7 ２羽  谷地川新鶴見橋 自宅に何年も前に掛けた巣箱に、初めて巣材を運び入れて
いる。結構頻繁に巣材を運び入れている。 

神谷古牧 
繁殖４③ 

立川0B 

471 シジュウカラ 2006/4/16 ２羽  谷地川新鶴見橋 自宅にある巣箱に巣材を運び込む。３，４回確認したが、いず
れも雌が運び込む。雄は時折様子を見に来るスズメを撃退し
ている。 

神谷古牧 
繁殖４③ 

立川0B 

520 スズメ 2006/4/20 １羽  浅川左岸・大和田橋付近
（大和田グランドホテル付
近） 

10 時頃、スズメが電柱のコンデンサー？を支えるパイプの中
に巣材を持って入っていきました。グリーンの折り紙または包
装紙のようなものでした。紙も巣材なんですね。 

今野美代子 
繁殖４③ 

八王子8K 

536 ハシボソガ
ラス 

2006/3/7 １羽  日野市日野台３丁目 日野自動車東門脇のヒマラヤスギに、巣材の枝を運び込む。 神谷古牧 
繁殖４③ 

立川0A 

537 ハシブトガラ
ス 

2006/2/10 １羽  甲州街道大坂上交差点 電線に止まったハシブトガラスは、長い木の枝を銜えていて、
足で押さえ、嘴で折ろうとしている。もう巣材運びが始まった。 

神谷古牧 
繁殖４③ 

立川1A 

537 ハシブトガラ
ス 

2006/3/28 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の木で造巣。銜えてきた枝を何回もやり直しな
がら積み上げていく。 

神谷古牧 
繁殖４③ 

立川1C 

130 トビ 2006/2/23 ２羽  八王子市堀之内１００２ 巣材運び３回、交尾１回 関根伸一 
繁殖４③⑤ 

武蔵府中
1G 

464 エナガ 2006/3/11 １羽  中央高速脇 御霊谷川 ふわふわした巣材？をくわえて飛んでいきました 柚木育子 
繁殖４③⑤ 

八王子1H 

369 イワツバメ 2006/4/28 ３０
羽 

± 花王八王子センター倉庫
（宇津貫） 

倉庫の前を飛び交う 粕谷和夫 
繁殖４④ 

八王子6F 

314 キジバト 2006/4/26 ２羽  谷地川新鶴見橋 自宅前の空き地のフェンスで交尾。 神谷古牧 
繁殖４⑤ 

立川0B 

388 モズ 2006/3/27 ２羽  多摩川・昭和堰の少し下流
の雑木林 

12 時半頃、モズの雄が雌に餌をやって、受け取っていまし
た。昨日はしらんぷりしていたので、雄が別個体なのか、それ
ともいいものもってきたのか・・・なんにせよ。ペア成立のよう
です。 

今野美代子 
繁殖４⑤ 

拝島6E 

502 カワラヒワ 2006/4/5 ２羽  JR八王子市駅南口付近 電線の上に２羽いて、騒がしい。良く見ると一方が他の一方
に餌をねだる仕草の繰り返し（求愛給餌かその儀式か）。 

粕谷和夫 
繁殖４⑤ 

八王子7J 

357 コゲラ 2006/4/2 １羽  谷地川新鶴見橋 自宅前の知人宅で、梅の木に穴を開け造巣。木の中から、木
を突く音が良く聞こえる。 

神谷古牧 
繁殖４⑥ 

立川0B 

363 ヒバリ 2006/6/23 ２羽  越野団地造成地 まさに揚げ雲雀。頂上の台地に巣があるらしいが、あえて踏
み込まず。 

馬場裕 
繁殖４⑥ 

 

95 カルガモ 2006/6/17 ６羽  浅川 新浅川橋下流 親鳥 1羽＋子５羽が河畔の草に隠れるようにしていた。 佐藤哲郎 
繁殖５ 

八王子8J 
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368 コシアカツ
バメ 

2006/6/17 １家  日野市・高幡台団地 コシアカツバメはどうやらヒナが誕生して巣立間近のようで
す。不思議なのは、昨年と違って糞が全く落ちていないので
す。昨日から時々巣から顔を出して私を見ているのはヒナで
親が巣に近づくと鳴いていました。ただこの周囲にはハシブト
ガラスが６羽も陣とっていて心配です。階下には２匹の猫もい
ます。無事に巣立ってくれるよう祈るだけです。 

佐藤サヨ子 
繁殖５① 

武蔵府中
3H 

368 コシアカツ
バメ 

2006/6/24 １家  日野市・高幡台団地 ここ２，３日コシアカツバメの姿がなくなり、巣にもツバメの姿
はいるようには見えません。それで元の壊されてしまった巣を
見に行くと巣は壊されたままでしたが、下には糞が多量に落
ちていました。但し、コシアカツバメの姿は見当たりませんでし

た。 

佐藤サヨ子 
繁殖５① 

武蔵府中
3H 

471 シジュウカラ 2006/5/12 １家  高尾山・１号路山頂まで数メ
ートルの石垣 

１号路山頂まで数メートルの石垣の隙間に営巣、親の出入り
と中での雛の声を確認 

粕谷和夫 
繁殖５① 

与瀬9E 

471 シジュウカラ 2006/5/17 １家  笹川自宅（八王子市美山
町） 

５月１７日午後、無事巣立って行きました。自宅の庭の巣箱で
す。午前中は親鳥の声がにぎやかに聞こえていました。巣立
ちの様子は見ていませんので雛の数は不明です。 
巣箱は１９９９年に富士森公園の農協祭りで購入したもので、
７、８年の連続営巣となります。今年、屋根を作り変えました
のでまだまだ使用可能です。次回も使ってくれることを願って
います。 

笹川佳子 
繁殖５① 

拝島0B 

471 シジュウカラ 2006/5/25 １家  大和田町５－２５ 親雌雄、13時15分頃、状況 ：工事用足場のパイブの中に親

が飛び込むのを発見。親が２羽とも飛び出した後、雛の声が
したので繁殖している模様です。 

今野美代子 

繁殖５① 

八王子8K 

471 シジュウカラ 2006/5/26 １家  竹内自宅・城山手 2丁目 我が家のシジュウカラも昨日巣立ちました♪  5/26 
10:30-10:40、6 羽、巣立ったあとも親鳥が餌を運んできて、ハ
ッと思い出したかのように自分で呑み込む姿を見て思わず微
笑んでしまいました。 

竹内開 
繁殖５① 

八王子2J 

520 スズメ 2006/5/14 １羽 + 高尾駅のグルメシティ 瓦屋根が減少している昨今 スズメは、住宅難のようで、よく
ぞこんなところを見つけたものです。成鳥 １羽 、ヒナ（声）高
尾駅のグルメシティ入り口自動扉の真上のわずかな隙間に
営巣し、ヒナの声が聞こえ親鳥がえさを運んでいた。 

千葉槙子 
繁殖５① 

八王子2G 

520 スズメ 2006/5/25 １家  大和田町５－１０ 親２羽・雛３羽、13 時 07 分頃、状況 ：大騒ぎが聞こえるなと
振り向いたら、ぼさーっとした雛が３羽、コンクリのカベに座り
込んで親が大忙しで餌をやったり誘導していました。もう巣立
ちなんですね。＜直後に親鳥が気が付いて怒られました・・・。
振り向いただけなのに。 

今野美代子 
繁殖５① 

八王子8K 

526 ムクドリ 2006/5/18 １家  大和田町６－１２ 13 時頃、建物は２階建てで下が店舗になっている。２階の雨
戸の戸袋の中から雛の声と、親が飛び出してきた。 

今野美代子 
繁殖５① 

八王子8K 

526 ムクドリ 2006/5/18 １家  大和田町６－１０ 13時頃、普通の民家。屋根瓦の中に営巣。雛の声と、親が餌
を運びこむのを視認。 

今野美代子 
繁殖５① 

八王子8K 

189 イカルチドリ 2006/5/23 ２羽  越野団地造成地 ペアで頂上の台地～上空を飛翔。草原の巣に４卵あるを、隣

の台地から観察。 

馬場裕 

繁殖５② 

 

314 キジバト 2006/5/29 １家  粕谷自宅（天神町） 庭のモクセイに営巣中、何者かに襲われて卵が落下、落下し
て割れた卵には２卵とも羽化直前の雛が入っていた 

粕谷和夫 
繁殖５② 

八王子6J 

366 ツバメ 2006/5/12 １家  湯殿川・カタクリ橋下流「リ
バ－サイドカタクリ」 

ツバメの巣１つ（カタクリ橋下流「リバ－サイドカタクリ」２Ｆ非
常ベル上、抱卵中か） 

長谷川篤 
繁殖５② 

八王子6G 

909 ガビチョウ 2006/4/3 １９羽 高幡台団地第２緑地 今日は 19 羽のガビチョウに遭遇しましたが、その中で小枝を
口に咥えた 1羽が笹薮に入っていくと、直ぐにもう 1羽が追い
かけて行きました。また今日はいつもは 1羽でいるシロハラが
やはり 2羽でいるのを目にしました。 

佐藤サヨ子 
繁殖４③ 

武蔵府中
3H 

６．行動        

5 カイツブリ 2006/1/18 ２羽  多摩川谷地川合流部 中州下流端のたまり（オオタカの居る木の直ぐ下）には８羽の
カルガモと２羽のカイツブリ。カイツブリの一羽は若鳥のよう
だ。明らかに色調が違う。 

神谷古牧  立川1B 

5 カイツブリ 2006/1/26 ３羽  多摩川谷地川合流部 谷地川側は前面結氷していて、凍っていない多摩川本流側
に、成鳥１羽、若鳥２羽。親子のようだ。 

神谷古牧  立川1B 

5 カイツブリ 2006/4/15 １４羽 多摩川昭和堰上流 14羽の群れで集団行動（夏羽） 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島6E 

5 カイツブリ 2006/5/27 ２羽  多摩川右岸・平町 14:06-14:38、水中に潜って盛んに捕食を繰り返していました。 竹内開  拝島8C 

65 コサギ 2006/1/14 ８羽  多摩川谷地川合流部 護岸工事のため、堰き止められて溜まり池になった廻りにコ
サギの他、アオサギ、ダイサギが群れていた。 

神谷古牧  立川1B 
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68 アオサギ 2006/1/6 １羽  多摩川右岸・昭和堰下流右
岸側の湧水のある水溜り 

緑色のバンド数字３４と読める固体です。11：27 清水盛通  拝島6E 

130 トビ 2006/2/4 １羽  浅川・新浅川橋下流側河原 頭上すぐ上でパンの様なものをくわえる１羽のカラスを１羽の
トビが追い、カラスはくわえていたものを落としてしまった。トビ
がそれを掴み飛び出したが、これも落としてしまった。物を確
認したらカステラだった（トビがカラスを追う）。 

大和田小サタ
デースクール 

八王子8J 

161 キジ 2006/5/29 １羽  高幡台団地第 2緑地 ♀、初めは何か突っ立っているような感じで見たのですが、全
く動きが無かったので双眼鏡で見るとキジの♀が私の方をじ
っと見つめていたのです。ここではキジは♂も♀も見たここと
がなかったのでほんとにびっくりして信じられない思いでし

た。私がもう少し近づこうと動いた途端に飛んでしまいまし
た。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

189 イカルチドリ 2006/2/19 ３羽  多摩川昭和堰 繁殖期初期の行動と思われる、さかんに鳴きながらの飛翔 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

314 キジバト 2006/2/1 １羽  馬場自宅前の電線（南陽
台） 

翼を上に挙げて、翼下面に雨を浴びせていた。（ダニを洗い
流すためかと思われる。） 

馬場百合亜 武蔵府中
0F 

337 ヒメアマツバ
メ 

2006/1/3 １羽  日野市新町４丁目 上空を北に向かって飛ぶ。 神谷古牧  立川0C 

337 ヒメアマツバ
メ 

2006/4/21 ３０羽±浅川・浅川橋上流 １０時１０分、浅川橋上空に約３０羽が旋回しながら下流に移
動。受難が続くヒメアマツバメですが、どこかで生き延びてい

るようです。 

若狭誠  八王子6K 

337 ヒメアマツバ
メ 

2006/4/21 ２羽  多摩川谷地川合流点 15時半頃、川付近で飛翔している 2羽をみました。ツバメもか
なり飛んでいたため他にもいたかもしれませんが、確認でき
たのは２羽です。 

今野美代子 立川1C 

337 ヒメアマツバ
メ 

2006/4/22 １０羽±ＪＲ八王子駅構内 ７時、五日市探鳥会への途中、ホームから駅の南北通路下
の駅ビル側（駐車場上）からヒメアマツバメが飛び立つのを見
た。上空をイワツバメに混じりながらはおよそ 10 羽が飛翔し
ていた。探鳥会の帰りに門口さんご夫妻と巣の位置を確認し
た。駐車場の上に鳥避けと思われる青い網がかぶされ、その
そばで１個の巣を確認した。他の場所のヒメアマツバメが移動
してきたのかも知れません。 

若狭誠  八王子7J 

344 カワセミ 2006/2/23 ２羽  谷地川新旭橋 互いに鳴き合い、忙しく飛び回る。一羽は♂、もう一羽は確認
出来ず。 

神谷古牧  立川0B 

344 カワセミ 2006/3/15 ４羽  多摩川谷地川合流部 ５０㍍位の狭い範囲で、激しく鳴き合ったり、飛び交ったりす
る。少なくとも１羽は雄で、他は確認出来なかった。 

神谷古牧  立川1B 

344 カワセミ 2006/3/25 １羽  長池公園 ヤゴを食べるカワセミ、最近、長池公園ではカワセミがヤゴを
常食としているようです。２５日に私が見ているわずか１６分
間だけでも、クロスジギンヤンマのヤゴと思われる大型のヤ
ゴを３匹食べていました。ヤマアカガエルのオタマジャクシも
デザート？で２匹食べていました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

344 カワセミ 2006/5/19 １羽  日野市東豊田 1丁目堀之内

緑道付近用水路 

6 時半頃、状況：まだ水の張られていない田んぼ横の用水路

を、ちょっとスピードの遅い弾丸のように、鮮やかな青色がび
ゅんと飛んでいきました。淺川から遠征中でしょうか。 

福島孝子  武蔵府中

1K 

349 アオゲラ 2006/1/23 ２羽  長沼公園：草広場の東（い
どたわ尾根の西）側の斜面 

草広場の東（いどたわ尾根の西）側の斜面下部のカキノキ。
雌雄各１、カキの実を喰う。 

馬場百合亜  

349 アオゲラ 2006/1/24 １羽  谷地川浄化施設下流 多摩川本流方向から、鳴き声。 神谷古牧  立川１Ｃ 

349 アオゲラ 2006/3/19 ３羽  多摩川滝山下 右岸の落葉樹を移動しながらさかんにドラミング（ディスプレイ
行動か） 

滝山下定期 C
（宮越ほか） 

拝島7E 

349 アオゲラ 2006/3/21 １羽  小宮公園周辺 ♂1, 日立側のケヤキの幹でさかんにドラミング 宮越俊一  拝島7A 

357 コゲラ 2006/2/11 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木脇の住宅のテレビアンテナポールをドラミングしてい

た。 

神谷古牧  立川1B 

363 ヒバリ 2006/1/14 ７羽  日野市東光寺グランド 東光寺グランドには、ここの所よく見るヒバリ７羽の群れが居
て、犬の散歩の一が近づくと、一斉に伏せるのがおもしろい。
ある程度以上近づくと、飛び立つ。 

神谷古牧  立川0C 

363 ヒバリ 2006/3/6 ２羽  日野市東光寺グランド 啓蟄のとても暖かい朝、カシラダカ５０羽の群れと共にいた。 神谷古牧  立川0C 

366 ツバメ 2006/4/16 １羽  JR日野駅上空 11 時頃、状況：元気よく、電線の上でグチュグチュお喋りして
いました。 

福島孝子  立川1B 

368 コシアカツ

バメ 

2006/5/17 ２羽  高幡台団地 今朝のウオーキングも、コシアカツバメの観察から始めたの

ですが、巣の方にスズメが入って行くと 2 羽のコシアカツバメ
が直ぐさま追いかけて行きました。それを見ていると、コシア

カツバメ 2羽とスズメ 3羽の取っ組み合いのバトルが始まりま

したが、やはりコシアカツバメは強い。スズメの追い出しに成
功しました。ちなみにコシアカツバメの巣は、昨年の巣から半
分を削り取って反対側にある一昨年の巣にリフォーム中でし
た。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 
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369 イワツバメ 2006/4/4 50羽+京王高尾山口駅前 イワツバメが高尾山口駅の集団営巣地に戻ってきました。５０
羽以上が駅前駐車場の上空を集団飛翔していました。 

粕谷和夫  八王子1F 

369 イワツバメ 2006/4/7 ０羽  高尾山口駅 高尾山口駅のイワツバメは１羽もいない。営巣を試みた様子
も無い。若狭誠、千葉槇子ほか５名 

若狭誠他  八王子1F 

369 イワツバメ 2006/4/19 ２０羽 京王高尾山口駅前 約 20羽が上空を旋回しているが、昨年までの巣は全て落とさ
れている。 

粕谷和夫  八王子1F 

369 イワツバメ 2006/5/24 １羽  日野市程久保川 この川では普通のツバメは良く見かけますが、イワツバメを見
たのは初めてです。初めは普通のツバメだと思っていたので
すが、腰の白いのと尾羽がまっすぐにカットしたような感じだ
ったのでイワツバメだと気がつきました。水辺に下りて空中で

捕らえたらしい何かを食べていました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3J 

374 ハクセキレ
イ 

2006/1/14 １６羽 多摩川谷地川合流部 中央線鉄橋の上下流右岸では護岸工事が行われており、削
り取られた河床にはハクセキレイが沢山居た。 

神谷古牧  立川1B 

382 タヒバリ 2006/2/25 19羽 日野市東光寺グランド 大きな群れで、雨上がりの地上で採餌。 神谷古牧  立川0C 

382 タヒバリ 2006/4/9 ４羽＋ 多摩川谷地川合流部 数は結構居て、ハクセキレイに追い回されている個体もい
た。 

神谷古牧  立川1B 

386 ヒヨドリ 2006/3/31 10羽+富士森公園 ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラが同一のケヤキの花に交互に
集まり、ヒヨドリは食べ、メジロとシジュウカラは蜜を吸う行動
を観察した。 

粕谷和夫  八王子6H 

386 ヒヨドリ 2006/4/15 ２５羽+多摩川滝山下 渡りの途中と思われる群れが滝山下を移動中 滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

386 ヒヨドリ 2006/4/17 50羽＋日野市日野台１丁目 ２０号線上空を南から北へ向かう。 神谷古牧  立川1A 

386 ヒヨドリ 2006/4/17 30羽＋多摩川中央線鉄橋上流 桜並木上流を南から北へ向かう。 神谷古牧  立川1B 

386 ヒヨドリ 2006/4/18 20羽＋谷地川新旭橋 南から北へ向かう。 神谷古牧  立川0C 

386 ヒヨドリ 2006/4/21 50羽＋多摩川中央線鉄橋 南から北へ向かう。 神谷古牧  立川1B 

424 シロハラ 2006/2/20 １羽  高幡台団地第２緑地 今にも降り出しそうな空でしたが、ちょっと明るくなってきたの
で８時半を過ぎた頃裏山に入って見ました。入り口で関根さん
に出会いました。ここで出会ったのは２度目。いつも見るカラ
類は寒さのセイでしょうか、姿なく、ガビチョウも見かけません

でしたが、ルリビタキの♂とシロハラに出会ってやはり来て良
かったと思いました。写真も良く撮れてましたが、ルリビタキは
ちょっと手ぶれしてしまいました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

427 ツグミ 2006/1/23 40羽±長沼公園：絹ヶ丘口～草広 
場～いどたわ尾根の上空。 

上空を飛んでは樹上に止まるのを繰り返し、盛んに鳴き交わ
していたが地面に降りることは無かった。 

馬場百合亜  

427 ツグミ 2006/2/17 10羽＋日野市東光寺グランド カシラダカ４０羽以上の群れなどと共に、採餌していたが、内
二羽は向かい合い、競うように４，５０㌢垂直に飛び上がって
いる。やがて、互いに地上すれすれをとび、追い合う。 

神谷古牧  立川0C 

427 ツグミ 2006/3/26 20羽＋八王子市石川町 御嶽神社西側の林に２，３０羽が狭い範囲に集まる。薄暗い
中で、不思議な光景。 

神谷古牧  拝島9B 

427 ツグミ 2006/4/4 ６羽  １号路男坂、女坂付近 １号路男坂、女坂付近のモミの木に６羽が群でいた 粕谷和夫  八王子0F 

456 キビタキ 2006/5/20 １羽  高尾山登り６号路の５号と
出合い直前付近 

 カワセミ会探鳥
会参加メンバ
ー 

与瀬9E 

456 キビタキ 2006/5/26 ３羽  天候峰・松木入 ３ヶ所で囀り 粕谷和夫  拝島0C 

456 キビタキ 2006/6/24 １羽  峯尾自宅（八王子市暁町） 自宅で借りている駐車場横の暁町２－１０の小池宅の屋敷林
でキビタキが２週間前より毎日、いい声で鳴いています１００
ｍ離れている自宅まで聞こえてきます。 

峯尾真澄  八王子6K 

459 オオルリ 2006/3/7 １羽  宇津木台中央公園 今日７日午後２時過ぎに宇津木台中央公園で私の目の前を
通り過ぎた鳥の色は青と白と黒のオオルリ！ウソでしょと思い

ながら桜の枝にいる姿を双眼鏡で必死に追いましたが・・・・ど
なたか飼っているカゴ抜けでしょうか写真はとりました。 

傍島玲子  八王子8C 

464 エナガ 2006/1/14 １２羽 日野市東光寺グランド グランド北側の林で群れる。 神谷古牧  立川0C 

471 シジュウカラ 2006/3/31 ２羽  富士森公園 ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラが同一のケヤキの花に交互に
集まり、ヒヨドリは食べ、メジロとシジュウカラは蜜を吸う行動
を観察した。シジュウカラがこのような行動をするのは意外で
あった。 

粕谷和夫  八王子6H 

474 メジロ 2006/3/31 -  富士森公園 ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラが同一のケヤキの花に交互に

集まり、ヒヨドリは食べ、メジロとシジュウカラは蜜を吸う行動
を観察した。 

粕谷和夫  八王子6H 

478 ホオジロ類 2006/1/12 ８０羽±谷地川浄化施設 浄化施設付近で、霞網を張っている人たちが居て、そこから
逃げてきたのか、下流側の桜並木前の藪では、小型の鳥の
群れが沢山居る。カシラダカ、ホオジロ、シジュウカラなど、普
段と比べてすごく数が多い。霞み網の影響だろうか。ツグミも
すごく多い。 

神谷古牧  立川1C 
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478 ホオジロ他 2006/1/19 -  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前を通ると、グランド前の林方面から、沢山の小鳥た
ちが、次々と群れてやってくる。霞み網を張る人たちが藪に入
ったので、逃げているに違いない。 

神谷古牧  立川1B 

485 カシラダカ 2006/1/1 ５羽  谷地川浄化施設 フェンス脇の桑の木に留まる。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/1/13 ３３羽 日野市東光寺グランド 東光寺グランドでカシラダカ３３羽。刈り取られた芝の上で、捕
食活動。そこから数十㍍離れたところにはホオジロだけの群

れ７羽。一緒にはならないのだろうか。 

神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/1/21 ２０羽±谷地川浄化施設 ホオジロ約１５羽と共に、河川工事資材置き場の、僅かだけ
雪のない所に集まって採餌している。 

神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/1/24 ４７羽 日野市東光寺グランド この冬一番の冷え込みであったが、今季最大の群れ。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/1/27 ７９羽 日野市東光寺グランド 群れはどんどん大きくなり、この日は更に今季の記録更新。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/2/19 70羽±日野市東光寺グランド 頭の羽根が黒くなってきた個体が目立つ。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2006/3/28 40羽±日野市東光寺グランド 数日姿を見せなかったが、群れて採餌。今季終認。 神谷古牧  立川0C 

491 アオジ 2006/2/2 ３羽  谷地川下田橋 日野自動車グランド下の遊歩道で群れる。私が通り過ぎると
き、一旦脇の藪にはいるが、１０㍍程通り過ぎると、又３羽で
出てくる。 

神谷古牧  立川0B 

491 アオジ 2006/4/19 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の灌木「ビッ、ビッ」と、二声ずつ区切って鳴く。頬が
真っ黒になったアオジだ。 

神谷古牧  立川1B 

491 アオジ 2006/4/20 １羽  八王子市立上川口小付近 さえずり 粕谷和夫  拝島0E 

491 アオジ 2006/4/21 １羽  日野市神明 2丁目日野中央
公園  

6：00、状況：ここ数年、生垣をどんどん短く刈り込んでいるの
で隠れる場所がなくなってしまい、もうこの公園では見られな
いかな、と思っていたのですが、今朝は「チョチョリチョチョリ」
とひかえめにさえずっていました。夏羽で、おいしそうな和菓
子のような淡い黄緑色をしていました。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

491 アオジ 2006/4/29 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前のオニグルミの木の新芽を啄む。 神谷古牧  立川1B 

502 カワラヒワ 2006/1/15 ２羽  大横町極楽寺境内 ２羽が未だ枯れ葉が少し残っているケヤキの枝で実（種）を啄
ばむ 

粕谷和夫  八王子6K 

516 イカル 2006/2/14 ４０羽 高尾山イヌブナ林 約４０羽が同じ所にいて賑やかに鳴いていた 粕谷和夫  八王子0F 

516 イカル 2006/3/11 ２羽  高幡台団地第２緑地  久しぶりに暖かな天気で裏山に入るとあちこちでウグイスが
鳴いていました。山の奥で地面を突付いている鳥に気づくの
が遅く、、私の目の前から２羽の鳥が飛立って直ぐそばの木
の枝に止まりました。見るとイカルでした。団地の中では２、３
度見たことがありますが、裏山では初めてでした。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

516 イカル 2006/4/4 70羽± 高尾山・蛇滝登山道、４号
路つり橋付近 

蛇滝登山道で約 30 羽、４号路つり橋付近で約 40 羽、賑やか
に鳴き交わす 

粕谷和夫  八王子0F 

517 シメ 2006/2/19 １２羽 多摩川滝山下 群れで行動し，河原で水を飲んでいた。 古山・宮越（滝
山下定期 C） 

拝島7E 

526 ムクドリ 2006/1/18 300羽±多摩川谷地川合流部 多摩川の昭島側の岸辺では、数百羽のムクドリが集団で水
浴びをしている。 

神谷古牧  立川1C 

526 ムクドリ 2006/4/29 １羽  多摩川中央線鉄橋 上流側左岸の水辺で採餌。当地初認。 神谷古牧  立川1B 

531 オナガ 2006/1/9 20羽＋多摩川谷地川合流部 合流部の少し上流側、２０羽以上のオナガが集団で水浴びを
する、この寒いのに。 

神谷古牧  立川1B 

536 ハシボソガ
ラス 

2006/1/13 ２羽  八王子市川町谷戸田 杉の木のテッペンに止まる１羽のアオサギを 2 羽のボソガラ
スが追い払う 

粕谷和夫  八王子2K 

536 ハシボソガ
ラス 

2006/2/19 ２羽  多摩川昭和堰下流 ２羽がクルミと思われる実をくわえては飛び上がり、石や堰の
コンクリートの上に落として割って食べようとしていた。（数回
に一度の成功率） 

滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

536 ハシボソガ

ラス 

2006/3/11 １羽  谷地川新旭橋 下流側右岸の干水田で、１羽のハシボソガラスが歩き回り、

獣毛を集めていた。 

神谷古牧  立川0B 

536 ハシボソガ
ラス 

2006/6/6 １羽  南浅川・両界橋 ハシボソガラスが両界橋の上で、クルミを車に轢かせてなか
みを食べるところを目撃しました。ＴＶの映像では見たことが
あったのですが、はじめて見ました。街路灯上から、クルミを
落とし車が轢くと舞おりついばんでいた。 

千葉槙子  八王子2G 

901 コジュケイ 2006/4/13 １羽  谷地川浄化施設 左岸側から鳴き声が聞こえる。久し振りに確認。 神谷古牧  立川0C 

901 コジュケイ 2006/5/6 声  京王片倉駅南  山下弘文  八王子7G 

901 コジュケイ 2006/5/8 １羽  八王子市高尾町と西浅川町
（南浅川(両界橋下流 50mぐ
らい） 

12：00ごろ、南浅川(両界橋下流 50mぐらい）の川岸の山吹の
茂みで猫とハシボソガラスに対して威嚇鳴きをしていた。 

横山由美子 八王子2G 

909 ガビチョウ 2006/3/25 ２羽  長池公園 取っ組み合いの喧嘩、３月２５日は長池公園のあちらこちらで
ガビチョウがさえずっていました。縄張り争いがエスカレートし
て、写真のような取っ組み合いの喧嘩も見られました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 
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909 ガビチョウ 2006/4/23 １羽  片倉町446、片倉ゴルフセン
ター 

ゴルフ練習場のネットの周りに植えられたサワラの中と地上
に降りて囀りと採餌、約３ｍでも逃げない。ガビチョウの平場
進出行動か。 

粕谷和夫  八王子7G 

909 ガビチョウ 2006/4/30 声  浅川・ふれあい橋左岸河原 河原の繁みで声、ガビチョウの平場進出行動か 粕谷和夫  武蔵府中3K 

７．事故 

      

337 ヒメアマツバ
メ 

2006/3/3 ２羽  高尾山口駅高架下 川上さんが観察しているヒメアマツバメのねぐらである高尾山
口駅高架下のヒメアマツバメねぐらの下の死骸１羽を千葉さ
んが発見した。更に、ねぐらであるコンクリート壁面にへばり

ついている１羽の死骸もあった。（この死骸は２月３日にはこ
の状態ですでに存在していた） 
このねぐらは、2005年 10月 16日に確認後、11月 4日きれい
に除去されているのを確認した。その後川上さんが、ねぐら巣
を落とされたヒメアマツバメが垂直のコンクリート壁面にしが
みついてねぐらをとっているのを観察していたが寒さに耐えら
れるか心配されていたものである。 

琵琶滝ＣＴ  八王子1F 

366 ツバメ 2006/6/5 １羽  暁町１－３８－９斉籐宅    
暁橋北信号より、角の和菓
子屋から４軒目。        

今日はとても悲しい場面に遭遇し落ち込んでいます ５月１７
日からツバメの巣の観察で通い続けていたお宅で、やっと１
羽が座っていたのを見つけ喜んでいた矢先電線に止まってい
た１羽と、他から来た１羽が絡み合い、車に撥ねられ、１羽が

轢かれてしまいました。ショックです。ペアの１羽か判りません
がしばらく見守るつもりです。 

峯尾真澄  八王子7K 

８．通過         
62 アマサギ 2006/5/26 ２羽  高月の田んぼ  大川征治  拝島6E 

64 チュウサギ 2006/5/26 １羽  高月の田んぼ  大川征治  拝島6E 

88 コハクチョウ 2006/1/7 ２羽  多摩川・多摩大橋下流 浅瀬で泳いだ後岸辺で休息 大川征治  立川1C 

231 キアシシギ 2006/5/20 ３羽  多摩川昭和堰下流  滝山下定期 C
（古山・宮越） 

拝島7E 

338 アマツバメ 2006/4/7 ３羽  多摩川・昭和堰下  大川征治他 拝島6E 

338 アマツバメ 2006/4/8 １羽  谷地川新鶴見橋 自宅上空を通過。 神谷古牧  立川0B 

338 アマツバメ 2006/4/21 ５羽  JR 八王子駅北口・東急スク
エア上空 

14 時半頃、レストランで食事をしていたら、窓の外を５羽、横
切っていきました。 

今野美代子 八王子7J 

38 アマツバメ 2006/4/21 １羽  多摩川谷地川合流点 15時半頃、川付近で飛翔している１羽をみました。 今野美代子 立川1C 

379 ビンズイ 2006/2/15 ５羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

379 ビンズイ 2006/3/2 ７羽  小宮公園 地面で採餌 大川征治  拝島7A 

382 タヒバリ 2006/2/27 １０羽 谷地川下流  大川征治  立川0C 

386 ヒヨドリ 2006/4/14 ３０
羽 

± 高幡台第２緑地 今朝、若葉が覆い始めた裏山の上空を、おおよそ 30羽のヒヨ
ドリが飛んで行きました。いったんは、木々の梢に止まりまし
たが、直ぐに移動を開始してどこかへと飛んで行きましたが、
あれは渡りの途中だったのでしょうか？ 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

409 ノビタキ 2006/4/8 ２羽  北浅川・陵北大橋下流、山
入川合流地 

ヨシに止まったり飛んだりしていた 河村、 
木崎 

 拝島２Ｂ 

409 ノビタキ 2006/4/12 １羽  高月浄水場  大川征治  拝島6E 

420 クロツグミ 2006/4/22 １羽  八王子市別所 2丁目の長池
公園 

クロツグミ 1羽、マミチャジナイ 1羽を見ました。クロツグミ、マ
ミチャジナイともにツグミ数羽の群れと一緒に地面に降りて採
餌していました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

449 エゾムシク
イ 

2006/4/26 １羽  日野市神明 2丁目神明上第
10緑地 

6 時頃、状況：昨日に続き、今朝のお客様はこちらでした。姿
は確認できませんでしたが、さえずりを録音したものを家で調
べてやっと分かりました。センダイムシクイとさえずりが全然
違うんですね。渡りの途中でしょうか。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

450 センダイム
シクイ 

2006/4/16 １羽  高尾山４号路 視認 大川征治、香 八王子0F 

450 センダイム
シクイ 

2006/4/26 ２羽 + 日野市神明 2丁目神明上第
10緑地 

6 時頃、2 羽くらい？ 状況：「チョチョビー」は何日か前から聞
いていたのですが、姿をやっと確認できました。ほんとうは、
エゾムシクイだったら嬉しいのですが、そこまでは識別できま
せんでした。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

450 センダイム
シクイ 

2006/5/5 １羽  高幡台団地第 2緑地 以前から声は聞いていたのですが、姿を見ることはありませ
んでした。しかし今日は目の前に止まってくれました。写真を
とりたかったのですが、ピントを合わせる前に別の枝に飛び
移るのでだめでした。ウグイスを見慣れている私にはとても小
さい鳥に見えました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 
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456 キビタキ 2006/4/16 １羽  高尾山４号路 視認 大川征治、香 八王子0F 

456 キビタキ 2006/4/25 １羽  日野市神明 2丁目神明上第
10緑地 

13：30、♂、状況：雷雨のほとんど止んだあと、ヨモギを探しに
緑地にいくと、「キロリ~ン、、キロリ~ン」とこの辺では聞かない
さえずりが．．.！ 最近まじめに持っている双眼鏡をドキドキ
しながら取り出し、新緑との素晴らしいコントラストの黒い羽と
胸のオレンジ色を確認。しばらくうっとり眺めていました。数年
前にも隣の第９緑地で数日間滞在していたことがあります。
中継地点なのでしょうか。 
（23 日朝に日野中央公園内でも声のみ聞いたのですが、視
認していないのでアップしませんでした。） 

福島孝子  武蔵府中
1K 

456 キビタキ 2006/4/26 １羽  小宮公園 8時頃、公園内〝カワセミの小道〟でキビタキの囀りが聞こえ
てました。新緑と朝の爽やかな空気に良く似合う鳴き声です。
4月に入ってセンダイムシクイ、コサメビタキ、オオルリ、クロツ
グミを確認しています。 

清水盛通  拝島7A 

456 キビタキ 2006/4/26 ２羽 + 小宮公園 ♂ ２羽＋、 7 時半頃、キビタキは囀る２羽視認、鳴き声からは
もう１羽はいる様子。オオルリは１羽視認、１羽は鳴き声のみ。 

清水盛通  拝島7A 

456 キビタキ 2006/4/26 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

456 キビタキ 2006/4/28 ３羽  西片倉・只沼谷戸 ♂３羽、谷戸の周りの雑木林内３ヶ所で同時に囀り 粕谷和夫  八王子7F 

456 キビタキ 2006/4/28 ３羽  宇津貫、台・只沼 丘陵地内 粕谷和夫  八王子7F 

456 キビタキ 2006/4/29 １羽  ひよどり山  大川征治  拝島8A 

456 キビタキ 2006/4/30 １羽  城山手もみじ公園 町内の千葉先輩曰く夏鳥はこの時期城山手では恒例とのア
ドバイスでした。ありがとうございました。他にも、町内裏山に
てアオゲラのペアに怒られ？ました。機会を見ておってご報
告します。 

竹内開  八王子2H 

456 キビタキ 2006/5/3 １羽  高幡台団地第２緑地 ♂、今朝は入り口でコジュケイとアオゲラ２羽の声が大きく響
いてきたので探しましたが、緑が深くて見つけることが出来ま
せんでした。。帰ろうと思って出口に向かおうとした途端再び
アオゲラの声がしたので双眼鏡で探すと飛んでいった鳥がい
たので残念と思いながら更にその周辺を探していると、なんと
キビタキが目に入ってきました。この間から声は聞いていた

のですが、今期見たのは初めてです。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

456 キビタキ 2006/5/6 声  山下弘文自宅（長房町５４番） ５・６ 囀り  自宅 山下弘文  八王子4J 

459 オオルリ 2006/4/16 １羽  高尾山４号路 声 大川征治、香 八王子0F 

459 オオルリ 2006/4/26 ２羽  小宮公園 ♂２羽、7時半頃、キビタキは囀る２羽視認、鳴き声からはもう
１羽はいる様子。オオルリは１羽視認、１羽は鳴き声のみ。 

清水盛通  拝島7A 

459 オオルリ 2006/4/29 １羽  北野台・三星裏の緑地 ♂１羽、12時 57分、買い物をして外に出たら、お久しぶりのさ
えずりが聞こえたので探してみるとてっぺんではなく、木立の
中で鳴いているオオルリの雄を１羽見つけました。鳴き方は
なんか練習中といった感じでしたので若いのかと思ったら、日
が当たるところに出たらきれいな成鳥でした。今期初認です。

その他、エナガ・シジュウカラ・メジロ、ヒヨドリ、ツバメを視認。

ウグイスの声が響いていました。 

今野美代子 八王子8F 

459 オオルリ 2006/4/30 １羽  城山手稜東公園 木のテッペンでの囀りとは異なる鳴き方で姿を見るまではキ
ビタキだと思いこんでいたのでビックリ。写真は・・・近すぎて
ピントが合いませんでした！残念！！ 町内の千葉先輩曰く
夏鳥はこの時期城山手では恒例とのアドバイスでした。あり
がとうございました。 
他にも、町内裏山にてアオゲラのペアに怒られ？ました。機
会を見ておってご報告します。 

竹内開  八王子2H 

485 カシラダカ 2006/2/24 50羽 小宮公園元元気農園 地面で採餌 大川征治  拝島7A 

494 オオジュリン 2006/3/3 １羽  谷地川下流左岸  大川征治  立川0C 

523 コムクドリ 2006/4/25 １０
羽 

± 小宮公園 14：30 頃、小宮公園管理棟西側の作業小屋近くの大きな木
（ケヤキ？）で１０羽ほどが木の花をついばんでいました。 

久保山嘉男 拝島7A 
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2006年 オオルリ他夏鳥調査結果 

（取りまとめ：粕谷和夫） 

 八王子市の鳥・オオルリの生息地である丘陵地や山間部の自然環境の動向を見守るため、1992年以

来生息数調査を毎年行っている。また、オオルリの他にツツドリ、ホトトギス、クロツグミ、キビタキ、

センダイムシクイ等の夏鳥の数もカウントした。 

 

１．調査場所 

  第１表に示す通り八王子市内の丘陵地、山間部の沢筋、谷筋の１９区域で行った。 

踏査総延長は昨年同様101kmであった。 

２．調査時期 

４月下旬～６月下旬にそれぞれの区域で２～３回行った。 

３．調査参加会員数 

第１表の通り、延べ４６名の会員が調査を行った。 

４．結果 

結果は第２表の通りであり、１９区域（沢筋、谷筋）の、全区域で合計９０羽のオオルリ♂を確

認した。この調査は１３年間継続しているが、本年は過去最高であった。沢別では、⑤小津、⑩力

石周辺で多く観察された。オオルリのカウントと同時に実施した夏鳥他全野鳥の調査結果は第３表

の通りであり、本年は６２種が出現した。主な夏鳥等の出現数の経年変化はグラフで示した。 

 カワセミ会では平成１２年に野鳥の密猟対策を求める要望を八王子市及び東京都に提出した。東

京都はこの要望を受けて、八王子市市内の林道入り口に「野鳥の密猟を禁じる」旨の看板を設置し

た。その後、５年が経過し、当看板が消滅したり、破損したりしている。そこで、本年のオオルリ

他夏鳥調査の際に看板の設置状況をあわせて調査した。その結果、③川口丘陵地区担当の川戸氏、

⑤小津地区担当の清水氏、⑨明王峠下地区担当の門口氏からは「看板は無くなっている」、⑱表高

尾地区担当の柚木氏からは「看板は健在である」、⑬裏高尾地区担当の阿江氏からは「看板は確認

できたが、もっと、認識しやすい、工夫が必要と思われる」との回答があった。 

 
（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２００６年） 

調査延長km 調査責任者 延べ参加数
①上川（今熊山北沢、同南沢、金剛の滝） 5 河村洋子 2
②加住南丘陵（谷地川源流部） 6 中村啓二 2
③川口丘陵（天合峰、釜の沢、滝の沢） 3.5 川戸恵一 1
④美山（山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川） 5 笹川佳子 2
⑤小津（小津バス停奥、小津川源流部） 6 清水盛通 1
⑥醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5 馬場裕 2
⑦醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5 粕谷和夫 1
⑧和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3 古山隆 1
⑨明王峠下（明王渓谷、クラ骨沢、ビロウ沢） 5.5 門口一雄 2
⑩力石周辺（力石沢、南土代沢、駒木野沢他） 5 山崎悠一 2
⑪松竹周辺（板当・滝の沢林道、八王子城跡北） 9 丸山二三夫 9
⑫元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4 若狭誠 5
⑬裏高尾（小下沢林道関場峠迄） 5 阿江範彦 1
⑭小仏城山下（日影沢城山頂上迄、行の沢） 4.5 白川司 2
⑮高尾山１（６号路、３号路、琵琶滝下山ｺｰｽ） 5 若狭誠 7
⑯高尾山２（小仏川下流、蛇滝ｺｰｽ､4･5･1号路） 7 粕谷和夫 1
⑰大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3 川上恚 2
⑱表高尾（中沢川、入沢川、榎窪川） 10 柚木鎭夫 2
⑲初沢川（初沢川） 3 倉本修 1

計 101 46
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（第２表）沢別・年次別オオルリ♂の出現数（八王子山間部、丘陵地）注）｛ ｝内はその上の欄に含まれる 

 

夏鳥３種♂の出現羽数
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場所 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1

②加住南丘陵 未調査未調査未調査未調査 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 1

③川口丘陵 未調査未調査未調査未調査 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6

⑦醍醐下流 ｛１｝｛１｝｛２｝｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4

⑭小仏城山下 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90
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（第３表）オオルリ出現期における夏鳥他全野鳥の出現状況（●印は出現、数字は羽数 2006年 4月～6月）   
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2006年 カルガモ繁殖状況調査結果 

 （取りまとめ：粕谷和夫） 

 浅川の本支流はカルガモの繁殖地であり、その数を1988年以来毎年カウントしている。カウント調

査は昨年迄と同様、浅川の本支流を１５に区分した他、谷地川、大栗川、程久保川を継続し、会員が分

担して５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

 結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあり、2006

年は１９組と本調査を開始以来最低となってしまった。⑳大栗川（鑓水～横倉橋）は昨年までの担当者

木村信幸氏が大阪に転勤したため、本年は南大沢で自然観察活動を続けている鈴木秀夫氏に調査を依頼

した。 

 山田川を担当した平井国二氏から以下のようなコメントがあった。「北野あったかホールから温水プー

ル等の消毒液の混入した排水が下流に排出されている。数年前から消毒液が変わったのか川の臭いがき

つくなってから季節を問わずカルガモの姿は消えた」。南浅川の上流側を担当した川上恚氏からは以下の

ようなコメントがあった。「敷島橋上流には中洲等がなく繁殖は困難、環境が悪いようです」。谷地川最

上流を担当した井手龍世氏からは以下のようなコメントがあった。「小金橋より下流の直流工事は終了し

たものの鳥の数は少ないです。全体でやっと20種、アオサギとカワセミが各１羽見られたので助かりま

した」。 

（第１表）平成２００６年カルガモ繁殖期カウント結果（単位：組、羽） 

担当者 単独 カルガモ
（代表者） 組数 親数 子数 成鳥数 数総計

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 1 2 8 2 12

北浅川 ②陵北大橋～松枝橋 河村洋子 0 0 0 48 48

計 1 2 8 50 60

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 2 5 12 19

④鶴巻橋～大和田橋 倉本修 1 1 6 31 38

浅川本流 ⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 2 2 9 22 33

⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 1 1 2 24 27

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 16 16

計 5 6 22 105 133

⑧川口橋～明治橋 杉森熊二 2 2 14 32 48

川口川 ⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 3 3 28 29 60

計 5 5 42 61 108

⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 6 6

南浅川 ⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 2 2 11 31 44

計 2 2 11 37 50

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 1 2 2 17 21

⑬山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 0 0 0 13 13

⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 4 4 19 44 67

湯殿川 ⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 1 1 5 22 28

計 5 5 24 66 95

浅川水系の計 19 22 109 349 480

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 青木繁昌 0 0 0 22 22

⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 井手龍世 0 0 0 11 11

⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 0 0 0 17 17

⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍島玲子 1 1 9 25 36

⑳大栗川（鑓水～横倉橋） 鈴木秀夫 1 1 4 27 32

21 24 122 451 598

親子連れ

総計
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（第２表）浅川水系におけるカルガモの繁殖状況年変化 

  
（第３表）水系別のカルガモの親子連れ組数年次変化 
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 '88  '89  '90  '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99  '00  '01  '02  '03  '04  '05  '06

年次
北浅
川

浅川
本流

川口
川

南浅
川

城山
川

山田
川

湯殿
川

浅川水
系計

程久
保川

谷地
川

大栗
川

合計

1988 2 30 13 2 0 1 4 52
1989 0 18 7 6 9 1 4 45
1990 2 36 15 11 9 1 10 84
1991 2 22 10 5 5 1 12 57
1992 3 24 5 4 6 1 11 54
1993 4 19 5 5 7 1 7 48
1994 5 18 9 6 4 1 5 48
1995 4 10 1 4 3 0 6 28
1996 5 9 5 8 3 0 6 36
1997 2 13 3 6 10 0 7 41
1998 0 14 2 3 8 1 5 33 7 6 5 51
1999 2 4 9 3 7 2 3 30 5 8 2 45
2000 2 9 4 3 4 1 0 23 4 3 3 33
2001 5 9 11 3 4 1 2 35 2 5 4 46
2002 4 3 3 4 4 0 6 24 1 3 6 34
2003 2 5 6 2 3 0 5 23 1 3 3 30
2004 2 6 5 2 2 4 4 25 2 6 2 35
2005 2 5 10 4 0 0 5 26 1 2 3 32
2006 1 5 5 2 1 0 5 19 0 1 1 21

親子連れ

組数 親数 子数 平均子数

1988 52 52 276 5.3 402 730
1989 45 49 228 5.1 379 656
1990 84 88 451 5.4 594 1133
1991 57 61 318 5.6 537 916
1992 54 58 272 5,0 452 782
1993 48 49 254 5.3 633 936
1994 48 49 275 5.7 623 947
1995 28 28 146 5.2 522 696
1996 36 38 194 5.4 613 854
1997 41 49 202 4.9 520 771
1998 33 36 171 5.2 434 641
1999 30 31 140 4.7 404 575
2000 23 25 113 4.9 415 553
2001 35 38 199 5.7 413 650
2002 24 25 122 5.1 339 484
2003 23 26 116 5.0 393 535
2004 25 29 159 6.4 429 617
2005 26 30 151 5.8 342 523
2006 19 22 109 5.7 349 480

年 単独成鳥 総計
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ヒメアマツバメの動向(2006年1月～6月) 

（取りまとめ：粕谷和夫） 

メインであった私立八王子高校の高床式体育館は、昨年はツバメたちをシャッタアウトするため張ら

れたネットの僅かな隙間から数羽が出入りするまでに激減し、本年はついに消滅してしまった模様であ

る。高尾山口駅高架下のイワツバメ、ヒメアマツバメコロニーは昨年11月、全ての巣が人手により除去

され、その後川上恚氏が、ねぐら巣を落されたヒメアマツバメが垂直のコンクリート壁面にしがみつい

てねぐらをとっているのを観察していたが寒さに耐えられるか心配されていた。2006年3月3日の高尾山

琵琶滝コース定期カウントチームの千葉槇子氏が同日、ヒメアマツバメの死骸１羽を高尾山口駅高架下

で発見した。この時さらに同所のコンクリート壁面にへばりついている１羽の死骸もあったが、この死

骸は1ヶ月前の2月3日にはこの状態で既に存在していた。 

 

1．京王線高尾駅西側ホーム高架下・八王子2G（川上恚調査担当） 

2月20日・夕使用中と思われる巣２～3個確認、３～4羽帰巣確認（16:40～17:30） 

17時18分頃2羽が上空に現れ旋回、さらに1羽が現れ旋回、17時23分頃コロニーへ入った（いずれの

巣か不明）、その後も巣から出て周辺を旋回するなどかなり暗くなるまで出入り有り。 

5月14日・夕使用中と思われる巣2～3個確認、約4羽帰巣確認（16:40～17:55）16時45分巣のある周辺

（駅）で2羽が飛んでは巣に入っていた。雛がいることが予想されるが外観では確認できず。 

17時53分上空に2羽現れ旋回後巣のある場所に入ったがいずれの巣か不明。イワツバメはヒメアマ

ツバメの利用巣のすぐ北側3mぐらいに営巣、雛も認められた。10羽が出入りしていた。 

２．八王子学園八王子高校体育館・高床の下（ピロティ） 八王子5J（川上恚調査担当） 

2月18日・帰巣は確認できず、放棄したものと考えられるがさらに様子を確認したい（16:45～17:40） 

5月12日・帰巣は確認できず、帰巣は確認できず（16:40～17:30）  イワツバメも無し。 

３．京王線高尾山口駅東側高架下 八王子1F（川上恚調査担当）・・・95年に発見された所 

2月16日・夕巣は昨年11月に落とされていて、帰巣無し（16:50～17:30） 

5月16日・夕巣は無く、帰巣も無し（16:50～17:50）イワツバメは同じ高架下東側部分に新たに約60

巣作られ、多数の雛が入っていた。また巣作り中も多く、約100羽が乱舞状態で出入りいていた。 

４.東浅川小学校校舎（屋根裏）：調査せず               ５．浅川・中央高速道橋下：調査せず 

６．JR八王子駅（八王子7J）観察者:若狭 誠  観察年月日:2006年4月22日 ＪＲ八王子駅構内 

朝7時五日市探鳥会への途中、ホームから駅の南北通路下の駅ビル側（駐車場上）からヒメアマツバ

メが飛び立つのを見た。上空をイワツバメに混じりながらはおよそ10羽が飛翔していた。探鳥会の帰

りに門口さんご夫妻と巣の位置を確認した。駐車場の上に鳥避けと思われる青い網がかぶされ、その

そばで１個の巣を確認した。他の場所のヒメアマツバメが移動してきたのかも知れない。 

７．京王線長沼駅 八王子9G 今期は調査無し 

８．南大沢駅・武蔵府中0D（鈴木秀夫調査担当） 

調査年月日：2006年6月17日、16時00分～17時00分、天気：曇り 南大沢ニュータウン通り歩道橋下 

使用中と思われるヒメアマツバメの巣の数：7 

抱卵中か、雛がいるのかわからないが、飛び込んで中に消え、しばらくすると飛び出して行く巣が、

7つ確認できた。南大沢駅の上空ではしばしばヒメアマツバメの集団での飛翔が観察されています。 

９．八石陸橋下 ：調査せず 
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 ２０周年記念事業をしめくくる「数え上げた浅川流域の野鳥２」の出版と、出版記念報告会を実施し

いろいろな方から高い評価をいただき、更に継続への期待の言葉をいただきました。さて、次は３０周

年と思ってみても、新しい人が戦力として育ってこなければだんだんと継続は難しくなってくる。 

 会報もあと２年で発刊２０周年になるが、さてそれまで編集をやっていられるか、またその先までも

やれるか、年齢を考えると自信がない。２０周年を区切りと考え適任者をあたっておくことも必要かも

しれない。新しい戦力を期待したい。 

 

会報創刊号～３２号まで、阿江さんの努力でＣＤ １枚におさまっています。創刊号～１６号まで三

好さん、１７号から３２号まで阿江さんが編集しています。中身を見るといろいろ参考になります。 

鳥の歳時記、野鳥雑詠などの俳句や、雑感などの短文を気軽に投稿されていたようです。 

また、ニュースクリップとして野鳥や環境、法律改正に関する紹介や解説などもあります。 

何でも気軽にご投稿いただきたいと思います。また、編集人としても参考にしてゆきたいと思います。 

 

ＤＮＡ解析などによる生命科学は、例えば鳥の分化の過程と生態などとの関連を探ることで従来の野

鳥の知識を大きく変える期待があります。宮越さんによるＤＮＡの話の発展に期待したいと思います。 

「北の国から」の嶋崎さんが休みなしの超多忙が続いているため、今回も休載になります。知床の油

汚染海鳥事件の投稿を考えていたのですが、健康第一です。次回に期待します。 

探鳥マップは、「浅川流域探鳥図」から抜粋していましたが、今回は千葉さんに新しいＭａｐを書い

ていただきました。今後も期待したいです。 

 

今回はＰＤＦから会報印刷してみます。Ｗｏｒｄから印刷する操作上の不安定さを改善するためです。 

またＡ４版で２年経ったので表紙の色を変えて、号の見分けをしやすくしてみたいと思います。 

 

 

 

 

３６号封入・配送には、以下の方々の参加をいただきました。（敬称略）  

阿江範彦 青木繁昌 石橋公子 今井達郎 大川征治 大川 香 粕谷和夫 粕谷寿美子 勝股朗郎 

門口一雄 門口裕子 川上 恚 小塩菊子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 白川 司 白川史子 杉田陽子 

杉森ユリ 関根伸一 永見博子 長谷川篤 平井国二 平井智恵子 古山 隆 丸山二三夫 

山崎悠一 山崎久美子 柚木育子 若狭 誠 

                               ごくろうさまでした。 
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