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会報「かわせみ」合本が出来るまで 

今井達郎 

平成２０年５月１８日付の「探鳥会あんない」の、お知らせ４『会報「かわせみ」バックナンバーを寄贈』

の欄に書かれた「今井達郎さんの献身的なご指導

とご本人による事前段取り作業の結晶です」とあ

るのに驚いていた処に、編集長から原稿の依頼が

舞い込みました。 

私が製本の技術を習ったのは平成１３年１２月の

ことです。その前年に粕谷会長が製本の講習会に

参加したと聞き、私もやって見ようと八王子中央

図書館で開催された製本講習会に申込み、２日間

の講習を受けました。この講習だけで製本の極意

を体得できるわけではありません。それ以前に私

は紙と糊を使う技術を学んでいたのです。 

私は定年退職後に何か身につく技術を習いたいと考え、東京都立中野高等職業技術専門校の表具科に

入り、掛軸、額、襖張り等を６ヶ月学び、その後、この学校の先生であった表具師の主催する勉強会に１

０年参加して、色々な作品を作りました。そこで和紙と糊を使う技術を習得しておりました。それが今

回の製本に役立ったのです。 

カワセミ会の総会後に行われる恒例のオークションの席で３冊１００円で販売しているメモ帳は、その

技術から派生した作品です。又、サシバの渡り調査に際し、周囲の人々から何をしているのかと疑問視

されるので、「サシバの渡り調査中」の小さな巻物を３巻作り、会長に差し上げました。これを現在も活

用しているのは神谷さんのみと思われます。 

さて、今回の製本の話を会長から伺って、共に製本講習を受けているので、何とかやり遂げたいもの

と賛同し、先ず自分で１冊作ってみることにしました。手持ちの会報の創刊号から１０号までの１０冊をま

とめて作業にかかりました。講習で使った「手作り製本術」の中の一つの方法「雑誌を合冊する（目引

き合冊製本）」でやって見ました。１０冊をまとめて背を鋸で５ヶ所に目引きし、そこに麻糸を入れてボ

ンドで固める方法でした。一応それらしき製本の第１号が出来上がりました。しかし耐久性に問題があ

りそうで、図書館への寄贈品には不向きと判断し、第２の合本に取り掛りました。それは「論文・文集

の製本法」で、今回皆さんで分担してやって頂いた、目打ちで穴を開けて糸を通し綴じる方法です。こ

れは厚さが制限されるので、手持ちの会報１１号から１

６号までの６冊を綴じてみました。目打ちの１本を折る

失敗はありましたが、これは確実に綴じられたので、

この方法を採用することに決めました。 

会長と製本資材の購入や予算について打合せをし、

製本材料の販売店として、図書館用品を専門に取り扱

っている御茶ノ水にあるキハラという会社を数回訪れ

て、製本の準備を進めました。 

表紙の芯になるボールと見返し用紙については、葛

西臨海公園探鳥の帰りに、専門店の新宿３丁目にある

 

寄贈したバックナンバー（７冊で１式、１１式寄贈） 

 

目打ちでの穴あけ（第２回目の作業） 
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世界堂に、阿江さんの案内で立寄り品定めをし、阿江さ

んに調達してもらいました。八王子市内の紙専門店で購

入する７掛け或いはそれ以下で求めることができたと考

えられます。 

製本作業が１回目（０７．９．１）、２回目（０７．１２．１）

と進みました。第３回目の作業は、芯ボールを表装布で

包む作業ですが、これにミスが生じると芯ボールと表装

布が無駄になり、資材の追加購入を要することになると

考え、又、３回目、４回目と作業の回数が増えるのは、

心理的にも好ましくないので、芯ボールと表装布の張り

合せは全部私が終わらせることにし、準備が整った段階

で、会長に３回目の作業日を決めて戴きました。 

３回目の作業で１１セット、７７冊の合本かわせみが完成

しました。 

５月２４日「多摩さくら百年フォーラム野鳥観察会支

援」の帰りに会長宅に寄り、７７冊の点検、補修を行い、

全ての作業が完了しました。その完成した“合本かわせ

み会報”を、会長は雨の中を自転車に積んで、図書館に

届けに行き始めました。 

この会報の合本について、先ず会長に「会員が夫々努

力して集めた野鳥に関する記録を永久に残したい」という発想があり、会員有志がその考え方に賛同し

て、この作業に協力して成し得た一大事業であったと思われます。 

 

会報「かわせみ」バックナンバーを寄贈 
粕谷和夫 

 会報「かわせみ」の初代編集長三好恒雄さんは創刊号から 11 冊を残しておいてくれました。何故 11

冊だったのか。三好さんに伺ったところたまたま創刊号が 11冊残ったとのことでした。以降毎号 11冊

を永久保存用として粕谷が預かってきました。会報「かわせみ」は会員配布の他、自然保護団体や図書

館等幅広く配布しています。しかし、この会報を図書館で永久的に保存していただくためには製本する

必要があります。 

製本を専門業者に発注すると費用負担が大変ですので、八王子市図書館主催の製本教室に参加し、製

本技術を習得しました。続いて今井さんが本格的な技術習得されたこと、38号（418冊）まで溜まり、

保管する場所が無くなったことにより、今井さんを先生役に会員に製本技術の習得と手伝いをお願いし

て 2007 年 9 月から 2008 年 3 月までの間に 3 回製本作業しました。この製本作業に延べ 30 名の会員が参

加されました。 

今般、11 セットを以下のところに寄贈しました。八王子市中央図書館、八王子市生涯学習センター図

書館、日野市図書館、東京都立図書館（立川市）、国土交通省京浜河川事務所資料室、埼玉大学共生社会

研究センター（旧住民図書館）、首都大学東京図書情報センター、東京農工大学図書館、山階鳥類研究所

資料室、日本野鳥の会 WING 資料室（日野市）、多摩信用金庫資料室。多摩信用金庫資料室からは「貴重

な資料をまことにありがとうございます。当資料室の資料として備えつけさせていただき、末永く一般

の方々への利用に供させていただきたく存じます。」という礼状が届きました。 

 

 

作業風景（第２回目の作業） 
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学校などへの支援・指導の概要 

 

 カワセミ会は、発足以来公開探鳥会を始め子供会やＰＴＡの要請により野鳥観察会などを行い「野鳥

の棲む浅川」の保全を目指してきました。 

２００２年、学校教育に「総合的

な学習の時間」が創設されました

が、そのなかで多くの学校が野鳥

にかかわる自然体験学習を採り上

げています。こうした背景のもと

で学校からの支援要請が増えてき

ました。 

図１）は 2002年からの支援・指導

の実施回数です。全体で 208回年

平均では 31回です。 

 表１）は参加延べ人数です。 

2007年は 232人の規模になってき

ています。 

支援・指導活動は、探鳥会活動、

調査活動と並ぶカワセミ会の活動

の柱になってきています。 

 

文部科学省は今後「総合的な学

習の時間」を削減（週３時間を２

時間に）する方針であり、学校によっては自然学習を削減することは考えられます。 

しかし、地球温暖化の問題を背景に各方面で自然や環境に関する意識が高まってきており、学校におい

ても自然や環境に関して教えることへの大切さが逆に高まってくることは考えられます。 

また、図１）に現れていますが、最近学校以外の実施回数が増加しています。これは、各方面での自然

や環境に関する意識の高まりが背景にあると考えられ、この新しい傾向は続くと思われます。 

 

今後とも支援・指導活動への要請は強いでしょう。 

「かわいい！」「きれい！」の驚きから入り、素朴な質問や指導者とのやり取りのなか自然を慈しみ、生

態系や環境を守ることにつながる実体験ができる野鳥観察は、自然や環境を学ぶ方法として最良の方法

です。 

しかしながら、この活動は会員の自主的な参加と、無償のボランティア活動の上に成り立っています。 

この活動の意義に共感した多くの会員の参加が必要です。 

先ずは気楽に参加してみてください。子供たちなどに教える楽しさ、交流する楽しさ、何に感動するの

かなどが実感できると思います。 

さらに、どんなことをどのように教えたらよいかについては野鳥観察支援の手引き「楽しい野鳥観察支

援」があります。教えることで自分の知識も向上します。 

  図１）   支援・指導の実施回数 
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表１）   会員の参加延べ人数 

年 参加延べ人数 

２００６ １５４ 

２００７ ２３２ 

２００８前半 １３５ 

 

実施回数 
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１．支援・指導活動のために準備してきたこと 

(1)「子ども達に対する野鳥観察指導法勉強会」の実施 （2003.8.31 於：日本野鳥の会ＷＩＮＧ） 

 「総合的な学習の時間」導入をきっかけに、八王子市立上川口小学校の協力を得て「総合的な学習

の時間とは何か」「野外における子ども達との上手な接し方」「何を教えるのか、どのような工夫が必

要か」について勉強しました。 

 

(2)「浅川の野鳥５４種」の作成（2005.1.7） 

 支援・指導活動や公開探鳥会で使用する、鳥の見分け方の

小冊子で増刷を行いながら小学校などで有効活用されていま

す。 

会員のイラストを使い、見分けのポイントをわかりやすく表

示しています。 

 

(3)野鳥観察支援の手引き「楽しい野鳥観察支援」の作成 (2007.9.1) 

カワセミ会発足２０周年記念事業の一つで、手引き

作成委員を中心に約２年をかけて編集、「楽しい野鳥観

察支援」－地域の子ども達と歩む支援の手引きー を

作成し、会員全員に配布しました。 また、野鳥観察

支援の手引き報告会も実施しました。 

   （2007.9.1 於：エコ広場） 

 この手引きは、野鳥観察支援の実際をわかりやすく

解説し、多くの会員に参加協力してもらうためのマニ

ュアルです。 

子ども達からいただいた約１０００通の作文をワークショップにより分析し、Ｑ＆Ａ方式でまとめて

あります。子ども達が描いたイラストを沢山使っています。 

 

２．支援・指導してきたこと 

 図１）に載せた２００２年からの支援・指導について、その内容を説明します。 

小中学校とその他に分け、特徴あるそれぞれの活動の一部を紹介します。 

 

(1)小中学校（実施学校数 ３３校 １６９回） 

① 八王子市立上川口小学校 

「愛鳥モデル校」として特色ある活動を行っています。全校での「野鳥・自然観察会」をほぼ

毎月実施しており、これへの支援・指導と年１回の「総合的な学習」発表会に参加のほか、ツバ

メ巣調査などの支援・指導を行っています。 

② 八王子市立大和田小学校 

４年生の野鳥観察指導のほか、サタデースクールの野鳥観察会を支援・指導している。 

サタデースクールでは親の参加も多い。 

③ 八王子市立由井第三小学校 

４年生は「湯殿川の博士になろう」をテーマに、魚、野鳥、昆虫などさまざまなことを主体的
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に学んでいます。生徒たちはいろいろなことを知っていて、こちらがびっくりします。 

④ 八王子市立第九小学校 

第九小学校のＯＢ，ＯＧ会員が支援・指導に参加しています。 

 

●上記のほか、以下の学校の支援・指導を行いました。 

八王子市立松が谷小学校、八王子市立陶鎔小学校、八王子市立第十小学校、八王子市立由木中央小

学校、八王子市立横山第一小学校、八王子市立浅川小学校、八王子市立城山小学校、八王子市立川

口中学校、八王子市立第三小学校、八王子市立船田小学校、八王子市立みなみ野小学校、八王子市

立第二小学校、八王子市立第四小学校、八王子市立長沼小学校、八王子市立東浅川小学校、八王子

市立由井第一小学校、八王子市立横山小学校、八王子市立川口小学校、八王子市立中山中学校 

日野市立第二小学校、日野市立第五小学校、日野市立滝合小学校、日野市立潤徳小学校、日野市立

南平小学校、昭島市立成隣小学校、昭島市立玉川小学校、府中市立第二小学校、上野原町立大目小

学校、立川・賢治の学校 

 

(2)その他（小中学校以外） （実施先 １７ヶ所 ３９回） 

① 多摩森林科学園 

親子森林教室の「みんなで探そう早春の野鳥」（２日間）を指導します。 

次回は、２００９年２月２１日、２月２２日です。 

② 小宮公園 

都立小宮公園主催の野鳥観察会を指導します。 

次回は、２００９年１月１８日です。 

③ 水辺の環境教室 

自然に関する科学的な力の向上を目指した八王子の小学校科学教育センター生（約１２０人）

を対象にした教室を指導します。市役所と近くの浅川で実施します。 

野鳥、魚、水生昆虫のうち、カワセミ会は野鳥を担当します。（主催：市役所の環境部水循環室） 

次回は、２００８年９月６日です。 

④ エコ広場（八王子市環境学習室） 

エコ広場が主催する浅川親子観察会、鳥の帽子作り方教室の指導など。 

このほか、紙芝居「カワセミさんとオオルリくん」の上演、カワセミ会各種活動のパネル展示な

ども行っています。 

⑤ 多摩さくら１００年フォーラム探鳥会（読売新聞社主催） 

２００８年５月２４日の探鳥会の記事が翌日の読売新聞多摩版に掲載されました。 

 

 ●上記のほか、以下の支援・指導を行いました。 

 池の沢にホタルを増やす会、多摩生き物友の会、宇津貫緑の会（探鳥会部分） 

 福寿園（老人福祉施設）、四季の会（視覚障害者団体）、恩方育成園（知的障害者施設） 

 八王子子供科学館、八王子教育委員会、八王子教育センター、八王子こども劇場、 

 八王子環境フェスティバル、八王子生活者ネットワーク 
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３．小中学校との交流と、リターン 

支援・指導は一方向に与えることではなく、そこに交流があり感ずるものがあり、逆にそこから与え

られるものも大きい。たとえばこんな形でのリターンがあります。 

(1) カワセミ会の各種イベントに作品を提供 

学習の成果として作製した鳥の絵や模型を、作品展や環境フェスティバルに提供してもらっていま

す。イベントに彩りを与えるとともに、見

る人に自然の大切さを伝えてくれます。 

  作品の提供等をいただいた学校です。 

①創立２０周年「野鳥展」（絵の提供） 

八王子市立横山第一小学校、八王子市立

上川口小学校、八王子市立城山小学校、 

八王子市立第九小学校、八王子市立陶鎔

小学校 

②八王子環境フェスティバル（絵の提供） 

八王子市立上川口小学校、 八王子市立

大和田小学校、八王子市立船田小学校 

八王子市立由井第三小学校 

(2) 紙芝居の上演者として参加  

八王子市立大和田小学校（八王子環境フェスティバル） 

(3) 小学生のカワセミ会への入会 

すでに数人の小学生が入会しています。今年発足した「カワセミ会ジュニアクラブ」に入会した小

中学生もいます。将来のカワセミ会にとって、心強い子ども達です。    

（記：若狭 誠）  

                                     

支援・指導活動にお気軽に参加下さい 

 

八王子・日野カワセミ会の野鳥観察の支援・指導活動は大人を対象としたもの（他団体主催）と小中

学生以下の子供達を対象としたものの２種類あります。大人を対象としたものは野鳥や野鳥の棲む自然

環境に関心を持って頂く人を増やすという効果が期待できます。子供達を対象としたものは体験学習を

通じた教育に寄与できる他、自然保護に目を向ける心を育てる下地を作ることができるのではないかと

期待しています。 

野鳥観察の支援・指導活動に参加するためには野鳥のことを何でも知っていなければいけないと思っ

て躊躇している会員が多いのではないかと思います。実際はそうではありませんから、安心して気軽に

ご参加下さい。観察会のコースを案内するだけでも、探鳥グッズや服装を説明するだけでも、今までの

野鳥との出会いや取組の経緯を話すだけでも、野鳥に対する考え方を披露するだけでも、得意の分野が

あればそのことを説明するだけでも、疑問や質問を聞き出してその内容をベテランの人につなぐことで

も、安全行動のための誘導でも、まだまだいろいろな場面で貢献できまし、自らが大いに成長します。 

2008年にはカワセミ会ジュニアクラブが発足しました。浅川のほとり八高線鉄橋近くにある「エコひ

ろば」を拠点に浅川の長沼橋までを回って来るコースで毎月第４土曜に観察会を開いています。次の世

代のカワセミ会会員を育てるために現役のカワセミ会員のサポート参加を期待します。（粕谷和夫）。 

 
2007年八王子環境フェスティバルの鳥の絵展示 
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会報「かわせみ」の創刊、１０周年、２０周年 

 会報「かわせみ」が発刊 20年になりました。 

 今後ともご支援ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

上川口小学校の「総合的な学習の時間 発表会」 

門倉 美登利 

 上川口小学校では、小規模校の良さを生かし、人や

地域、自然とのつながり、ふれあいを大切にした活動

として、全校野鳥観察会を、年８回行っています。自

然に親しみ、五感を働かせ,分かったことや疑問に思っ

たこと等を観察カードや新聞、パソコンにまとめたり

する活動を通して、「豊かな感性」「観察力」「想像力」

「表現力」等、【生きる力】や【思いやりのある子】を

育てています。 カワセミ会では、毎年、全校観察会を、

支援・指導しています。平成 20 年 1 月 24 日(木)の午前中、１９年度最後の低・中・高学年別全校観

察会があり、２９種の野鳥観察ができました。その後、保護者も交えて、学年毎に、１年間の全校野鳥

観察会のまとめ、「総合的な学習発表会」がありました。 主な内容を紹介します。 

 （1年生）  【鳥の歩き方】 【鳥の飛び方】 

 1 年生が 肩から手首までに 大きな手つくりの羽を両手につけ登場、「鳥の歩き方は、ホッピング、

スキップ、ウォーキングがあります。と、鳴きながら歩きました。鳴き方も、歩き方も、飛び方にも、

自分達で名前をつけ、①竜巻跳び（とび）②なみなみとび（ひよどり）③一直線とび（すずめ）と言い、

とても上手で、可愛らしかったです。ツバメ、ハクセキレイ、スズメ、カワラヒワ、ヒヨドリを好演。 

 （2年生） 【いろいろな鳥の説明】 

新聞が会報発刊を紹介(1988) 

 

創刊号 

1988.8 発行 

１０周年（２０号） 

1998.2 発行 

２０周年（４０号） 

2008.3 発行 

 

初代編集長 

三好恒雄 

1988～1996 

創刊号～16 号担当 

２代目編集長 

阿江範彦 

1996～2004 

17 号～32 号担当 

３代目編集長 

若狭 誠 

2004～ 

33 号～ 担当中 
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一人 1 種類ずつの説明 ①ハクセキレイ ②ツバメのひみつ ③オオタカの飛び方 ④ムクドリ  

⑤トビのひみつ ⑥カラスのひみつです。大きな紙に 鳥の絵も とても上手に描けていました。  

 （3年生） 【鳥の巣クイズ】 【鳥の仲間クイズ】 【鳥の食べ物クイズ】 

 【鳴き声クイズ】 【ホッピング・ウオーキング物語】の劇 

本物や絵に描いた鳥の巣クイズ。鳥の仲間クイズではコルリはウグイスの仲間か？等難しい問題で会

場は、もりあがりました。 鳥の食べ物クイズでも、フクロウはアカネズミを食べるか、皆で考えまし

た。なき声クイズも、ツグミ キジバト、オオアカゲラ、アオゲラ、カワラヒワ、と難問でした。 

 ホッピング・ウォーキング物語の劇も、チョットコイ チョットコイと鳴きながらコジュケイが出て

来て、「短い脚だね」と言われ笑いが起きる。シジュウカラ・コゲラ・キジ・カラスも登場した劇です。 

 （4年生）  巣箱作り・巣箱かけ・巣箱の観察と 手作りの鳥のおもちゃ発表 

昨年、手作りした巣箱を、木にかけて、その結果の発表で、継続観察は、すばらしかったです。 

巣箱の中は、草や笹の葉・こけや枝 鳥の羽などで作ってあり、スズメの巣と、シジュウカラの巣でし

た。工夫した、手作りの鳥のおもちゃは、①高い音やいろいろな鳴き声がでるバードコール、②本当に

良く出来ている鳥の折り紙で、ツバメ・オシドリ・ユリカモメでした。④工夫した、鳥のモビールと、

⑤鳥のグライダー、⑥イヌワシのたこでした。良くできていました。 

 （5年生）  鳥の飛び方・歩き方・大きさ・食べ物・野鳥観察会の ビデオ撮影 

鳥の、飛び方には帆翔・直線・波状がある。歩き方と、ホッピングの説明。鳥の大きさの、ものさし鳥

（スズメ、ムクドリ、ドバト）ジョウビタキ、ウグイス、ツグミ、オオタカ、カワラヒワ、スズメの説

明。カイツブリ・ヤマセミ・カワセミの居る場所、ハマシギ・ゴジュウカラ・コゲラ・アカゲラ・ハヤ

ブサ・サシバ・チョウゲンボウの特徴。【上川口小の野鳥観察】ビデオは、皆の様子がよくわかり、歓声！ 

 （6年生）  学校紹介      パンフレット 【私たちの上川口小】 

上川口小の自慢は、縦割り班で、全校児童が、とてもなかよしなこと。豊かな自然の中で全校自然観

察会を毎月していること。今まで見ることが出来た 21 種の野鳥の説明と鳥の絵もさすが 6 年生です。

植物や昆虫も含め、上川口小の周りの、自然の環境を守ろうとしていく気持ちがとてもよくわかりまし

た。6 年生のメッセージは、上川口小みんなの願いであり、これからも 受け継がれていって欲しいと

いうのが 児童・教職員・保護者・地域の みんなの気持ちだということが、とてもよくわかりました。

さすが、６年生です。すばらしい上川口小学校の学校紹介と、パンフレット作りの、発表でした。 

 （愛鳥モデル校としての 上川口小学校の取り組み） 

「全校児童のみんなが鳥を、日頃から

良く見ていますね。今日見た 29種の

鳥も良く観察できました。自然の中で

のふれあいに、カワセミ会でも、今後

も役立ちたいです」と丸山副会長挨拶。                

他の会員からも、全校のすばらしい取

り組みや、今日の各学年の発表は、ど

の学年も、本当に良く調べ、工夫され

た発表だったので、とても感動した等

と、それぞれが、感想を言いました。  

上川口小学校の、【愛鳥モデル校】とし

ての 児童や教職員の熱意や、長い間積み重ねてきた取り組みのすばらしさと、伝統を感じました。 
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山階鳥類研究所 佐藤文男氏を招いての講演会 報告 
 

古山 隆 
 

 去る６月２２日（日）、あったかホールのエコひろばにて財団法人山階

鳥類研究所の佐藤文男氏を招いて、カワセミ会主催による講演会が開催

されました。今回は「アホウドリの鳥島新繁殖地形成と小笠原移住作戦」

というテーマで、３時間（途中休憩あり）にも渡って、最新の画像と共

に、わかりやすい図やグラフ等も使って、これまでの研究の成果も提示

していただきながら、大変興味深い話を伺うことができました。佐藤氏

は、これまで（１８年間で）、アホウドリの繁殖地である鳥島には４６回も

上陸されたとのこと。現地で実際にアホウドリを観察された方でなければ

語れないその生態等、身振りも交えての解説はとてもおもしろく、また、

質疑応答も活発になされ、最新の知見も得ることができ、非常に勉強にな

った講演会でした。当日は、雨天にもかかわらず、会員２７人、会員外１

５人、合計４２人もの参加がありました。 

 講演の内容は、鳥島での新繁殖地形成（初寝崎でのデコイ作戦）と小笠

原諸島（聟島むこじま）への移住作戦の経過をメインに、保護活動が始まる

までのアホウドリの受難の歴史や、現在問題になっている海洋汚染や混獲

の問題等についても、幅広く言及されました。講演の内容について、個人

的に興味をもった部分を中心に、その内容について、簡単に報告したいと

思います。 

 

 かつては日本近海に５００万羽以上もいたアホウドリ 

 八丈島の玉置半衛門が国からの許可を取り、鳥島で羽毛採集を始めたのが、明治２０年（１８８７年）。

羽毛はヨーロッパへ羽毛製品の原料として輸出された。そして、わずか１０年足らずで、鳥島のアホウ

ドリをほぼ全滅させてしまった。１日あたり５００羽ものアホウドリが獲られた計算になる。鳥島での

アホウドリは昭和初期には約２０００羽まで減少し、終戦後の昭和２４年（１９４９年）にアメリカの

研究者が調査をした時には、アホウドリは発見されず、絶滅宣言が出された。その２年後、鳥島測候所

の職員により１０数羽のアホウドリが確認され、昭和４０年（１９６５年）の測候所閉鎖まで、職員に

よって保護された。  

 昭和４０年代後半から、長谷川博さんが鳥島に行くようになり、１９９０年までは単独で保護に取り

組んでいた。１９９１年に山階鳥類研究所へも話があり、かかわるようになって、デコイ作戦が始まっ

た。 
   

  鳥島でのデコイ作戦による新繁殖地形成 

  実は２０年も前から、鳥島のアホウドリを毎年、１００羽ずつ増やして、その後、噴火の可能性のな

い別の島に移そうという計画はあった。 

 鳥島は活火山であり、明治以降、３回の噴火があり、明治３５年（１９０２年）の大噴火では、島民

１２５人全員が犠牲になった。昭和１４年（１９３９年）の噴火では島民全員が避難し、その後、無人

島になった。もし、秋から春の間（繁殖期）に噴火すると、現在の繁殖地だけでは壊滅的な被害になる
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ことが予想され、まずは、鳥島の中にもう一カ所、新しい繁殖地をつくることとなった。全体プランは

長谷川博さんが、デコイ作戦は山階鳥研が担当した。 

  早速、１９９１年、鳥島の燕崎でデコイ反応実験を行った。デコイは１体１５万円するものを１０体、

そして八丈島からの漁船チャーター代が１５０万円、他に諸々の経費が２００万円、総計で５００万円

もかかった。個人から目的寄付を集めた。相当な賭だった。 

１０体のデコイと音声が流れるスピーカーを設置してすぐ、若鳥が集まってきた。すぐに「これはいけ

る」と思った。デコイはバードカーバーの第一人者の内山春雄さんが作ってくれた。１年後（１９９２

年）には、４１体のデコイを海から５００ｍ内側、標高１７０～１８０ｍの地点にセットした。擬卵（サ

イズと重さが本物と一緒のもの）も１５個置いた。１９９３年には、６０体ほどのデコイと、音声再生

装置も設置した。ここから、デコイ作戦が本格スタートした。 
  

  毎年、上陸調査が続いた 

 鳥島には、９月のデコイ設置、アホウドリが戻ってくる１１月の調査、雛が生まれる２月の調査、５

月のデコイの撤去と、各１０日間程ずつ、滞在した。ピーク時には、９３体のデコイを設置した。デコ

イは３年に１回程度、塗り替えた。鳥島のキャンプ地への荷揚げは、漁船からゴムボートに荷物を積み

換え、島に上陸し、背負子で水や燃料、食料を運び上げるという大変な作業であった。人工衛星を使っ

た監視カメラでの観察も１９９３年から行い、１９９６年からは NTT ドコモの衛星を使うようになった。  
 

  デコイ作戦３年目で、繁殖の快挙！                                               

 デコイの設置場所に降りるのは、年齢の若い個体が多い。デコイ作戦のポイントは、複数の個体がまず

集まり、出会いの場になることが大切であり、着地してくれないと話にならない。そして、次のステッ

プとして、番が形成され、繁殖することが最終ステップとなる。繁殖するまでには１０年程度は、かか

ると思っていた。ところが、１９９６年２月、初寝崎で５，６才のペアによって、初めて、ヒナが誕生

した。このヒナは６月１０日に、無事、巣立った（その後は行方不明で、たぶん死亡したと思われる）。

しかし、２００３、４年までの番数は一組のみで、９年間で巣立ったヒナは７羽だった。 

 そして、２００３年２月、初寝崎生まれの個体（２０００年５月巣立ち個体）が戻って来て、求愛ダ

ンスを始めた。２００４年には、いきなり４番が抱卵し、２００５年２月、４羽のヒナが誕生した。ヒ

ナがいるということが、若い個体には非常に魅力的に映るようで、初寝崎に定着する若鳥が急に増え、

２００５年１１月にはなんと１６個もの産卵があり、驚かされた。このうち翌年（２００６年）２月、

１３羽のヒナが孵った。 

 今年（２００８年）の春は、３５卵中、２５羽のヒナが孵った（少し孵化率は悪かった）。２００８年

秋からの繁殖では、５０卵になるのではないかと予測している。 

  初寝崎のコロニーは３０ｍ×１５ｍぐらいの広さである。成鳥ペアも３番、繁殖しており、旧来の繁

殖地である燕崎から移行したと思われる。 
 

 ここまで順調に回復した理由と問題点 

  ここまで、順調に個体数が回復した理由は、①長期の繁殖状況調査の実施（長谷川さんによる） ②環

境庁（省）による植栽工事 ③環境庁（省）による土砂排出工事 ④環境庁(省）の砂防工事 ⑤大規模な

噴火がなかったこと（2002.8 小噴火あり） ⑥海洋での死亡率が高くないこと（混獲が少ない）の６点が

考えられる。 

 問題点としては、噴火による繁殖地の消失と繁殖成功率が低いということが上げられる。繁殖成功率

が低い要因としては、まずは燕崎の繁殖場所がいまだに、巣の土砂埋没等により不安定であるというこ
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と、そして、プラスチック混食や釣り針混食等の海洋汚染や混獲の影響が考えられている。 
 

 私たちの暮らしがアホウドリの生活を脅かす 

 アホウドリは岸から１０～３０ｋｍエリアで餌をとる。繁殖期（２～３月）は、銚子沖や神津島の西

海域、大島の東側海域が主な採餌場所である。餌の中心はサンマやトビウオ等の魚卵だが、これらの魚

は海洋を漂うゴミであるプラスチック片にも卵を生む習性があり、アホウドリの親は、これらのゴミも

一緒に飲み込んで、持ち帰り、ヒナに与えてしまう。 

 内陸部の八王子で捨てられたカップラーメンの容器等のプラスチックのゴミが浅川から、多摩川を流

れ下り、海に出て、黒潮に乗って、アホウドリの採餌区域まで、到達することは十分に考えられる。ま

た、長いテグスのついた釣り針は海中には沈まず、海面を漂い、この釣り針を飲み込み、胃を突き破っ

て、死に至ったり、テグスが体に引っかかるケースもある。プラスチックの原料となるレジンペレット

も問題となっている。プラスチック生産量が急増している国で、管理の悪いところから、流れ出してい

る可能性もある。 

 発泡スチロールやプラスチック製のロープの破片等、外洋には大量のプラスチックゴミが漂っている。

１羽のアホウドリの嘔吐物からコップ１杯分ものプラスチックが出てくる。われわれの日常の生活が、

アホウドリの繁殖に関係していることを自覚してほしい。 
 

 小笠原への移住作戦が始まる 

  ベーリング海での希少種アホウドリの混獲が大きな問題となり、ア

メリカ政府（魚類野生生物局）が資金をいくらでも提供するというこ

とで、日本の環境省と山階鳥類研究所との合同で、新たな繁殖地を形

成する計画が始まった。この候補地として、非火山島である小笠原諸

島の聟島が選ばれた。その方法は鳥島で孵化したヒナを鳥島から約３

００ｋｍ離れた聟島まで運び、そこでヒナを育てて、巣立たせ、将来的に第三の新たな繁殖地を形成し

ようとするものである。このような計画は鳥島のヒナが毎年、１００羽以上、コンスタントに孵るよう

になったら、やろうという思いは以前からあったのだが…。 

  ２００６年に、ハワイ（カウアイ諸島）でコアホウドリの人工飼育を行い、２００７年には、聟島で

クロアシアホウドリのヒナを人工飼育し、巣立ちさせる研究に着手した。そして２００８年２月から、

アホウドリのヒナを鳥島から聟島に運び、巣立たせる事業が始まった。この事業は２０１２年までは継

続する予定である。５年間で、５０～８０羽を巣立たせる計画である。予測では、２割程度は、聟島に

戻ってくるのではと考えている。 
  

 今年は１０羽のヒナを聟島に移送した 

  ２００８年２月１９日に、鳥島から１０羽のヒナを移送した。移送するヒナは事前に調査して決めて

あった４２～４３日齢のサイズのヒナをそろえた。移送箱には、内部にザルや洗濯ネット、換気扇のネ

ット等を敷いて、安全に運べるよう工夫した。箱の重さは３ｋｇ、中にいるヒナの重さは４．５ｋｇ、

島内ではこの箱を２つ同時に背負って運んだが、水平状態を保ちながら運ぶのは、大変であった。箱に

は温度計も設置し、獣医師が付き添って、チェックした。チャーターしたヘリには、箱を平積みし、聟

島まで運んだ。ちなみにヘリのチャーター代は１０００万円である。 

 聟島で、ヒナに与えた餌は、トビウオ、アミ、イワシ、イカ等をミンチにしたもので、それをシリコ

ンガンに入れて、気管に入らないように気をつけながら、一気に胃袋に送り込むようにした。綿羽がと

れてくると巣立ちの時期になる。約１ヶ月間かけて、体重が８ｋｇから４～５ｋｇに減り、飛べるよう
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になる。５月中旬の７日間で、１０羽全てが、巣立っていった。 今回、巣立った１０羽のヒナの内、５

羽に GPSをつけて追跡している。６月１６日現在、アリューシャン他、単独で行動しているのが確認さ

れている。 
 

  このストーリーはまだ、始まったばかり 

 来年以降、４年間はヒナを聟島に運び続ける計画である。来年度は、朝日新聞社からの資金提供も決

まっている。聟島にペアが戻ってきて、繁殖をし、ヒナが孵るまで、このストーリーは続いていく。絶

滅に瀕した鳥を復活させるにはどれだけの努力が必要か、計り知れないものがある。１９３０年には２

０００羽程は残っていた鳥島のアホウドリも、１９３３年から禁猟区になることを知っての駆け込み捕

獲で、２～３００羽にまで減ってしまった経過がある。この時の捕獲がなかったら、復活へのシナリオ

は、これほどは厳しくはなかっただろう。 

 ヤンバルクイナやシマフクロウの将来は厳しい。トキの復活も、簡単なことではない。アホウドリは、

人間の利益が絡んでいないから、うまくいった面がある。また、資金も得られ、調査協力者は、これま

で１０６名もが、鳥島に上陸した。たくさんの人や企業に協力をいただいて、ここまでくることができ

た。これからも、よろしくお願いしたい。聟島において、鳥島の初寝崎での風景が見られた時、このス

トーリーが終わる時である。 

 

 以上、講演を伺った後には、質疑応答の時間も設定しました。アホウドリのより詳しい生態や習性、

生息域に関すること、かつて捕獲していた時の羽毛や肉の流通に関すること、燕崎の地名の由来、温暖

化の影響があるかどうか、アメリカが多大な資金援助をする理由は何か等、質問は多岐にわたりました。 

 アメリカが資金を出す理由ですが、アメリカでは２０００年にアホウドリを絶滅危惧種に指定し、夏

期にベーリング海に生息するアホウドリを規定数以上、混獲する（魚と一緒に誤って漁獲する）と、操

業が停止になる厳しい規制ができたとのこと。そこで、指定から外れるようにアホウドリそのものの個

体数を増やすことが解決につながるとのことで、アメリカから資金が日本に流れてきたとのこと。 

 それぞれ、大変、興味深い内容で、話は尽きませんでしたが、終了時刻の１８時になり、閉会となり

ました。当日の天気は大雨の予報で、楽しみにしていた講師の佐藤氏を囲んでの二次会は残念ながら中

止に…。佐藤氏は八王子市の隣、藤野町在住で、地元で観察会も主催されていますので、地元の鳥の話

も含め、是非、講演会の第二弾をお願いしたいものです。 

                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

○アホウドリ Short-tailed albatross 

  全長約 1ｍ、翼開長約 2ｍ40 ㎝。現在確認されている繁殖地は地球上で日本の鳥島と尖閣列島の２カ所のみ。国の特別

天然記念物及び絶滅危惧種に指定されている。現在の生息数は 2000 羽程度。かつては小笠原諸島、大東諸島、台湾など

でも、繁殖していた記録がある。繁殖を開始するのは平均で 7 歳から。卵は１個、一生同じ相手と繁殖する生涯一夫一妻。

産卵期は 10 月下旬から 11 月中旬。約 5 ヶ月で巣立つ。 
 

○アホウドリの復活へむけての取り組みについては以下の書籍やホームページも参考になると思います。  

 「われら地球家族 鳥と人間」 山階鳥類研究所 編 NHK出版 2006 年 

 「アホウドリ復活への展望」 財団法人山階鳥類研究所ホームページ  

     http://www.yamashina.or.jp/albatross/ahou_mokuji.html 

（ 2008.8 文責 古山隆 ） 



 14 

オオルリ他夏鳥調査の調査地紹介 

 １９ヶ所の調査地がありますが、その中で特に参加者が多い２ヶ所の調査地を紹介します。 

 

松竹周辺（板当・滝ノ沢林道、八王子城跡北）の紹介       丸山二三夫 

１． 調査地とコース 

＜松竹周辺＞： 陣馬街道の「松竹」バス停と「佐戸」バス停を結んだ線の南側に位置する「板当

国有林」と「滝ノ沢国有林」内にある「板当林道」と「滝ノ沢林道」沿いが主な調査地となります。 

 

  ＜コース＞： 陣馬街道「川原宿」バス停をスタートし、陣馬街道ならびに平行する北浅川沿いに

板当林道入り口まで歩き、ここから本来の調査域に入ります。 板当林道はある程度整備されてい

るが、各種樹木の密度が高く、空を見上げる空間が少ないといえます。林道の左手に板当沢が流れ、

奥へすすむと日野自動車グリーンファンドの広場があります。この周辺が毎年期待の高い「ホイホ

イホイ」の出現するエリアです。とはいっても声はすれどものケースが多いのも事実です。 

   ここからさらに進むと、このコース最大の難所「滝ノ沢林道」への急登となります。  20 分か

ら 25 分程度の登りですが、道は「ケモノ道」のようなもので、歩きなれない人はここでかなりヘタ

リます。 その分滝ノ沢林道に入ると平坦な道になり、オオルリ、クロツグミ、キビタキ、ウグイ

スなどの声を聞きながら、あるいは木苺をつまみながらの楽しいコースとなります。林道の途中に

やや広めのスペースがあり、毎回ここで昼食（11 時 30 分前後）となります。 食事中にタカが出

現したり、キジかヤマドリかわかりませんが重々しいホロ打ちを聞いたりしたこともあります。 

   昼食の後は、松竹に向かってだらだらと下っていくコースになりますが、意外に距離もあり疲労

感が増してくる時間帯です。 最後は松竹バス停近くの神社で鳥合わせをやって解散（14 時前後）

となります。 

 

２．調査の経緯と推移 

   今井さんから北浅川（陵北大橋～大沢橋）の定期カウントを引き継いだ 2002 年からが私の担当

となりました。毎年 4 月末から 6 月にかけ 2 回実施していますが、6 月にはいると雑草が生い茂り

歩きにくくなるため、最近は 2 回目の調査を 5 月中に終えるようにしています。  

  参加者は定期カウントの参加者が中心で、少ないときは 2～3名、多いときは 10 名前後となります。

また、このコースに興味をお持ちの方も時々参加をいただいております。  

   定期カウントも夏鳥調査もすばらしいコースを引き継がせていただいた今井さんに大変感謝し

ています。  

   野鳥のほうは、カウント対象のホトトギス、クロツグミ、ヤブサメ、ウグイス、センダイムシク

イ、キビタキ、オオルリ、サンコウチョウなどはほぼ毎年確認されています。 オオルリは 4 月末

から 5 月はじめの第 1 回調査のときに多く確認されます。これは 2 回目の 5 月下旬から 6 月にかけ

て番を形成し抱卵、子育ての時期に入るからとおもわれます。 一方キビタキは 1 回目、2 回目で

大きな差がないように感じます。私が担当して今年で 7 年目の調査となりましたが、この間の劇的

な変化は特にないのではとおもっています。 
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３．トピックスなど 

   調査対象の重点であるオオルリは毎年それなりの数

が確認されており、ときにはかなり至近距離から観察

できることがあります。 とりわけ今年の場合は観察

ルートの林道から 30ｍほどのところでたっぷり観察

が出来、参加者一同おおいに感動したしだいです。 林

道の脇には可憐な花が咲き、女性参加者はついつい遅

れがちになることもしばしばです。 また道のくぼみ

に残った水場にはカエルの卵やオタマジャクシが真っ

黒になるほどいることがあり、水がかれたらどうなる

のか心配なときもあります。 

一方気になるのは、最近あちらこちらで話題になる

カメラマンが少しずつ増えてきていることです。 追い掛け回しすぎて、貴重な野鳥が寄り付かな

くなることが心配です。 ホタルが年々増えてきて、近隣の住民に安らぎを与えてくれるような現

象が野鳥の世界にも広がってくれればとおもいます。 

 

    

元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥）の紹介       若狭 誠 

八王子城跡は「日本１００名城」に選ばれ、駐車場が整備されて行きやすくなりました。 

このコ－スは変化があり見所も多いコースです。管理事務所をスタートして管理事務所に戻るコースで、

地図上では延長 5ｋｍですが、アップダウンが多いこともあり調査時間は約６時間です。 

まず、曳橋、御主殿跡、御主殿の滝を経由し城山川源流までの沢沿いコースは夏鳥調査の主要部分。 

ここから北高尾山稜に出て最高地点の富士見台（富士山眺望が良い）まで行き、大天主、八王子神社を

経由する山のコースはやや健脚コースです。夏鳥は多くありませんが猛禽類などが期待できます。 

（コースの詳細は、会報３７号の 13 ページをごらんください） 

 

夏鳥調査は 1992 年から実施、1992 年から関根伸一さん、1995 年から粕谷和夫さん、1998 年から鈴木

章七さんが担当し、2002 年からは若狭が担当しています。調査日には会員が 5～9人参加しています。 

 

１．調査の方法 

 2003 年から主に 3 回の調査を行っています。このほか適宜に下見をしています。 

（１） 1 回目：4 月下旬（オオルリ、キビタキ飛来直後） 

 この時期に実施するのは、密猟される前になるべく早く実施しようとの趣旨です。 

楽しみは、飛来直後のオオルリ、キビタキの珍しい行動を、たびたびまじかで見られることです。 

オオルリ♂の争い、オオルリ♂の後を追う♀、大きな幼虫を振り回すオオルリ♂、地面近くで小下

沢側と城山川側を行き来するキビタキの行動などです。 

 

（２） 2 回目：5 月上旬 

（オオルリ、キビタキの縄張りが固まった時期） 

 

2008.6.1 第 2 回目の調査の昼食時に現れた
ノスリ。このときは 3 羽が同時に出現。 
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（３） 3 回目：5 月中旬（遅れてくる夏鳥飛来後の時期） 

・・・・・沢沿いコースのみ実施 

 ホトトギス、サンコウチョウを含めた夏鳥を調査します。 

楽しみはチョウ。ここは、チョウが多い場所で 5 月中旬

から下旬にかけては、たくさんのウスバシロチョウのほ

かアサギマダラ、各種アゲハチョウ、アオバセセリなど

のチョウを観察できます。 

 

２．夏鳥の変化 

   種別で数羽レベルの推移（最高は 2006 年のキビタキ 9

羽）の中では多い少ないはいえないが、変化と見られる

ものは、クロツグミが居なくなった時期（2003、2004 年）

があったことと、2002 年からはサンコウチョウが観察さ

れていることです。 

 

３．問題点など 

（１） 近くにあった造形大学の移転（1993 年）後の一時期、

密猟が盛んに行われていたようです。最近まで毎年密猟

者が入っているという話しもあります。 

また、1999～2007 年の八王子城跡トンネル工事の影響な

のか、城山川の水量が減りました。 

これらの要素が羽数に影響した可能性があります。 

（２） 2007 年から駐車場が整備され野鳥カメラマンが多く

訪れるようになりました。 

撮影のためのさまざまな手法などが野鳥の生態に影響を

与える可能性が考えられます。 

（３） オオルリの飛来直後の大幅な減少が見られます。 

（2007 年は 4 月 27 日の 5 羽が 5 月 5 日には 2 羽に、 

2008 年は 4 月 29 日の 5 羽が 5 月 7 日には 2 羽に減少）

さえずりの盛んなこの時期の減少は、何らかの人為的な

ことが原因かもしれません。 

（４）八王子城跡は手軽に訪れることが出来る自然の宝庫で

す。 

野鳥のほか、チョウや昆虫が豊富でホンドリスや猿など

も見かけます。 

これからも自然に負荷をかけず、自然に親しみ見守って行きたい。 

 

 

 
オオルリ♂を追い払うオオルリ♂ 

 

キビタキ 

 

サンコウチョウ 

 

ウスバシロチョウ 
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八ヶ岳キャンプ探鳥会 

                                  門口 裕子 

カワセミ会の八ヶ岳キャンプ探鳥会に参加しました。霞ヶ浦以来約 10 年ぶりのテント生活は、好天

に恵まれ、楽しく心に残る探鳥会でした。 

「八ヶ岳中央農業実践大学校」のキャンプ場は、広々とした農場やカラマツ、アカマツの林の中にあ

り、水道やトイレなどの設備が整い、参加者 7 名で独占するのはもったいなかったです。 

テントでの生活は、夜明けとともに起き、キャンプ場周辺での早朝探鳥、朝食後は車で近くの探鳥地へ

出かけ、いつもなら暗くなるまで探鳥となるのですが、今回は早めに切り上げ、近くのスーパーで食材

を調達しました。１日目は陶板焼き、２日目は鍋料理と小学生の調理実習のようにワイワイガヤガヤ、

みんなで協力して作りました。ランタンやろうそくの明かりの下で、今日見た鳥や花について語り合い

ながら食べた夕食の美味しかったこと。また探鳥の折、会長が道端で摘んでくれたウドやミツバの野生

の香りが新鮮で、飲めないビールも美味しく頂きました。夜は昼間のさわやかさとは一転し、寒さに震

えながら眠りました。朝はカッコウ、キビタキなどの鳴き声で目覚めです。 

テントでの２日間は楽しく青春時代に戻ったようで忘れられない思い出となりました。と同時に便利

さに慣れた普段の生活を見直す機会にもなりました。蛇口をひねれば水や温水、暗ければスイッチ一つ

で明るい照明、退屈すればテレビ、新聞など日常の便利な生活とは違い、ここでは水は冷たく、トイレ

は星を見ながら数分先、明かりはランタンと懐中電灯、6 月とはいえ日が暮れると冷え込み持参した衣

類を全部着込む・・・不便ではあるが、何か大きなものに包まれ、ゆったりとした気分になれる不思議

な力をもったキャンプ生活でした。 

一方探鳥は、１日目の清里「美しの森」ではアオジ、カッコウ、ウソ、ヒガラなど確認。ヤマキマダ

ラヒカゲ、アサギマダラ、ミヤマセセリなどの蝶も見られ、草花ではヤマツツジ、レンゲツツジ、サラ

サドウダン、ズミ、クリンソウが咲き誇っていました。早朝探鳥ではコムクドリ、アカハラ、オオルリ、

エナガ、メジロ、ゴジュウカラ、オオヨシキリ、キクイタダキにアオジなどが加わり高原の野鳥を堪能

しました。草花は最盛期のベニバナイチヤクソウの

群生、スズランが心に残っています。2 日目の麦草

峠、白駒池ではコヨウラクツツジ、ミツバオウレン、

セリバオウレン、コイワカガミなどが咲き、野鳥で

はコマドリ、ルリビタキ、ミソサザイの美声が森に

響き渡るのですが姿を見せてはくれません。森の鳥

を見るのは難しいですね。3 日目は、八ヶ岳登山口

の一つ美濃戸口周辺で探鳥（蝶）しました。コルリ、

オオルリが間近で囀るのですがやはり姿は見られま

せん。道端で子育て中のコゲラの巣穴を見つけ、巣

穴から顔を出す雛をしばらく観察しました。 

3 日間で確認した野鳥 49 種、蝶 7 種、草花 34 種、中でも托卵相手を探し回るカッコウ、登山道を飛

び交うヤマキマダラヒカゲ（蝶）やたくさんの花が見られ感激しました。 

また、八ヶ岳中央農業実践大学校の職員の方から現在の農家の若者や後継者の育成に係わる話を聞け

たこと、機械化された養鶏場の中を見学できたことはよかったです。 

ありがとうございました。                                

 
ベニバナイチヤクソウ 
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九州探鳥会のベスト９ 

九州探鳥会（1月 25日～27日）参加者によるベスト９の写真を探鳥地順に掲載しました。 

探鳥会の詳細は、Ｐ３６「探鳥の記録」をご覧ください。 

 

● 今津（福岡市）  

① ヘラサギ ②クロツラヘラサギ（右）（撮影：福本順吉） 

 

（番外）ダイゼン（撮影：大川征治） 

  

  

●和白（福岡市）             ●佐賀森林公園 

 ③ツクシガモ（撮影：久保山嘉男）        ④カササギ（撮影：久保山嘉男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 大授搦
だいじゅがらみ

（佐賀県：有明海）    

⑤ハマシギの群舞 

（撮影：福本順吉） 

  

 

 

 

三番瀬、谷津干潟で見慣れた群

舞も、この数に圧倒される。 

       丸山二三夫 
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● 球磨川
く ま が わ

河口（熊本県） 

⑥ズグロカモメ（撮影：丸山二三夫） 

ゆったりと川面を舞う姿にうっとり。 

  （番外）ミサゴ（左） （撮影：大川征治） 

 

● 出水
い ず み

（鹿児島県） 

⑦ツル４種 左からマナヅル、ナベヅル、カナダヅル、クロヅル若鳥（撮影：久保山嘉男、若狭 誠） 

 

●川内
せ ん だ い

（鹿児島県） 

⑧カラフトワシ（撮影：丸山二三夫）       ⑨ツリスガラ（撮影：大川征治）  

 17 年も続けて渡ってきていること、翼の広さ、

ともに驚き。 
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「野鳥の密猟防止を求める要望」の成果 

 

八王子・日野カワセミ会２００７年総会決議に基づき「野鳥の密猟防止策を求める要望書」を２００

７年１０月 26 日関係機関に提出しました。その結果、次のような成果がありましたので報告します。 

 

１．密猟防止を告知する看板の設置 

   東京都に対して、林道入口などに告知看板を設置することを要望したところ、年度途中で予算化

していないため、入札差金などの執行残金を集め２０個（内浅川流域では８個）を作成し設置して

頂きました。 

八王子市内では、３月１３日に５箇所の林道等の入口付近に設置しました。設置作業には、東京

都多摩環境事務所の職員、鳥獣保護員と一緒にカワセミ会会員 12 名も手弁当で参加しました。現場

は林道脇のため岩石地で堅く、ツリハシなどを使い交代で穴を掘り支柱を立てる等一日がかりの作

業となりました。 

 

・カワセミ会が協力して設置した場所 

①八王子城跡 ②駒木野林道 ③盆堀林道 ④醍醐林道 ⑤鞍骨沢林道 

なお、他に都が単独で設置する八王子・日野市内の場所は長沼公園、七生鳥獣保護区（２本）

の２カ所です。 

・カワセミ会参加協力者（敬称省略） 

大川征治、粕谷和夫、門口裕子、川上恚、菊地昇、中村経男、中村后子、長谷川篤、 

丸山二三夫、若狭誠、渡辺敬明、門口一雄（12 名） 

 

２．「密猟防止及び野鳥を飼うことはやめよう」の市民への PR を行うこと 

   東京都、八王子市に対して、市民向けの PR を行うよう要望したところ、２００８年４月１５日

八王子市広報、同 5 月 1 日東京都広報で愛鳥週間のお知らせと野鳥を捕ること飼うことは法律で禁

じられている旨の記事が掲載されました。特に、東京都広報では 2 面上段の 3 分の 2のスペースを

使い野鳥保護に関する記事が掲載されました。 

 

３．カワセミ会の取り組み 

私達の野鳥保護に対する思いを関係機関は一応受け止め形にしてくれました。このことをさらに

前進、定着させるために今後も注目して行きたいと思います。 

また、私達自身も何か行動をと思い、5月 18日早朝に「密猟防止パトロール探鳥会」を実施し、 

12名の会員が参加しました。さらに、6月 7日の八王子環境フェスタでは密猟関係のポスターで「野

の鳥は野に」と PRしました。 

（報告、担当者；門口一雄） 
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「2008・環境フェスティバル」参加結果報告 

                                        川上  恚  

第 10回八王子環境フェスティバルは昨年に続き JR八王子駅北口、西放射線ユーロード等で「はちお

うじの環境を見る・聞く・考える」 をテーマに、6月 7日（土）好天に恵まれ、多くの会員の協力のも

と盛況に開催された。（実行委員会本部推定来場者数 約 45,000人、 昨年は 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、今回も駅北口西放射線

ユーロード駅寄りのテントに出展、オオルリの棲む緑を守ろう、野鳥の密猟防止、 浅川流域で見られる

野鳥の紹介、観察資料、野鳥写真の掲示のほかカワセミ会オリジナル紙芝居（カワセミさんとオオルリ

君）の上演、由井第三小学校児童の野鳥の絵展示、鳥の紙帽子作り、バードガイド活用、野鳥なんでも

相談等を行った。 

また、月例探鳥会もフェスティバルに合わせ鶴巻橋～大和田橋に設定し、探鳥会終了後はフェスティバ

ルに参加された。 

とくに今回も鳥の紙帽子作りを門口裕子、門倉美登利、廣川潔氏の指導でオープン時から閉会まで親

子連れに大人気だった。また由井第三小学校児童の野鳥の絵画 67枚を展示し大変好評だった。 

恒例になった当会オリジナル紙芝居「カワセミさんとオオルリ君」を昨年に続き大和田小学校 6年生 

の安藤千里さん、渡部桃さんに上演してもらった、今年は拡声器を利用し大きな拍手を受けた。 

また今回も「浅川の野鳥基本 54種」「カワセミ会報バックナンバー」「CD」及びオリジナル「野鳥観 

察ポイント集」等を希望者に販売を行った結果、8,643円の売り上げがあり、カワセミ会運営費へ充当 

した。 

昨年のスタッフ不足を反省し今年は更に増員をお願いした結果、阿江紀彦、今井達郎、粕谷和夫、門 

口一雄、門口裕子、門倉美登利、佐藤哲郎、長谷川篤、廣川潔、山崎悠一、渡辺敬明、大川征治、川 

上恚の 12名協力で、来訪者の応対、鳥の紙帽子作り、設営・撤収等お陰さまで順調に出来た。 

                      

当日は、蒸し暑い中、早朝から事前準備・設営・後片ずけ等大勢の会員のご協力が得られたことを実

行委員として感謝するとともに、来年は鳥の紙帽子作り要員の倍増を含めご検討をお願いします。 

また早くから鳥の絵作成にご協力をお願いした由井第三小学校の福田晴男校長先生をはじめ、担当先生、

ご参加児童の皆さん、及び大和田小学校のお二人に紙上を借りて心からお礼を申し上げます。   

皆様有難うございました。 

 

  大和田小学校児童による紙芝居上演 

 

由井第三小学校児童の絵 
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野鳥写真集「四季の風の中で」- 北浅川の鳥たち- 
                     撮影余話 

                                須佐美  康治 

はじめに 

 八王子に生まれ育った者にとって浅川は故郷（ふるさと）の川です。水泳、魚釣り、魚突き、そして

カエルやトカゲを捕まえたり、ヒバリのおり立った場所から巣を探したり、放課後はもっぱら河原で過

ごしたものでした。 一方、いつも家にあった古いアサヒカメラを見て写真撮影に興味を持ち、中学の

頃から何でも撮してみたものでした。父親の古い老眼鏡のレンズを外してカメラに取り付け、魚や花な

どクローズアップの写真を撮ってみたりしたこともありました。 

 鳥の撮影を思い立ったのはずっと後年になってからでした。

スキーや雪山の写真を一時期ずい分撮り、自分の方向はこれ

だと思いましたが、仕事を休んで常に遠出も叶わず、近くの

野山で自然を相手に撮影を続けるようになりました。 年数

が経つにつれ、撮影のむずかしそうな鳥たちの、しかも表情

がハッキリ解るような写真を撮ってみたいと思うようになり

ました。 特に子供の頃川遊びの最中、チーッ！と啼いて飛

び去る青い鳥がカワセミだったと解り、興味の中心になりま

した。 しかし鳥たちに近づいて鳥の仕草や表情まで写真に

撮ることは非常に難しいことで、撮影用テントに入って中に

カメラを据えて撮る事になり今日に至りました。 

鳥たちは人の気配がなければ安心して行動し、思いがけない仕草を見せてくれます。鳥たちの写真が

撮れるようになると、もっと表情の良いもの、より動きを感じさせるものなど欲が出て来て随分フィル

ムを無駄にしたものです。 

 

鳥を取り巻く環境 

 さて、厳しい自然の中で生き抜く鳥たちの生活は採餌、繁殖、縄張り争い、天敵への警戒など一年を

通じ彼等にとって安息の時間は見あた

りません。さらに自然や人間のもたら

す環境変化に彼等は対処することも出

来ません。また、大雨による増水、堤

防決壊など、鳥たちのすむ自然の環境

変化は非常に厳しいものだと気がつき

ました。 

そして鳥や小動物が必死に生き抜いて

ゆく姿に感動を覚えるようになりまし

た。  

建設現場のヤマセミ 
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 河原の周囲の美しい木立が一夜にして切り倒され建築資材置き場に変わったり、宅地になったりした

こともありました。 長期間にわたる大規模道路建設などは環境にどんな影響を与えるのでしょうか。 

 

未知との遭遇 

 自然災害に遭うのは鳥ばかりではありません。 明日の撮影を控え、前日、現場に撮影テントをセッ

トし、高価な三脚や椅子を運び込んで置いて帰宅しました。しかし翌朝現場に行ってみたら前夜の局地

的な集中豪雨で濁流が荒れ狂い、狐につままれた思いでした。テントや三脚、椅子は影も形もありませ

ん。無論天気予報には神経質なほど注意してはいたのですがこの始末。数日後、現場のやや下流に三脚

の足一本が川の瀬から出ているのを発見し、これだけは塗装がハゲチョロになりましたが被害を免れま

した。 

 冬から早春にかけての降雪は鳥の撮

影には絶好のチャンスです。やはり前

の日からテントを設営し、車のタイヤ

にチェーンを巻き、翌、早朝出かけま

した。思いがけない大雪で景色は一変

して美しく、鳥も案外良く行動し、い

ささか夢中で撮影を続けました。しか

し、いざ引き上げとなり、車に厚く降

り積もった重い雪をやっと取り除き、

走り出そうとしましたが上手く走れず、

チェーンも切れて脱出できず、ついに

車は放置して街道まで歩かされ、寒さに震えながら漸くバスに載るという情けない想いをしたことがあ

りました。 

 

テントの中で  

 真冬は酷く気温が下がり私のフィールド・ノートには-11.5゜C（下恩方・1990 年 1 月 28 日）の記録

があります。流れのない浅瀬はかなり厚く凍ります。こんな日は早朝川の流れをわたり、河原にあがる

と直ぐに長靴の底のフェルトにこぶし大の石が瞬間接着材で付けたように凍り付き歩けなくなります。

テントに入っても足の指は冷たく、感覚が麻痺するほどです。 

  

 夏は日差しを受けたテントの中では暑さは勿論、ひどい湿度でサウナと全く同じ、大汗をかいてカメ

ラ・ボディーやフイルム交換時は顔からしたたる汗でカメラ器材やフィルムを庇わなければなりません。

しかし引き上げて帰宅した後は、体中の老廃物が全部排出したかと思われるような何ともいえない爽快

感を味わいます。  

 

以前には、テントのはるか前方の堰を渡るカワセミ会の方々と、望遠レンズやフィールドスコープを通
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してお互いに確認し、手を振りあって挨拶を交わしたことが何回かありました。 

 

 暑くても寒くても鳥が飛来して夢中でシャッターを切る瞬間に辛いことなどすっかり忘れます。 し

かし、ヤマセミの突然の飛来などでは驚いて、そのヤマセミをファインダーに捉え、フォーカスを合わ

せるのにのにやたらに時間がかかり、もし逃げられたらと思うと指先が普段のように思うように動かな

い事がありました。あせって良いチャンスを逃がしたことも何度もありました。 

 

苦手 

 野鳥撮影で苦労するのが、子供の川遊び、バーベキューの人々、河川敷での農耕作業、釣り人、朝夕

の犬の散歩などなどです。 むろん河原は皆のものですから立ち退いていただくわけにはいきません。

ジッと立ち去るのを待つばかりです。バーベキューの人びとがお出

でになる頃はもう朝も９時半過か 10 時ですから潔くテントをたた

んで引き上げです。 

 

おわりに 

 どんなに鳥たちがしたたかでも、必死に生きようとも鳥たちの生

きる限界は目の前にあります。現実にカワセミやヤマセミの営巣場

所は無くなってきています。局地的ですが、キジが完全に居なくな

った場所もあります。壊れやすい環境を守り、私たちと鳥や昆虫、

動物、植物たちと共存を計ることこそが人間の叡智だといつも考え

ます。 

 

紹介  野鳥写真集「四季の風の中で」- 北浅川 の鳥たち- 

須佐美さんが 1993 年の「緑と風の中で」に続いて、今般「四季の風の中で（北浅川の鳥たち）」を出

版されました（大判、93 頁カラー写真集、遊人工房）。一口で言ってカワセミの生き生きした姿や躍動

感が遺憾なく発揮されている写真集で 93 頁のうち、59 頁までが北浅川の四季を通じたカワセミの姿で

埋め尽くされています。次にヤマセミの貴重な生態写真 8 頁あります。淺川ではまぼろしの鳥となって

しまったヤマセミの姿が動的に捉えられています。後半にはササ

ゴイ、クイナ、ゴイサギ、カワガラス、ダイサギ、セグロセキレ

イ、カルガモ、コサギ、キジバト、オナガ、キセキレイ、アカゲ

ラ、シジュウカラ、シメ、モズ、オオヨシキリ、スズメ、ホオジ

ロ、ガビチョウ、ジョウビタキ、ハシボソガラス、ツバメ、キジ

がラインアップされています。このような野鳥たちが今後いつま

でも浅川で息づいて欲しいという須佐美さんのメッセージがす

べての頁から読み取れます。（粕谷和夫） 
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安曇野だより №２5 
大関 豊   

１． 頑ん張ったシジュウカラ 

我が家では、ず～っとシジュウカラの巣箱は庭のモミの木に掛けていました。ところがモミの木が枯

れてしまい倒れてしまったために昨年は場所替えを余儀なくされました。ついでに巣箱も新しく作成し

ましたが、さて、問題は、次のその候補場所です。 

手ごろな木は、何本かあります。良さそうなのは裏のサワラかヒノキなのですが、家からは見えませ

ん。出来れば、窓から観察できるところがいいな～・・と勝手な言い分で、南の柿の木かハナミズキも

考えましたが、葉が繁るのでねぇ～、「巣箱を掛ける場所は前が開けていること」の条件を満たしません。

で、結局、窓からもよ～くみえる軒下に付けました。雨もかからないので（ま、いいかも～）と様子を

みることといたしました。 

昨春、さっそくにシジュウカラはやって来て巣箱の品定めをしています。気にいってもらえるといい

なぁ～、と窓から観察いたしておりました。そして巣材を運びこむシジュウカラを見て気にいってもら

えたようですね、良かった良かった、と安心しておりました。その後もせっせと巣材を運び込むシジュ

ウカラに順調に推移しているかにみえました。 

ところが、ある日、スズメが巣箱の上にいることに気づきました。ときどき巣穴を覗いたりしてちょ

っかいを出したりもしていました。我が家はスズメのお宿です。以前にも書きましたが我が家ではスズ

メは少なくとも１０くらいは営巣しています。（大丈夫かなぁ～）と少し心配になりましたが、巣材は運

んでいますし、巣穴も小さめ（２７ミリ）にしてありますので、しばらくは様子をみることといたしま

した。 

そして、それからしばらく経ったある日、巣箱にスズメが巣材を運び込む姿を目撃したので中を見て

みましたら内部にはコケの上にわらがいっぱいでした。どうやら巣箱はスズメにのっとられシジュウカ

ラは追い出されてしまったようでありました。残念！、ですが、ま、しかたがありませんね。同様にこ

の年に裏の軒下に取り付けたおいた巣箱（これはコムクドリ用に巣穴をちょっと大きめにした）を見て

みましたら、やはり、スズメが営巣していました。両者の巣箱の共通点は家の壁、もしかすると、壁に

付けた巣箱は家の一部、すなわちスズメたちは我が領分と思っているのかも？しれません。 

ということで昨年の状況を踏まえて、さて、今年は、どこに

掛けるか？、と思案し決めかねているうちに３月になってしま

い、えいや！っでベランダの柱に取り付けました。窓から近い

しどうかな～？とも思いましたが、シジュウカラは今年もやっ

て来て巣箱を覗いておりました。気づかずにベランダに出てし

まいシジュウカラを驚かすこともありました。ですが、シジュ

ウカラは巣材も運びこんで順調に推移していきました。 

ところが、またまた、スズメが巣箱に寄ってきてはちょっか

いをだします。ですが、今年のシジュウカラは、ふんばってが

んばって巣を守ります。やがてヒナの声が聞こえ、親鳥はせっ

せと餌を運びます。ヒナの声もだんだん大きくなってゆき、そ

して、７月の１１日の朝、ヒナは無事巣立っていきました。 

めでたし、めでたし・・。 

                （２００８年８月記） 
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上川口小に転勤して 

      森 久美    

４月初め、校門前の満開の桜にメジロやヒヨドリ、シジュウカラがいつもいっぱいいて、ウグイスの

声は裏山から絶えず聞こえ、校庭にはセキレイが交代で舞い降り、ウスバシロチョウも校地内を飛んで

いました。5 月にはツバメが行ったり来たりするようになりました。ホオジロもよく見ます。アオサギ

が校庭を横切ったのも見ました。裏山でのガビチョウの元気な声が多くなったようです。玄関前の古い

ツバメの巣にツバメが訪問していたことがありましたが、営巣するまでにはいたりませんでした。児童

数が少なくて玄関がちょっと寂しいからでしょうか…。 

校舎の前を野鳥や蝶がいつも往来して、休み時間の虫取り網を持って走り回る子どもたちが窓から見

えるのです。最高です。また、長年野鳥観察を重ねてきたこどもたちとあって、私より鳥の名前も特長

も知っていて、教えてもらっている毎日でもあります。(^_^;)

また、虫類や自然の多くの生き物がどの子も身近で、かわ

いいと思っています。1 年生の女の子達が蛾のオオミズア

オを休み時間につかまえてきて、しばらくペットとしてか

わいいかわいいと飼い、死んだらみんなでお墓を作ってう

めていました。また、子どもたちは、登下校中などにみつ

けたたくさんの生き物や、植物を職員室に持ってきます。

副校長の森田先生に見せるためです。森田先生は、子ども

たち一人一人そういうものを持ってきたことをまずほめ、

最後に「持ってきてくれてありがとね！」という言葉かけ

をされます。ですからこどもたちは毎日毎日いろいろなも

のを届けます。そしてこんなおもしろいものなのだと教えたり、写真で記録したり、わからなければ一

緒に図鑑を調べたり、子どもにもできそうなことは自分で調べさせたりします。すごく森田先生がほし

いものだと、お願いしてもらったりもします。(*^_^*)その森田先生とこどもたちのやりとりがとても楽

しい職員室です。 

 今年、私は 5 年生の担任なので、学校西側の谷戸の休耕田を地域の人からお借りしていてそこで米作

りをしています。４月はヤマアカガエルの卵、オタマジャクシがいました。奥の谷戸で、イモリをつか

まえました。田んぼでカエルがよく鳴いています。田の生き物もとても楽しいです。 

6 月中旬には、裏山でホトトギスの声が聞こえるようになりました。また、４階家庭科室の外の軒に

ツバメが子育てをしていることに気づきました。家庭科の先生は毎日その巣をながめ、「どうして親ツバ

メは雛４羽に平等に

餌をあげないのかし

ら」と憤慨されてい

ました。７月４日、

雛は全員巣立ちまし

た。保健の先生は学

校内で鳥に１番詳し

く、日光でも６年生

に野鳥の指導をされ

５月 田植え クラス４人でがんばりました。 ↓ 完成です！ 

 

４月 西の谷戸で自然観察 
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ていました。６年と５年の若い先生は虫取り網と三角ケースを買って、子

どもたちと一緒に蝶を追いかけています。田んぼでは、イトトンボが多く

見られ、カラスアゲハ、アサギマダラも見られました。７月には、ニイニ

イゼミ、ヒグラシが鳴き始め、裏庭でオオムラサキを用務員さんが素手で

捕まえて、子ども達に尊敬のまなざしで見られていました。この用務員さ

んは東の谷戸の大きな竹を一人で何十本も切り倒してくれました。田のト

ンボは、シオカラに代わりました。 

学校を出ても、どこでもすぐ、自然観察でき、生き物にふれることがで

き、それを育んでいる里山・谷戸を見ることができます。これが、東京都？

八王子市？と感激します。秋川街道の奥で、開発からぽっかり免れ、自然

環境がそのまま残ることができた穴場という感じです。ど

うか荒れているところは、地域で整備しつつこのままの豊

かな自然を残してあげたいと思う毎日でもあります。また、

上川小の自然豊かな教育環境を支えている大きな要因の１

つに地域の方の力があります。上川小の裏山は、地主さん

から許可を得、学校で活用してよいことになったそうです。

ただの荒れ放題の山だったそうですが、PTA や町会の方が

定期的に整備しくれています。木や竹を伐採し、竹で沼地

に道を作り、朽ち果てた橋をかけ直し畦を整え、今学期裏

山は「上川探検ランド」と呼ばれる上川小専用の自然公園

と生まれ変わりました。１学期末には、全校裏山ワクワク

ウォークラリー大会が開かれ、子どもたちは縦割り班で

葉っぱクイズや野鳥の声さがし、木の切りたおし体験等

をすることができました。また、５年生が毎年行ってい

る米作りも地域の方が継続して指導してくださっていて、

水の管理や草取りの補助を陰でやってくださっています

し、野鳥観察会にカワセミの会の方がいつも何人もきて

くださいます。（こういう地域の協力をお願いしたり、交

渉したりするのは校長先生のお力です。） 

今までの学校でも、子ども達に自然に身近に触れさせ、

その体験から自然を好きになり理解し、そして自然を大

切にする気持ちにつなげていきたいと様々な学習に取り

組んできましたが、それぞれの学校の自然環境、児童数、地域とのかかわりあい等々で、理想的にいつ

でも行えるものではありませんでした。が、この上川小では、人的にも自然にも環境に恵まれ、豊かで

楽しい勉強をこどもたちとできるので、私はとても幸せに毎日仕事をすることができています。 

夏休みに入りましたが、子供会のキャンプの横で夜間採集をしたり、虫取り好きの子ども達と先生で、

今熊山に行ったり、昆虫博士を呼んで裏山の生き物調べをしたり、川口川の生き物調べをしたり…。 最

高の研修中です！！＼(^o^)／   

 

田んぼの奥の西の谷戸 

 

 

７月 裏山ワクワクウォークラリー 
での木を切る体験 

 

 

４階のツバメの雛 
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カワセミ会 ジュニアクラブ 発足   

ジュニアクラブ事務局 門倉 美登利 

 4月 26日(土)に第 1回 カワセミ会ジュニアクラブが発足しましたので、概要を報告します。 

１． 目的と 活動内容 

 子供達を中心に、野鳥観察を通じて身近な環境を見つめ、自然を愛護する心を育み、生き物に関心を

高めることを 目的に 次のようなことを行う。 

① 野鳥と野鳥がすんでいる 環境を観察する。 

② 野鳥と野鳥がすんでいる 環境をよくするためのことを学ぶ。 

③ 野鳥と野鳥がすんでいる環境を よくするためにできることを行う。 

④ 観察したこと、学んだことを まとめて発表する。 

⑤ その他に、①から④までの目的を 達成するために必要と認められることを行う。 

２． 事務局・活動拠点 

  エコ広場(環境学習室)を活動の拠点とする。エコ広場は、活動場所の提供や、双眼鏡貸し出し等を

行う。会は、会員の自主的運営を基本とし、 現在、会計 2名を、保護者が担当している。 

 八王子・日野カワセミ会は、有志会員が自主的に、サポーターとして、ボランティアで参加し、会の

活動を支援している。 ７月末現在 事務局を粕谷会長と門倉、傷害保険等の庶務を野口が担当して

いる。 観察会の指導・支援は、7月までに、粕谷和夫会長、長谷川篤、川上慧、野口佐和子、門倉

美登利が、支援してきた。 会員の皆さん、観察会には、是非支援に来てください。 

３． 活動計画と、活動内容 

  毎月第 4土曜日を活動日とし、（学校行事等が複数校ある時は、相談）朝 8 時に、エコ広場に集合

する。浅川の堤防右岸に出て、下流長沼橋まで行き、同橋を渡り、沼前で休憩。 帰りは、左岸を新

浅川橋まで行って、一回りして、１０時半頃までに、エコ広場に戻ってくる。環境学習室では、ジュ

ニアクラブ本田会長を中心に、鳥あわせや、ベスト 3の鳥を決める。その後、前の月の観察会のまと

めの発表をする。 児童は毎月、画用紙に、その月の野鳥観察会で、見た鳥のまとめと、感想、鳥の

絵などを書いて持参。毎月発表する幼稚園生と大和田小 2 年の姉弟や、3 年、会長本田君(中 3)等の

発表があり、毎月、発表する内容が、良くなり、今後が楽しみです。次号で紹介。 

 市の環境フェステバルでも、 【オオルリ君とカワセミさん】の 紙芝居を好演しています。 

４．会員と会費 

  会員は八王子市内に在住する小・中学生とその保護者とする。会員の募集は八王子市の広報その他

の方法で毎年行う。会費は 1 家族当たり年会費 1000 円とし、傷害保険掛け金、通信費等に充当す

る。現在 7家族 20人の小・中・学生と、その親が活動している。 会員募集中です！ 

５．こどもエコクラブ 

  【こどもエコクラブ】とは、子供が誰でも参加できる環境活動クラブで、環境省が応援し、八王子

市環境政策課登録窓口で、2 人以上の仲間(メンバー)と、活動を支える 1 人以上の大人(サポーター)

がいれば登録でき、全国の登録団体と交流することができる。 カワセミ会ジュニアクラブも、30

名で、こどもエコクラブに登録した。 今後環境問題等にも、取り組んでいきたい。  

 

 カワセミ会の皆さん、未来のカワセミ会を担う 子供たちをぜひ育てましょう！ 
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「多摩のあゆみ」が「数え上げた浅川流域の野鳥２」を紹介 

 財団法人たましん文化財団発行の「多摩のあゆみ」（2008 年 5 月 15 日刊、

第 130 号）に、小金井自然観察会清水徹男氏の執筆で、「数え上げた浅川流

域の野鳥２」が紹介されました。同誌の了解を得られましたので、以下に引

用させていただきます。 

 

近年、野鳥観察を趣味とする入がずいぶん増えた。公園や水辺で休日に双眼鏡を胸に野鳥を探し求め

て歩く人に出会うことは珍しくない。そして、観察した野鳥をメモに残している人もよく見かける。あ

る地域で観察された野鳥の記録はいろいろと残されている。たとえば高尾山については戦前に中西悟堂

さんが残された記録がある。これを見れば、おや、あの頃は高尾山にこんな野鳥がいたのか、と興味が

わく。しかし、個体数の記録がないと、それが何羽いたか、までは判らない。他の地域の記録を見ても

個体数まで記載されている資料はあまり見かけない。むかしは個体数まで記録する人は少なかったらし

い。 

これは当時の自然環境のことを考えればある程度納得

がいく。当時は自然が破壊されるなどということは、鉱

毒事件みたいな例外を除けば考えられないことであった

だろうから、来年も、１０年後も、その場所では同じ野

鳥が同様に観察できるはずであると思えば、何がいる、

までの記録で充分であり、個体数まで記録することに考

えが及ばなかったのではないだろうか。またこのような

記録が残されている場所はたいがい有名な野鳥の観察地

で、人々がふだんに生活している身近な地域の記録など

は皆無にひとしい。私が入会した１９６３年当時の日本

野鳥の会東京支部報を見ても、確認個体数が掲載されて

いるのは主に干潟の観察記録だけで、あとは珍鳥の記録

でもなければ個体数の記録はなかった。 

ところが自然環境破壊が目立ち、環境保護の声が高ま

ってきた１９７０年代の半ば頃から個体数を記録に残し

ておくことが望ましいのではないかとの見かたが強まり、

今では全ての定例探鳥会については確認された種に加え

て個体数も記録されるようになっている。いまこのような記録を見なおしてみると、確認種の変動に加

えて個体数の増減が見えてまことに面白い。確認種の記録だけでは見えてこない野鳥の増減が浮かび上

がってくる。２０年前も今でも同様に記録されているある野鳥が、２０年前は毎回１０羽前後記録され

ていたのが最近では２～３羽しか見られないとなれば、減ったなあ、ということが明らかに判る。 

前おきが長くなった。本書は浅川流域におけるこのような記録の集大成である。即ち、浅川流域をさ

らに幾つもの地域に分け、過去２０年にわたり手分けして毎月３０回を越す観察会を実施し、その結果

確認した野鳥の種類と個体数をまとめあげたものである。従って、これは表と図とその説明の羅列であ

り、全体を通してストーリーがあるいわゆる「読み物」ではないから、野鳥にあまり興味をお持ちでは

ない方には面白くないかもしれない。 

しかしこれはまことに貴重な情報の宝庫である。特に私のように珍鳥を求めて遠歩きするよりも身近

 

多摩のあゆみ １３０号 
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のありふれた野鳥を、季節を変え、年を経ながら継続観察することに興味を持つ者にとってはたまらな

く面白く、そして貴重な資料で、あちこちと頁を拾い読みしても飽きることがない。どこで何が増えた

か、減ったか… … 詳しくは、どうぞお読みいただきたい。この書物の価値は身近な環境における野鳥

の棲息状況を、それも永年の間における変化の状況を含めて、キチンと記録に残したというところにあ

る。考えてみればこれは大変な作業である。このような作業は誰にでもできるものではない。この調査

をなしとげたカワセミ会の会員は決して野鳥の専門家ではないと聞く。みんなアマチュアの野鳥愛好家

である。だから野鳥を観察して記録を残すことは手馴れているとしても、高く評価されなくてはならな

いことは、この調査を組織的に継続して行い、正確な確認記録を得、そして、その記録を後世に残した、

ということである。 

これは根気がいるたいへんな作業であるが、想像するに、調査に携わったカワセミ会の皆さんは、貴

重な記録を後世に残そうという使命感を根強くもちながらも、我々は自然保護に寄与するぞ、などと気

負うことなく、おそらく嬉々として野鳥観察を楽しみながら毎回の調査を実施なされたのではないだろ

うか。雨や雪でも降れば、こんな日に我々も物好きだよナ、と自嘲しながらも楽しげに仲間で語らいな

がら調査をなされたのではないかと想像する。私の経験から、そのように和気藹々とした雰囲気でなけ

れば、このような無償の作業を永く継続することは困難である。 

会長の粕谷さんをはじめとする円満、円滑な会の組織と運営がこの成果につながったのだろう。会の

モットーが「先ずカウントして、記録し、公表してデータを次の世代に残そう」であると知って、さも

ありなんと納得した。植物、鳥、昆虫、蜘蛛… … どの分野にでもアマチュアが貢献できるところがあ

る。本書に見られる記録はその最たるものだろう。こつこつと観察記録を積み重ねれば、何も学者では

なくても後世に価値ある資料が残せるということの証しである。調査を実施され、得られた資料をまと

められた皆さんの努力には敬服する。 

なお本書に含まれている２００１～２００３年の八王子市および日野市におけるツバメの営巣記録

も貴重である。同じ地域において何年か経て調査すれば、おそらくその間の増減経過について貴重な資

料が残されるだろう。それにしてもすごい資料が残されたものである。本書は後世の野鳥研究家にとっ

ては得難い資料としておそらく現在以上に高く評価されるだろうし、また行政も自然環境保全施策の立

案、実行に対し、ぜひ参考にして欲しい。 

更にカワセミ会が発展し、今後ともこの調査が継続し、貴重な資料を残されることを期待してやまな

い。 
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コサメビタキ高尾山で繁殖確認 

 

コサメビタキ Muscicapa dauurica は全長 13cm と小型でスズメ目ヒタキ科の野鳥です。体の上面は淡い

灰褐色で胸、腋はちょっとうす汚れた感じのする淡い灰褐色で類似のエゾビタキやサメビタキと区別で

きます。夏鳥として低山帯の落葉広葉樹林で繁殖し、昔は東京でも普通に繁殖していたといわれますが、

最近の繁殖記録はあまり見当たりません。 

カワセミ会の「鳥信」をチェックしてみると、以下のようにいくつかの繁殖情報が記録されています。 

中村啓二が 2003/5/1 に小仏城山～一丁平で独特のさえずりの１羽、同日に紅葉台コース～高尾山で

も独特のさえずりの１羽を観察。 

粕谷和夫は 2003/5/14 に高尾山山頂ビジターセンター西側下で、林の中で餌をくわえたコサメビタキ

と思われる１羽を視認。 

清水盛通、佐伯直寛は 2005/5/1 に八王子市小津町でサワグルミの木に造巣中のコサメビタキを確認

（♂♀で頻繁に巣材を運び込み、5/8 確認したところ巣ごと無くなっていて、カラスの仕業でしょうか

と「？」が付いている）。 

高尾山定期カウント琵琶滝コースチーム（若狭誠、木村晴美、本島てるみ他）は 2006/6/2 に高尾山

５号路頂上から 100mで一家族と思われる 4 羽が枝に止っていたのを確認。 

2008/7/16、大川征治、大川香により高尾山頂上部の良く蝶が飛来する木の近くでコサメビタキ親１

羽と幼鳥２羽を確認し、写真撮影に成功しました。高尾山での繁殖確認です。（取りまとめ：粕谷和夫） 

 

文中の観察者敬称略、掲載の写真は 2008/7/16、大川征治により高尾山頂で撮影されたもの）。 
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2008 年八王子のホタル・カエル速報 

                                   まとめ：粕谷和夫 

毎年 6 月～7 月の夜にホタルとホタルの出る環境で鳴くカエルの調査を続けています｡本年は、粕谷の

他に川上恚、清水盛通、中村后子、中村經男、森久美の各会員から報告を受けました。2008 年にゲンジ

ボタル、ヘイケボタルを観察できたところは以下のとおりで、殆どの場所で同時にアマガエルとカジカ

ガエルの声を聞くことが出来ました。 

醍醐川：小川橋付近（6/24 ゲンジ 2 頭） 

北浅川：尾長橋（6/24 ゲンジ 2 頭）、黒沼田橋（6/24 ゲンジ 10 頭、6/25 ゲンジ 10 頭）、駒木野橋（6/24 ゲンジ 30 頭、

6/25 ゲンジ 10 頭）、板当橋（6/25 ゲンジ 5 頭）、西久保橋（6/24 ゲンジ 15 頭）、深沢橋（6/24 ゲンジ 1 頭、

6/25 ゲンジ 3 頭）、深沢大橋（6/25 ゲンジ 7 頭）、元木橋（7/1 ゲンジ 10 頭）、夕やけ橋（6/30 ゲンジ 1 頭、

7/5 ゲンジ 1 頭） 

小仏川：通称「どんどん」（6/28 ゲンジ 30 頭）、駒木野公園～上椚田橋（6/28 ゲンジ 30 頭） 

南浅川：案内川と小仏川合流地より下流側（6/28 ゲンジ 20 頭）、両界橋～白山橋（6/28 ゲンジ 10 頭）、白山橋～淺川

支所裏歩道橋（6/28 ゲンジ 5 頭）、淺川支所裏歩道橋～敷島橋（6/28 ゲンジ 5 頭）、敷島橋～初沢川合流地（6/28

ゲンジ 3 頭）、初沢川合流地～古道橋（6/28 ゲンジ 3 頭）、古道橋～南浅川橋（6/28 ゲンジ 1 頭） 

小津川：小山農園付近（7/1 ゲンジ 300 頭） 

城山川支流御霊谷川：田んぼ（6/23 ゲンジヘイケ 65 頭、7/2 ゲンジ 30 頭） 

城山川支流大沢川：桑の葉通り入り口付近（6/23 ゲンジ 10 頭）、中流坂本農園付近（6/23 ゲンジ 120 頭）、「高尾わく

わくビレッジ入口」付近（6/23 ゲンジ 5 頭）、城山中学へ行く道の橋（6/23 ゲンジ 2 頭） 

城山川：城山大橋（7/2 ゲンジ 5 頭）、出羽橋（7/2 ゲンジ 10 頭）、稲荷橋（7/2 ゲンジ 1 頭） 

川口川：上川口小裏田んぼ（7/13 ゲンジ 20 頭ヘイケ 40 頭）、重忠橋～新関戸橋（7/13 ゲンジ 10 頭） 

小比企町：由井三小学校田（7/9 ヘイケ 30 頭） 

片倉城跡公園：公園内のホタル沢付近（6/21 ゲンジ 15 頭、6/27 ゲンジ 10 頭） 

小宮公園：ヒヨドリ沢水源近く（6/22 ゲンジ 5 頭） 

 

本年の特記事項は以下のとおりです。 

１．小津川の小津バス引き返し場から上流部、小山農園付近で約 300 頭が観察された。農園主の小山さ

んの話では昨年から復活し、今年はかつてないほどの発生とのこと。 

２．昨年多く見られた北浅川黒沼田橋付近は今年は少なかった。 

３．6 月 24 日北浅川駒木野橋や 6 月 28 日小仏川駒木野病院付近、その他でホタルの見物人が増えてき

た。7 月 9 日 由井三小学校田の隣りでは地域の大人男女 10 人以上ホタル見物をしながら夕涼み青

空宴会をやっていた。 

４．ヘイケボタルは上川口小学校裏の学校田と小比企町の由井三小の学校田で確認されたが、学校田以

外の田んぼでの復活が望まれる（学校田以外でのヘイケボタルは御霊谷川の田んぼだけです）。一般

の田んぼではアマガエルが確実に観察されますので、ここにヘイケボタルの復活が待たれます。 

５．ゲンジボタルは川の上流では復活の兆しが見られます。早く下流までホタルが復活して欲しいと毎

年願っています。今年は北浅川では、小田野中央公園のある夕やけ橋まで、南浅川では多摩御陵の

ある南浅川橋まで確認できました。カジカガエルとともに浅川本流までゲンジボタルが戻って来る

事を期待しているところです。 

６．浅川流域市民フォーラム 2008 年 7 月 17 日発行の浅川・谷地川・大栗川・程久保川の水質調査結果

マップでも「きれい（COD が 0～3mg/L）」の場所が増えてきているので、今後に期待できるのはな

いかと思っています。 
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多摩川日野用水堰『ツバメの塒入り』体験記 

清水盛通   

 昼間のうだるような暑さも夕陽が奥多摩の山々に近づくころには川面を吹く風はだんだんに心地良

さを増してきます。夕餉前のひとときに多摩川の土手を散歩する人達はこれから始まる一大ページェン

トを知っているのでしょうか・・ 

 川面には上流からやってきたツバメたちが飛び交いその数をだんだんに増やしていきます。空の色が

薄青からピンクに変わろうとする頃、上空では『ジュルジュルジュル・・』と普段とは違った鳴き声と

つばさを小刻みにふるわすような飛び方でこれから繰りひろげられるドラマを予感させてくれます。仲

間が仲間を呼び寄せるように一つの固体は集団をつくり上げ集団は大きな塊となって益々その数を増

やし続けていきます。１万羽、２万羽・・いつしか塊自体が一つの生き物のように飛びまわり感動のあ

まり声も出ずただただ見上げるのです。空が茜色に染まる頃、塊となって飛んでいた中から引きちぎら

れるように集団が分かれ急降下しながら葦原に向かい塒入りの始まりです。次々と分かれた集団が塒入

りし葦原からは保育園さながらに今日の出来事を話すにぎやかな声となって聞こえてきます。そこへ突

然南から飛行機が低空で・・そう此処は米軍横田基地への進入路の直下です｡Ｃ１３０輸送機の爆音に

塒入りしたツバメ達がいっせいに飛び上がり再び空へ・・右往左往しながらも落ち着きを取り戻したツ

バメ達はしばらく飛んだ後、再び塊となり雲が引きちぎられるように急降下を繰り返して塒入りし、先

ほどのにぎやかな声を取り戻すのです。 

 葦原から聞こえてくる鳴き声は明日の飛行訓練の打ち合わせでしょうか、それとも今日の出来事の語

らいでしょうか・・奥多摩に連なる山の端が夕焼けで藍色に浮かび上がる頃、ツバメが飛び交っていた

空はコウモリの集団に置き換わり、

今日の一大ページェントは終わり

となるのです｡ 人家から漏れる

明かりを映し青白く光るツバメの

瞳が幻想的な光景となって・・ 

 そして感動と興奮の中、夢中で

見上げていた無防備な腕には数知

れない蚊の痕が・・痒みと共に蘇

る感動を胸に掻き掻きしながら家

路に着くのでした。 

 

 

追記: 

『多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会』が 2003年から 2008年までの活動結果を中心に報告書を

まとめ上げています。そこへの寄稿文としたものを会報『かわせみ』に転載させていただきました。 

このような大集団が集まっていた多摩川日野用水堰のツバメ集団ねぐらは、残念ながら現在は消滅し

て見ることができません｡多摩川流域での塒調査は継続して行なっていますが、この場所にいつの日か再

びツバメが戻ってくれることを願っています。 
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― 表紙の鳥 ―    「ノゴマ」 

倉本 修   

定期カウントは地味な仕事である。毎月１回、大体同じ顔ぶれの鳥たちをチェックしながらカウント

してゆき。ワクワクするような気分になることは滅多にない。もともとデータの蓄積を、根気よく続け

てゆくのが目的だからだ。しかし何年かに一度、夢にも思わなかったような鳥と出会うことがある。そ

の時の垚びは劇的で私の場合、副作用として３～４日間は躁状態が続く。 

平成１３年５月２４日、カウントのため朝６時半家を出て、７時頃大和田橋の上流のニセアカシアの

茂みに近づいて行った。するとスズメやシジュウカラの声に混じって、浅川では全く聞いたことが無い

何処かで聞き覚えのある囀りが耳に飛び込んで来た。ハッとした。まさかそんな事ある筈がない。私は

その３週間前、舳倉島で３日間過ごしてきた。そこで姿を見、耳にした鳴き声にとても良く似ているの

だ。 

 茂みに入ると、青葉が覆い被さるように朝の光を遮っている。囀りはやんでいた。鳥影が動いた。シ

ジュウカラだった。又、別の方角でチラッと動いた。双眼鏡を向けた途端、喉もとの真っ赤な鳥がこち

らを見ていた。「ノゴマ」の雄だった。興奮した。思わず身に染み込んでいる関西弁が出てしまった。「な

んでお前が、こんなところに、おるんや」、声を出さずに叫んでいた。「ノゴマ」は春の渡りの時期、日

本海の離島か初夏の北海道でしか見られない鳥だとばか

り思っていた。それがこうして目の前にいるのだ。信じ

られなかった。内陸部を北上する個体もいると、後で調

べた本に書いてあった。 

 カウントを終え昼食後、また見に行った。囀りを聴き、

姿を見ながら幸せの時間を過ごした。雄の喉もとの輝く

ようなあの鮮血色は、何のシンボルなのだろう。雌は赤

の鮮血度を見分けながら、雄を見分けるのだろうか。 

 翌朝行くともう居なかった。急いでいたのだ。緊急着

陸だったのだ。と勝手に想像しながら、ウキウキした気

分で３～４日を過ごした。 

 

 

「数えあげた浅川流域の野鳥２」に定期カウントの思

い出（浅川本流）として掲載したものです。 
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ナベの百舌
ひゃくぜつ

             渡辺敬明（多摩丘陵緑地帯居） 

江戸浮世絵花鳥画に描かれた ゛姿の見えない゛ホトトギス！ 

参考：ロックフェラー・コレクション浮世絵花鳥画 400点里帰り展カタログ 

浮世絵版画の鳥(内田清之助・（楢崎宗重) 

江戸のバードウオッチング・大江戸花鳥風月名所めぐり（松田道生） 

謎解き 広重「江戸百」 （原信田 実） 

 

古来日本では、ホトトギスといえば一様に、鳴きながら飛ぶ『左下図』的姿だったようです。 

今回のテーマ、何故「同一形態」になったかを、江戸時代の花鳥画 10 点から、考察してみました。江戸

の浮世絵は大衆向けの量産品(版画) である以上、描かれる内容は当然大衆のニーズに合ったものと考え

られます。 

たとえ絵師達と購買者にとって、ホトトギスは『声はすれども姿は見えず』の鳥だとしても、夏季の

浮世絵には欠かせぬ題材です。その「見えない鳥」を描くと「同一形態」になってしまう「謎」を解い

てみました。 
 
『見えないホトトギス』をどう表現したのか？ 
 
＊『見えない』を、『鳴きながら、速く飛び去る』に置き換えたのです。 

 
先ず、画面上部中央に左向きに 1 羽。嘴を大きく開き目を張り、｢鳴きながら｣を強調します。次の｢速

く飛ぶ｣は、ツバメの様に肩を張り胸が厚く、反り気味に腹部を見せ、尾を立て飛行中の姿勢を。 

続いて翼は、半開きで滑空するハヤブサを思わせ、（足は痕跡に

留めるか一寸付け足す程度）今にも画面を斜めに横切って「飛び

去って」しまいそうな遠近法？を使って描かれているのです。 

色彩はあえて、上面は黒っぽく,下面は白っぽく目立たない不

鮮明な色にして、リアルさを消し去っているのでしょう。対象

10 点共「同一形態」です。枝止まりの姿（写実的）などありえ

ないのです。 

歌川広重がこの典型を一番正確？に描き出しているようです。 

＊「雨中の杜鵑
ほととぎす

」他。 

 

前号同様この半年間、ひたすら絵を「眼光紙背に徹す」とばかりに「矯
た

めつ眇
すが

めつ」鑑賞しました。

その結果、なんと！裏側から見ると、近くへ「降下するの図」に見えてきたのです。 

特に喜多川歌麿の絵は、柔らかいタッチの肉厚？なホトトギスで、今にも手元に降り立つように見え

て来るから不思議です。閑話休題 ＊「ほととぎす」 

 

ともあれ構図には、類型的な組み合わせ（雨中・月夜・川越え、松等）が非常に多いようです。 

しかし各絵には、それなりの個性味が附加されていて見飽きる事はありません。 

葛飾北斎の、季節感溢れる楽しい絵「青空に入道雲を配し,真紅・紅白 4 種の見事な杜鵑花
さ つ き

に、パター

ン化したホトトギスが入っている」にも出会えました。＊「子規
ほととぎす

・杜鵑花
さ つ き

」 

 

多分、江戸の人々はこれら花鳥画を、夏の風物詩として気楽に買求め、家の柱か破れた襖にでも無造

作に貼っていたのでしょう。何気ない日常生活の一部に、あの広重や北斎、歌麿の「カワセミ」や「ホ

トトギス」の絵が貼られ,汚れたり破れたりしたら、剥がして捨てられていたのでしょうか…. 

 

江戸市民の自然な、ゆったりとした生活が、とても羨ましく感じたられた「江戸浮世絵花鳥画私考」で

した。今年のホトトギスは何故か、ゲンコウカケタカと鳴き続けていたような気がします。 
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探鳥の記録（２００８年１月～６月） 

＊中止 ５月２５ 絹の道 鳥見ウォーク 

①１月２５（金）～２７日（日）  九州探鳥会 

月 日：２００８年１月２５日（金）～２７日（日）２泊３日  

天 気：曇（全行程） 

探鳥地：今津、和白、佐賀市森林公園、大授搦、球磨川河口、出水、川内 

現地交通：１日目････電車、タクシー   ２～３日目･･･貸切バス 

確認した野鳥：８７種 

カイツブリ カンムリカイツブリ カワウ ゴイサギ ササゴイ ダイサギ コサギ アオサギ 

ヘラサギ クロツラヘラサギ マガン ヒシクイ ツクシガモ オシドリ マガモ カルガモ 

コガモ ヨシガモ オカヨシガモ ヒドリガモ アメリカヒドリ オナガガモ ハシビロガモ 

ホシハジロ スズガモ ホオジロガモ ウミアイサ ミサゴ トビ ノスリ カラフトワシ  

ハイイロチュウヒ チョウゲンボウ クロズル ナベヅル マナヅル カナダヅル バン  

オオバン ミヤコドリ イカルチドリ シロチドリ ダイゼン タゲリ ハマシギ  

コアオアシシギ アオアシシギ イソシギ ダイシャクシギ タシギ ユリカモメ  

セグロカモメ カモメ ズグロカモメ キアシセグロカモメ ホイグリンカモメ キジバト  

ヒメアマツバメ カワセミ ヒバリ ハクセキレイ セグロセキレイ ビンズイ タヒバリ  

ヒヨドリ モズ ジョウビタキ イソヒヨドリ シロハラ ツグミ ウグイス ツリスガラ  

シジュウカラ メジロ ホオジロ ホオアカ アオジ オオジュリン アトリ カワラヒワ  

シメ スズメ ムクドリ カササギ ミヤマガラス ハシボソガラス ドバト 

ベスト： 

① カササギ：佐賀市森林公園とその周辺、移動中のバスの車窓からもしばしば観察できた。 

② カラフトワシ：川内市高江町で上空を旋回する。地元でカラフトワシの保存に携わっている方

に案内していただいき、生態や保存に関する色々な話を聞いた。 

③ ツリスガラ：川内市高江町の堤防で数羽の群で移動していた。 

④⑤ クロツラヘラサギ、ヘラサギ：今津の瑞梅寺川の中洲や休耕田の池に数羽一緒にいた。 

⑥ ツクシガモ：和白（数十羽）、大授搦、球磨川河口で観察した。 

⑦ ツル 4種（クロヅル、ナベヅル、マナヅル、カナダヅル）：マナヅル、カナダヅルは東干拓地で

監視員の方に探していただいた。 

⑧ ハマシギの群舞：有明海干拓地の大授搦で数千（万）？の大群舞に感動した 

⑨ ズグロカモメ：今津、大授搦、球磨川河口などで再三出現した。 

参加者：１６名 

青木静子 青木良恵 大川征治 大川香 小澤礼子 門口裕子 菊地昇 久保山嘉男 傍島玲子 

長谷川篤 福本順吉 細田冨美代 丸山二三夫 山崎久美子 若狭誠 門口一雄 

 

①１月２５（金）～２７日（日）  遠出探鳥会：九州探鳥会 

②２月１０日（日）        月例探鳥会：北浅川（松枝橋～稜北大橋）探鳥会 

③２月２４日（日）        周辺探鳥会：南高尾探鳥会 

④３月９日（日）         公開探鳥会：浅川探鳥会（ふれあい橋～一番橋） 

⑤３月１５日（土）        周辺探鳥会：宇津貫「探鳥会・雑木林手入れ作業」 

⑥３月２２日（土）        遠出探鳥会：野辺山探鳥会 

⑦４月５日（土）         遠出探鳥会：舞岡公園探鳥会    

⑧４月１３日（日）         月例探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園） 

⑨４月１７日（木）         平日探鳥会：葛西臨海公園探鳥会 

⑩４月１９日（土）                遠出探鳥会：藤野探蝶・探鳥会 

⑪４月２６日（土）        遠出探鳥会：三番瀬探鳥会 

⑫５月１０日（土)～１２日(月)   遠出探鳥会：佐渡探鳥会 

⑬５月１８日（日）        公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会 

⑭６月７日（土）         月例探鳥会：浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会 

⑮６月１３日（金）～１５日（日） 遠出探鳥会：八ヶ岳幕営探鳥会 

「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。 
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感想： 

参加者からお礼の手紙いただきました「霞か雲かと見紛う程、ハマシギが飛ぶ様子圧巻でした。

ツクシガモやカササギの色のコントラストきれいで良かったです。」「ハマシギの群舞、カラフトワ

シの雄大さ、ツリスガラのかわいさ等、すばらしい感動と余韻の残る探鳥会でした。「今回の初見

８種です。」などなど。確認した野鳥８７種。ベストに選んだ九州ならではの鳥を始め多くの野鳥

を堪能できました。 

10年ぶりのカワセミ会九州探鳥会、今津と和白の変わりように驚きました。 

今津では、水田が埋められ、下水処理場が造られたり、（工業用地だろうか）更地となったりで陸

地側は風景が一変していました。幸いにも更地の一角に池が出来、周りがアシ原となり、そこにヘ

ラサギなどサギやカモの仲間が集まっていて、よく観察できました。 

また、和白は、博多湾の真ん中が埋め立てられたためか、10 年前より鳥が近くに押し寄せられた

ようでツクシガモやミヤコドリ、オオソリハシシギなど見やすかった。探鳥路が工事中で和白の核

心部に入れなかったのが残念でした。 

佐賀は、初めてであったが久保山さんの友人（長崎在住のバーダー）の案内で森林公園、大授搦と

効率よく回り、カササギ、シロハラ、オカヨシガモやタゲリを観察できました。特に、有明海の大

授搦ではハマシギの大群とシチメンソウの群落には感動しました。近年行われた長崎側の干拓によ

り、鳥が大授搦の方に集まっているとのことでした。渡りの頃に見てみたいものです。球磨川河口

は、地元の観察会が行われていたので期待したが、塩加減が悪くオオズグロカモメは沖に出て行っ

たとのことでした。ホオアカやオオジュリンを観察し、キアシセグロカモメ、ホイグリンカモメを

地元のリーダーから教えてもらい引き揚げました。 

出水では、2 日目の夕方と 3 日目の午前の 2 回の観察です。3 日目の東干拓では、監視員の方か

らマナヅル、カナダヅルを教えていただきあっけなく珍鳥が確認できました。今年の飛来数は約

12,000 羽、種類数は確認した 4 種とのことでした。周辺の田んぼで他の鳥を丁寧に探すべきだ

が、川内川河口のカラフトワシが気になり高江に向うことにしました。川内川の堤防の上でバスか

ら下り、目当てをカラフトワシに絞り 10年前に見たあたりを探すが見つけられません。はるか彼

方のバーダーに駆けより情報を聞いたところ、たまたまその方が、地元でカラフトワシの保護活動

をされている方で、今の居場所に案内してもらいました。 

杉の梢にいたが望遠鏡を一斉に向けたためか、すぐに飛び立ち、上空で何回も輪を描きました。 

羽に模様はないがとにかく大きい。その後、写真を見せていただいたが、迫力がある。17 年間連

続して渡って来ているそうです。カラフトワシは、ミサゴや他の鳥の獲った獲物を横取りして生活

しているとのことでした。 

カラフトワシを見た直後、野焼きが行われ水田の畦やアシハラに一斉に火が点けられ煙が立ちの

ぼる幻想的な場面を体験しました。堤防の上でツリスガラ、原子力発電所の池でオシドリを見て九

州探鳥会を終えた。  （担当:門口一雄） 

 

②２月１０日（日） 北浅川（松枝橋～稜北大橋）探鳥会 

日 時：２００８年２月１０日（日） ８：００～１１：１０ 

確認した鳥：４０種  （ベスト３：タシギ アカハラ オオタカ） 

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 イカルチドリ  

クサシギ タシギ キジバト ヒメアマツバメ 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 アカハラ ツグミ ウグイス  

エナガ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ イカル  

シメ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ガビチョウ 

参加者：１０名 

今井達郎 粕谷和夫 河村洋子 関三喜雄 関明友 佐藤哲郎 清水盛通 高山早苗  

丸山二三夫 門口一雄 

担当者の一言： 

前日の積雪にもかかわらず１０名の参加があり、のんびりとした探鳥会だった。真っ白な雪をバ

ックにカワセミやジョウビタキが美しかった。クサシギ、タシギ、アカハラがよく観られ、最後は

アンテナに止まるオオタカ成鳥を観察。     （担当：清水盛道、河村洋子）  
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③２月２４日（日） 南高尾探鳥会 

日 時：２００８年２月２４日（日） ８：００～１３：１５  天気：晴 

探鳥コース：京王線高尾山口駅→梅ノ木平→グリーンセンター→三沢峠→城山湖→大戸（解散） 

確認した野鳥：４２種 

アカエリカイツブリ カイツブリ カワウ マガモ キンクロハジロ オナガガモ トビ  

ノスリ キジバト コゲラ キセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ  

ルリビタキ ジョウビタキ トラツグミ シロハラ ツグミ ウグイス キクイタダキ  

エナガ コガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ アトリ 

カワラヒワ ハギマシコ ウソ イカル シメ スズメ 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 

本日のベスト：ルリビタキ キクイタダキ イカル ハギマシコ 

参加者：２１名 

青木静子 井形定子 石橋公子 井手龍世 井上典子 大川征治 大川香 勝股朗郎、菊地昇  

佐藤サヨ子 白川司 多田恒子 中村后子 内藤公三 長谷川篤 浜野建男 浜野知恵子  

細田富美代 丸山二三夫 森松幹治 門口一雄 

感 想： 

  朝からよく晴れたが風が強かった。鳥の出が心配されたが、確認した野鳥 42種とまずまずの結

果である。日影の山道は所々で雪が残り凍って滑り怖かった。冬の山間部での探鳥会には、持ち物

に軽アイゼンを加えるべきであった。 

工事現場手前でルリビタキ♀、三沢峠で杉の梢を動き回るキクイタダキなどを見ながら進む。今

年初認のウソが出たが、直ぐ飛び去り全員で確認出来なかったのは鳥運がなかった。目当てのハギ

マシコは、城山湖駐車場の近くで強風にさらされながら見ることが出来た。10 日程前に降った雪

が島形に残っている周りでエサを採っていた。残念なことに、昨年に続いて今年も誰かが餌付けし

たのだろうか、一箇所に群れてあまり遠くに逃げない。ハギマシコは、強風のためジックリと見ら

れなかったが、今年も飛来したことを確認でき安堵した探鳥会であった。  （担当：門口一雄） 

 

④３月９日（日） （公開探鳥会）浅川探鳥会（ふれあい橋～一番橋） 

日 時：３月９日（日）  ８：００～１０：３０  天気：晴   

場 所：浅川（一番橋～ふれあい橋） 

確認した野鳥：３４種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ トビ イカルチドリ 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 ウグイス シジュウカラ メジロ ホオジロ  

カシラダカ アオジ オオジュリン カワラヒワ ベニマシコ スズメ ムクドリ  

ハシボソガラス ドバト ガビチョウ 

ベスト：カワセミ アオサギ アオジ モズ イカルチドリ 

参加者：９８名（一般５９名（内子供７名）、会員３９名） 

阿江範彦 井手龍世 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口裕子 門倉美登利 川上恚 

木村正子 久保山嘉男 小久保雅之 小塩菊子 小張義雄 佐藤サヨ子 白川司 関三喜雄  

関佳世子 高梨規子 出口富子 中村經男 中村后子 中村啓一 中村千枝 内藤公三  

西巻虎彦 長谷川篤 平井国二 平井智恵子 永渡とし子 廣川潔 福島孝子 細田富美代  

丸山二三夫 山崎悠一 柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄 

感 想： 

一般参加者５９名、会員３９名、合計９８名の方が参加した公開探鳥会、天候に恵まれ３４種の

野鳥を確認し成功裏に終えることが出来た。参加した方に、野鳥を見て楽しんでいただけるか心配

したが、会員が積極的に鳥を見つけ望遠鏡に入れ、説明していただいたため満足していただいたよ

うだ。 

目当てのカワセミは、出発早々に出て参加者全員が確認できた。さらに、優雅な飛翔のアオサギ、

夏羽のアオジに一段と濃くなった眉斑のモズなど浅川の野鳥を堪能した。（担当：門口一雄） 

 

⑤３月１５日 宇津貫「探鳥会・雑木林手入れ作業」 

日 時：２００８年３月１５日（土）  

天 気：晴 
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コース： 

JR 横浜線八王子みなみ野駅から、台・只沼を経由してみなみ野ニュータウン残存緑地まで探鳥、

その後残存緑地雑木林の手入れの手伝い（ヤマツツジの周辺のアズマネザサを刈る作業） 

観察した鳥：２７種 

カワウ カルガモ コガモ ノスリ キジ キジバト アオゲラ コゲラ ヒバリ ハクセキレ

イ ヒヨドリ モズ 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 スズメ ムクドリ ハシブトガラス コジュケイ ドバト ガビチョウ 

参加者：カワセミ会６名、宇津貫みどりの会１０名 

粕谷和夫 勝股朗郎 内藤公三 長谷川篤 柚木育子 柚木鎮夫 

担当者の一言： 

会報「かわせみ」第１７号（1996年夏号）で「守ろう八王子ニュータウンの緑」と題して私が

提案し、翌 1997 年からこの催しが始まり、今年で 12 年目となった。雑木林の管理のほんの僅

かの手伝いであるが、今後もこの催しは続けていきたいものである。  （担当：粕谷和夫） 

 

⑥３月２２日 野辺山探鳥会 

月 日：２００８年３月２２日（土） 

天 気：晴 

行 程： 

八王子駅南口出発（6:15）→中央道八王子ＩＣ→八王子西ＪＣＴ→圏央道→関越道高坂ＰＡ休憩

→上信越道横川ＳＡ休憩→佐久ＩＣ（9:00）→東電第一調整池（探鳥）→野辺山滝沢牧場周辺（探

鳥、昼食）→八ヶ岳倶楽部（探鳥）→長坂ＩＣ→談合坂ＳＡ→八王子駅南口到着（18:30） 

確認した鳥：４２種 

カイツブリ カワウ ダイサギ アオサギ マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ オナガ

ガモ ホシハジロ キンクロハジロ ミコアイサ カワアイサ トビ ノスリ オオバン  

イカルチドリ キジバト アカゲラ コゲラ ヒバリ キセキレイ ハクセキレイ  

セグロセキレイ タヒバリ ヒヨドリ ツグミ エナガ コガラ ヤマガラ シジュウカラ  

ゴジュウカラ ホオジロ カシラダカ アトリ カワラヒワ マヒワ ウソ スズメ ムクドリ 

ハシボソガラス アヒル 

ベスト３：カワアイサ アトリ ウソ  

参加者：２５名 

浅野恵美子 井形定子 井上典子 川上恚 久保山嘉男 小張昌子 佐藤サヨ子 白川司  

傍島玲子 高梨規子 多田恒子 内藤公三 中村經男 中村后子 奈良敏夫 馬場啓子  

原田佳世 平井国二 平井知恵子 廣川 潔 細田富美代 若狭誠 渡辺敬明 山﨑久美子  

山﨑悠一 

感想： 

キンクロハジロ、ミコアイサ、カワアイサなどの水鳥とアトリ、マヒワ、ウソなどの山の鳥を参

加者に見せられた。オオマシコなどの赤い鳥やフクロウ類を見せることは出来なかったのが、心残

りである。   （担当：山﨑 悠一） 

 

⑦４月５日 舞岡公園探鳥会    

日 時：２００８年４月５日（土）  

天 気：晴 

コース：地下鉄舞岡駅→小川アメニティ→舞岡公園→舞岡ふるさと村→地下鉄舞岡駅 

観察した鳥：２４種（ベスト：コゲラの巣穴堀、アオジ採餌、ウグイスさえずり） 

コサギ カルガモ キンクロハジロ キジバト アオゲラ コゲラ アリスイ 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 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 

 ＜野鳥以外＞ 

キタテハ キチョウ ナミアゲハ ベニシジミ モンキチョウ モンシロチョウ ルリシジミ 

参加者：１７名 

井形定子 井出龍世 今井達郎 粕谷和夫 勝股朗郎 門口一雄 門口裕子 久保山嘉男  

高梨規子 多田恒子 内藤公三 永見博子 中村后子 長谷川篤 浜野建男 廣川潔 山崎悠一 
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担当者の一言 

 ４月の舞岡公園は冬鳥の季節が終わり、野鳥観察には少し遅いのでないかと心配したが、満開の

ヤマザクラ、コゲラの巣穴掘り、間近なアオジの採餌、田んぼからはシュレーゲルアオガエルの美

しい声などそれなりの収穫があった。  （担当：粕谷和夫） 

 

⑧４月１３日（日）北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

日 時：２００８年４月１３日（日） ８：００～１１：２０ 

天 気：小雨のち曇り 

観察した野鳥：３８種 

カワウ コサギ アオサギ カルガモ コガモ トビ キジ コチドリ イカルチドリ  

クサシギ イソシギ キジバト 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 ヒヨドリ モズ ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ 

メジロ ホオジロ アオジ カワラヒワ イカル シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス 

ハシブトガラス コジュケイ ドバト ガビチョウ 

鳥仲間：１９名 

大川征治 大川 香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 川上 恚 河村洋子  

佐藤哲郎 清水盛通 傍島玲子 高山早苗 内藤公三 中村經男 中村后子 長谷川 篤  

丸山二三夫 柚木鎮夫 柚木育子 

ベスト３： ①カワセミ ②イカル ③シメ 

担当者の感想： 

 朝から雨。 問い合わせのあった数名の方には中止の可能性が高い旨伝える。 家を出て現地に

向かう途中、雨脚が次第に強くなり、ますます中止の確率が高くなったなと思われた。 ところが、

松枝橋に着いてみると、すでに二人が橋の下におり次第に参加者が集まりだす。 出発時間には１

５名を超え、みなさんの熱心さに圧倒され、当然予定通り実施。 うまい具合に、スタートするこ

ろには小雨状態になり、まもなく止む。 今回は読みの甘さを反省するとともに、数名の方にはご

迷惑をかけてしまい、この場を借りておわびを申し上げるしだいです。 

 さて、鳥のほうは比較的早い段階で、今年もクサシギが姿を見せてくれた。１週間前には２羽い

たタシギは残念ながら確認できず、昨年見られたノビタキを期待する声もあったがこちらもはずれ。 

毎年期待のカワセミが今年も何度も姿を見せ充分楽しませてもらった。 また、最終ポイントの小

田野中央公園ではイカルとシメが一緒にグランドの芝生に下りてえさをついばむ姿が印象的であ

った。 

 時々雨がポツポツと顔に当たるなか、しかも大変肌寒いなか例年のように花見の宴が開かれたの

はいうまでもない。 これがあるから今回こんなに集まったのかなあ？ 

 最後になりますが、カワセミ会１０周年記念植樹の碑文字が川上さんにより、ふたたびきれいに

上書きされましたことを報告します。        （担当：丸山二三夫、清水盛通、河村洋子）  

 

⑨４月１７日（木）葛西臨海公園探鳥会 

日  時：２００８年４月１７日（木） １０：００～１４：００ 

天  気：曇り 

場  所：葛西臨海公園 

観察した野鳥：４１種 

カイツブリ カンムリカイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ  

コガモ オカヨシガモ ヒドリガモ シマアジ ハシビロガモ ホシハジロ キンクロハジロ 

スズガモ バン オオバン ミヤコドリ コチドリ ハマシギ アオアシシギ イソシギ  

セイタカシギ ユリカモメ オオセグロカモメ ウミネコ キジバト ヒバリ ツバメ  

ハクセキレイ ヒヨドリ ツグミ 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 ドバト  

鳥仲間：６名 

今井達郎 傍島玲子 高梨規子 長谷川 篤 丸山二三夫 若狭 誠 

ベスト５ 

① シマアジ ② カンムリカイツブリ ③ ホシハジロ♀ ④ オオセグロカモメ ⑤ ミヤコドリ 

担当者の感想： 

終了間際に雨が降り出したものの、ほぼ予定通り探鳥ができほっとする。 



 41 

今回はなんと言ってもシマアジに尽きる。 12日に下見に出かけ観察センター横の淡水池に差し

掛かると大勢のカメラマンがバタバタと場所を移動しているところに遭遇。 

先頭を行く人が“シマアジ！シマアジ！”と教えてくれる。 急いでついていきポイントに行く

と、白い眉斑の目立つシマアジ♂が池の

中央で動き回っている。 カメラマンの

動きからして、たぶん入ってきたばかり

ではないかと推測される。そのときは夢

中で撮影していたが、帰ってから写真を

見ているうちに目の下に白い線のある

♀もいたことを発見。 本番（4/17）

までいてくれたらと祈るような気持ち

で帰宅。 

そのシマアジがまだいてくれたのだ。初

認の人もおり参加者全員がじっくり観

察でき、充分満足していただいたようだ。 

じつは昨年 10 月の葛西探鳥会報告に

「・・・エクリプスが多く、シマアジっ

ぽいカモ・・・」の表現があり、あるい

はこのときにすでに今回の伏線が引かれていたのかも？  

一方、汽水池ではコチドリが見られただけで、他に何もいず拍子抜け。 海の方はスズガモの群

れ、夏羽のカンムリカイツブリ、かなり遠くにミヤコドリ 5 羽が目立った程度。 後日入ってき

た情報でシマアジは翌日の金曜日に抜けてしまったとのことを聞き、今回は大変ラッキーな探鳥

会でした。       （担当：丸山二三夫） 

 

⑩４月１９日（土）藤野探蝶・探鳥会 

日  時：２００８年４月１９日（土）  

天  気：晴 

コース：藤野駅→和田の県立自然観察センター→鎌沢→登里→藤野駅 

観察した鳥：３３種（ベスト：オオルリ マヒワ カワガラス クマタカ キセキレイ） 

アオサギ カルガモ ハチクマ トビ ノスリ クマタカ アカゲラ コゲラ ツバメ  

イワツバメ キセキレイ ハクセキレイ ヒヨドリ カワガラス ウグイス センダイムシクイ 

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  

マヒワ イカル スズメ ムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ 

ガビチョウ 

＜植物など＞ 

アカタテハ キタテハ スジグロシロチョウ ツマキチョウ ツバメシジミ テングチョウ  

ベニシジミ モンキチョウ モンシロチョウ 

アケビ イタヤカエデ オドリコソウ オランダガラシ カントウタンポポ キランソウ  

クサイチゴ クサノウ シャガ シロバナタンポポ ジロボウエンゴサク セントウソウ  

ツルカノコソウ ニリンソウ バイモ ハルジオン ヒメウズ ヒメウツギ ミヤマキケマン 

ムラサキケマン ヤマブキ レンゲ ワサビ 

カジカガエル、タゴガエル 

参加者：１６名 

石橋公子 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 白川史子 高梨規子  

多田恒子 内藤公三 中村后子 長谷川篤 細田富美代 丸山二三夫 柚木育子 柚木鎮夫 

担当者の一言： 

ここはお茶とユズと竹の子の産地として有名な地域。桃源郷のような素晴らしいところであるが、

今はお茶以外は元気がないのが残念だ。椎茸がんばれ。 （担当：粕谷和夫） 

 

⑪４月２６日（土）三番瀬探鳥会 

日 時：２００８年４月２６日（土）１０：１５～１２：２０  

天 気：曇り 

観察した鳥：３３種 

 
シマアジ♂ 
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カンムリカイツブリ カワウ ウミウ ダイサギ コサギ アオサギ ヒドリガモ スズガモ 

オオバン ミヤコドリ シロチドリ 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 ミユビシギ オオソリハシシギ チュウシャクシギ ユリカモメ  

セグロカモメ コアジサシ ヒバリ ツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ セッカ  

カワラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ドバト 

ベスト：ミヤコドリ メダイチドリ ダイゼン 

参加者：２０名 

井上典子 今井達郎 大川香 勝俣朗郎 菊池昇 久保山嘉男 佐伯直寛 高梨規子 内藤公三 

中村后子 中村文夫 長谷川篤 浜野建男 浜野知恵子 細田冨美子 丸山二三夫 森田弘文 

若狭誠 渡辺敬明 大川征治 

担当者の一言： 

干潟では予想より早く潮が引いており、観察はやや遠くなったがオオソリハシシギ、オバシギ、

ミヤコドリなど３３種を見ることが出来た。（担当：大川征治） 

 

⑫５月１０日(土)～１２日(月) 佐渡探鳥会 

月 日：2008年 5月 10日（土）～12日（月）   

天 気：1日目：曇 強風 低温、 2日目：曇後晴 低温、3日目：晴 強風 

主な探鳥地：  

国府川周辺の水田、新穂ダム、トキ保護センター、トキ野生復帰ステーション、弾崎、鷲崎の水田、

二つ亀、大野亀、ドンデン山周辺等 

宿 泊：はじきのパークフィールド（2泊） 

確認した野鳥：７３種  

カイツブリ オオミズナギドリ カワウ ウミウ ヒメウ ダイサギ チュウサギ 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 ホシハジロ  

キンクロハジロ スズガモ ミサゴ トビ ケアシノスリ ノスリ ハヤブサ チョウゲンボウ 

キジ コチドリ アオアシシギ キアシシギ オオソリハシシギ タシギ セグロカモメ  

ウミネコ ウミスズメ キジバト ツツドリ アマツバメ ヒバリ 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 ビンズイ タヒバリ ヒヨドリ モズ  

イソヒヨドリ アカハラ ツグミ ウグイス オオヨシキリ センダイムシクイ キビタキ  

エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ ホオアカ カシラダカ  

アオジ カワラヒワ マヒワ ウソ イカル シメ スズメ コムクドリ ムクドリ カケス 

ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト 

ベスト５：コムクドリ、ケアシノスリ、ホオアカ、チュウサギのペア、ツグミの集団、番外（トキ） 

確認した花のベスト１１： 

シラネアオイ ミスミソウ ザゼンソウ タニウツギ カタクリ キクザキイチゲ  

オオイワカガミ タムシバ アマナ ニシキゴロモ オドリコソウ 

参加者：１６名 

今井達郎 大川征治 大川香 小澤礼子 粕谷和夫 門口裕子 小張昌子 菊地昇 傍島玲子 

長谷川篤 廣川潔 細田富美代 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 門口一雄  

感想、反省： 

 異常低温と強風の中、73 種の野鳥を確認できた。いわゆる珍鳥の出現は少なかったが、佐渡の

野鳥や花、自然の素晴らしさに堪能した探鳥旅行であった。特に、2日目早朝には、日本野鳥の会

佐渡支部の探鳥会にお誘いいただき、寒い中コムクドリ、ホオアカやツグミの群など渡る途中の野

鳥を観察した。また、鳥情報やトキの生活や野生復帰に関する話を、飼育に携わってきたトキの第

一人者近辻さんから伺うことが出来た。 

トキは繁殖期になると肩羽が黒くなるのは、首（耳元）？から分泌する黒い液（このことを最初に

見つけた方です。）を嘴で取り出し首を使い万遍に塗って、羽を黒く染める。雨に濡れても落ちな

いが、繁殖が終わり換羽すると白い羽になる。また、トキには渡りをする遺伝子をもったトキと、

渡らないトキがいて、現在残っているのは、渡らないトキであるが、野生復帰をしたトキが何処に

飛んでいくか等、興味あるお話を聞いた。 

 2 日目の昼からは花の名所ドンデン山に上った。ドンデン山は標高 940ｍの尻立山を中心とし

た高原で、頂上直下の山荘まで林道が延びバス（小型車）で行かれる。花旅のツアー客やカメラを

担いだ花見客で賑わっていた。南の金北山への縦走路が観察のポイントで、私たちも縦走路の入口
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付近で花と野鳥の観察をした。3時間余の観察であったが、道端にスミレの仲間をはじめカタクリ

にイチゲ、ザゼンソウそしてシラネアオイの群落など百花繚乱。ドンデン山で見た花々は約 50種

におよんだ。里のものとあわせて上記の 11種がベストに選ばれた。 

一方、ドンデン山の野鳥は、昼下がりにもかかわらずツツドリ、イカル、モズ、ヒガラ、ホオジロ

などが囀り「花笑い鳥歌う」佐渡の春に感動した。 

 

参加者から寄せられた感想です。 

「風が強くとても寒く感じました。電線に並ぶ顔のかわいいコムクドリの群、ハヤブサとかくれん

ぼするツグミ達、そしてタシギが飛びかう姿始めて見ました。ドンデン高原のすばらしい眺望と、

にこやかに笑う花々。初めて訪れた私を大歓待。弾崎灯台での合唱も思いで深いです。」 

「観光では回らないコースを走り、なんとなく佐渡の様子も分かったような気がしました。風が強

く、寒さもあり、鳥のほうはやや物足りなさもありましたが、そのぶんドンデン山の花の見事さが

充分カバーしてくれました。大変印象に残りました。」     （担当：門口一雄） 

 

⑬５月１８日（日）（公開探鳥会）裏高尾でオオルリを探す会 

日 時：２００８年５月１８日（日）   

天 気：曇 

コース：裏高尾小下沢林道（集合：小下沢林道の中央高速道路ガード下） 

観察した鳥：２４種（ベスト４：オオルリ、ホオジロ、ミソサザイ、ヤブサメ） 

ハチクマ トビ ノスリ キジバト ホトトギス アオゲラ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ 

ミソサザイ ヤブサメ ウグイス センダイムシクイ キビタキ オオルリ ヤマガラ  

シジュウカラ メジロ ホオジロ カワラヒワ イカル カケス ハシブトガラス ガビチョウ 

参加者：９９名（カワセミ会３４名、会員外６５名） 

阿江範彦 青木静子 井形定子 伊倉惠子 石橋公子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 

小澤礼子 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 川上恚 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 

白川史子 関根伸一 高梨規子 高橋和子 高山早苗 内藤公三 永見博子 中村后子  

長谷川篤 氷渡トシ子 福島孝子 福本順吉 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 若狭誠 

概要、感想等 

八王子・日野カワセミ会公開探鳥会「オオルリを探す会」に 99名が集まった。場所は裏高尾の

小下沢林道。JR 高尾駅から小仏行きバスで終点の一つ手前のバス停「大下」で下車。八王子市広

報、アサヒタウンズなどの他朝日多摩マリオンなどに案内が掲載されたこともあり、葛飾区、新宿

区、横浜市などからも参加があった。目指すオオルリは木のテッペンに 3回（3ヶ所で）現れ、姿、

声ともに参加者が感激してくれた。オオルリの持つ威力か。それとも自然に触れる機会を失った人

が増えたためか。ガビチョウの声も、ミソサザイのさえずりも、ヤブサメのさえずりも初めて聞い

たという人が多いのには驚いた。このような公開探鳥会を開くことは意義があるのだなと自覚した

次第である。                     （担当：粕谷和夫） 

     

⑭６月７日（土）浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会 

日 時：２００８年６月７日（土） ８：００～１０：３０     

天 気： 晴 

コース： 鶴巻橋（右岸）～浅川橋（左岸）～浅川大橋（右岸）～大和田橋 

解散後「八王子環境フェスティバル」に合流 

確認した野鳥：２８種 

カワウ コサギ アオサギ カルガモ トビ キジ コチドリ イカルチドリ キジバト  

カワセミ 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 ヒヨドリ  

オオヨシキリ セッカ シジュウカラ メジロ 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 雑種ガモ 

本日のベスト：カルガモ親子、キジのペア、セッカの飛翔とさえずり、さえずるオオヨシキリ 

参加者：２１名 

浅野恵美子 井形定子 井上典子 大川 香 菊池 昇 久保山嘉男 小張昌子 佐藤サヨ子 

杉森ユリ 関三喜雄 玉手道雄 玉手しのぶ 内藤公三 中橋 薫 中村后子 西巻虎彦  

浜野建男 細田冨美代 丸山二三夫 三好恒雄 若狭 誠 

担当者の一言 
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集合場所の市役所脇川原でさえずるオオヨシ

キリを望遠鏡でじっくり見られた。ここは、いつ

も 3 羽ほどのオオヨシキリでにぎやかであった

が大規模な河川工事で今年は 1 羽のみ。昨年は

集合時にオオタカの狩を観察したが河畔林はク

ワ 1 本を残し全て伐採、川原は整地されもはや

オオタカの餌場にはならない。運動場になるよう

だ。（看板あり） 

大水のあとで河原や中洲が水をかぶりコチドリ

などシギチの親子連れは見られなかったが、カル

ガモの親子連れをまじかで見られた。鳥のヒナを

狙っていたのか足元にアオダイショウが出現しびっくり。飛ぶセッカもみんなで確認できた。 

予定通り１０：３０に終了でき、駅前の「環境フェスティバル」に合流した。（担当：若狭 誠） 

 

⑮６月１３日（金）～１５日（日） 八ヶ岳幕営探鳥会 

日 時：２００８年６月１３日（金）～１５日（日） ２泊３日 

天 気：晴 

コース：八王子⇒美しの森⇒八ヶ岳中央農業実践大学校のキャンプ場（泊）⇒北八ヶ岳の麦草峠、 

白駒池⇒キャンプ場（泊）⇒八ヶ岳美濃戸口⇒八王子 

観察した鳥：４９種（ベスト５：オオルリ カッコウ アカゲラ コムクドリ ゴジュウカラ） 

アオサギ マガモ カルガモ トビ ノスリ キジ コジュケイ キジバト カッコウ  

ツツドリ ホトトギス アカゲラ コゲラ ヒバリ ツバメ イワツバメ キセキレイ  

ハクセキレイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ コマドリ コルリ ルリビタキ クロツグミ  

アカハラ ウグイス オオヨシキリ キビタキ オオルリ 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 ホオアカ アオジ カワラヒワ イカル  

ウソ スズメ コムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト 

確認した蝶： 

キアゲハ ミヤマセセリ ヤマキマダラヒカゲ ヒオドシチョウ アサギマダラ ウスバシロチ

ョウ ギンイチモンジセセリ 

花を確認した植物： 

レンゲツツジ ヤマツツジ サラサドウダン ツリバナ グミ コバノガマズミ クリンソウ 

ムラサキケマン ベニバナイチヤクソウ エゾノタチツボスミレ ホオノキ フジ  

ショウジョウバカマ コイワカガミ ミツバオウレン コミヤマカタバミ ミヤマニガイチゴ 

イカリソウ イボタヒョウタンボク コヨウラクツツジ シロミツバツチグリ  

シロバナノヘビイチゴ アケビ スズラン アマドコロ チゴユリ ハリエンジュ  

ササバギンラン 

参加者：７名  

粕谷和夫、門口一雄、門口裕子、中村經男、中村后子、廣川潔、山崎悠一  

概要、感想等 

長野県原村にある八ヶ岳中央農業実践大学校のキャンプ場を借りて幕営探鳥会を行った。久しぶ

りのテント持参キャンプ。初日は山梨側の美しの森に立ち寄る。レンゲツツジが満開を少し過ぎた

感じであったが、ホトトギス、ウソ、ホオジロの他、ヤマキマダラヒカゲが多く、早春の蝶ミヤマ

セセリが観察できた。２日目の早朝はキャンプ場周辺で朝飯前探鳥、キャンプ場にいるだけでもア

カゲラ、カッコウ、ホトトギス、キジ、キビタキ、ヒガラなどが観察でき、周辺を歩きだすとノス

リ、コムクドリ、アオジ、ゴジュウカラ、イカル、キセキレイ、アカハラなどが身近に観察できた。

昼間は北八ヶ岳の麦草峠、白駒池に行きここではコマドリのさえずりを聞くことができた。最終日

はテントを撤収して美濃戸口まで行き、コルリのさえずりを確認、巣立ち間際のコゲラが巣穴から

顔を出して盛んに鳴いていた。親を呼んでいるのだろうか。  （担当：粕谷和夫） 
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鳥信（主として２００８年１月～６月）      

  
今期は 563 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、托卵

鳥、繁殖、行動、集団ねぐら、渡り鳥の通過情報である。  

ツリスガラ、コクマルガラス、エゾムシクイが記録された。イソヒヨドリが 4 件、昨年多かったサンコウチョウは 6 件と減少した。

（この他にも「鳥信データベース」には本掲載種以外に夏鳥の初認、飼育下の野鳥、ガビチョウなどの外来種、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 
繁殖 メッシュ 

１．希少種        

56 ミゾゴイ 2008/4/12 声  川上恚自宅・元八王子 3

丁目 

19 時 40 分～23 時ごろの間森林科学園林内から、稀少種

ミゾゴイと思われるボォーッ ボォーッと連続する特徴な鳴
き声は、その後聴けませんでした。一時的な立ち寄りで、
直ぐに抜けものと思います。 

川上恚  八王子2H 

60 ササゴイ 2008/5/17 １羽  多摩川昭和堰 上流から飛来して堰下のヨシに止まった 宮越俊一（定期Ｃ） 拝島6E 

60 ササゴイ 2008/6/1 １羽  淺川・ふれあい橋上流側 下流から飛んで来てふれあい橋上流側の木に止まる 粕谷和夫  武蔵府中3K 

60 ササゴイ 2008/6/6 １羽  秋川・東秋川橋下流 本日午前中高月側から対岸を歩き回るササゴイを見まし
た。やがて下流に飛び去りました。 

浜野建男  拝島5F 

60 ササゴイ 2008/6/14 １羽  多摩川・多摩大橋下流 急流の岩場の上を下流に飛ぶ 大川征治  立川0C 

98 ヨシガモ 2008/1/2 ３羽  高月浄水場の池 マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモの中 粕谷和夫  拝島6E 

98 ヨシガモ 2008/1/26 １羽  大栗川・大栗橋 新道橋
の間 

10:50、雄、ヒドリガモ８羽 と共に行動しています。1/10 
1/19 にも、朝確認しておりました。 

廣川潔  武蔵府中
2E 

98 ヨシガモ 2008/2/1 ６羽  高月浄水場の池 他に浅川から姿を減らしたコガモが 100 羽、オカヨシガモ

20、マガモ、カルガモ、ヒドリガモも一緒にいた。 

粕谷和夫  拝島6E 

98 ヨシガモ 2008/2/23 ２羽  大栗川・大栗橋 新道橋
の間 

9:10、雄 2 羽、ヒドリガモと共に行動していますが １羽か
ら２羽に増えていました。 

廣川潔  武蔵府中
2E 

98 ヨシガモ 2008/3/16 ２羽  高月浄水場の池 浄水場内の池で♂♀１組で行動 宮越俊一・リカ 
（定期Ｃ） 

拝島5E 

104 ハシビロガモ 2008/1/16 ２羽  多摩川・多摩大橋下流  大川征治  立川0C 

104 ハシビロガモ 2008/2/11 １羽  浅川・長沼橋上流左岸湿

地 

10:30、♀1 羽、長沼橋付近ではすっかり見かけなくなった

が、久しぶりの出現。 コガモに混じり泳ぐ。 

佐藤哲郎  八王子9H 

124 ミコアイサ 2008/3/7 ３羽  多摩川・昭和用水堰上流側 ♀型 3 羽、カイツブリ２羽と一緒にいた。 粕谷和夫他  拝島6E 

124 ミコアイサ 2008/3/16 １羽  多摩川滝山城跡下 昭和堰上流の池で♀１羽で行動 宮越俊一・リカ 
（定期Ｃ） 

拝島6E 

170 クイナ 2008/1/6 ２羽  淺川・高幡橋上流１００ｍ 高幡橋上流１００ｍ、倒れたアシハラの上飛んだ。 門口一雄他  武蔵府中

2K 

170 クイナ 2008/1/22 １羽  淺川大橋下流右岸のワ
ンド 

午前１１時頃、淺川大橋下流右岸のワンドでクイナを見ま
した。すぐに木の根っこの下へ隠れてしまいました。証拠

写真をカワセミＨＰ掲示板にＵＰしました。 

久保山嘉男  八王子7K 

170 クイナ 2008/2/22 １羽  浅川・萩原橋下右岸の池
みたいな所 

113時15分～30分、餌探しや水浴びなどしていたがしばら
くして倒木のうしろに入ってしまった。 

中村后子、中村經男 八王子6K 

170 クイナ 2008/2/25 １羽  浅川  大川征治  八王子6K 

170 クイナ 2008/2/29 １羽  浅川右岸・萩原橋下のワ

ンド 

9：30、ワンドの縁の葦原の根でできた穴の中から時々出

てきては、水際を歩いたり、水の中に入って小魚を捕まえ
たり、細い木の枝に止まったりしていました。以前は３羽い
たそうですが、１羽は何かに襲われ、１羽は何処かへ移動
し、残ったのが１羽だそうです。 

久保山嘉男  八王子6K 

170 クイナ 2008/3/30 １羽  湯殿川・かたくり橋の少し
下流 

11:46、川の中でエサをあさりながら動きまわっていまし
た。しばらく観察していると、そのうち土手のしたの穴に隠
れてしまいました。  

浜野建男  八王子6G 

179 バン 2008/2/7 １羽  多摩川右岸日野用水堰
上流側 

繁みと水面、近くにオオバン１羽 粕谷和夫、浅野恵美
子 

拝島8C 

179 バン 2008/3/16 ２羽  多摩川・ひょうたん池  大川征治  立川0C 

181 オオバン 2008/1/19 １羽  多摩川ひょうたん池 9:54、水面の半分ほどが凍結しているひょうたん池にい

た。この日バンは確認できなかった。 

神谷古牧  立川0C 

181 オオバン 2008/2/7 １羽  多摩川右岸日野用水堰
上流側 

繁みと水面、近くにバン１羽 粕谷和夫、浅野恵美
子 

拝島8C 

181 オオバン 2008/2/11 ５羽  多摩川右岸淺川合流付
近 

 柚木鎮夫、柚木育子 武蔵府中
4K 

181 オオバン 2008/3/16 １羽  多摩川・ひょうたん池  大川征治  立川0C 

263 セグロカモメ 2008/1/8 １羽  淺川・長沼橋上流  大川征治  八王子9H 

282 アジサシ 2008/5/20 １羽  浅川・浅川大橋 荒天の中、アジサシ１羽が淺川大橋上空を飛んでいまし
た。しなやかな翼を強風にねじられながらも懸命に羽ばた
かせ、時々翼に着く雨を振るうようにバタつかせ旋回上昇
後、Ｕターンして下流に飛び去っていきました。朝８時ころ 

清水盛通  八王子7K 
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316 アオバト 2008/5/5 数羽  醍醐川支流のににく沢他 数ヶ所で声（与瀬 3K での声をも含む） 粕 谷 和 夫 、 長 谷 川

篤、廣川潔 

五日市4B 

348 アリスイ 2008/1/4 １羽  浅川・長沼橋上流側左岸
湿地 

湿地北西側の河畔林から飛び出し、湿地端の枯木にとま
る。しばらく周囲を移動していたが、北側に飛び去る。＜そ

の他＞この小湿地では今年コガモが多く見られます。今朝
の観察では６１羽を確認しました。また、以前にも鳥信で報
告しましたが、カイツブリも時折見かけるようになりました。
鳥達にとって貴重な場所になっているようです。 

佐藤哲郎  八王子8H 

354 アカゲラ 2008/1/21 １羽  高幡台団地緑地 アカゲラ♂1 羽、ルリビタキ♀1 羽、シジュウカラ・エナガ・コ
ゲラの混群、寒さに勝てず今日も 10 時半ごろになってしま
いましたが、裏山の下段に入って見ると、上段のコナラの

枝から 1 羽の鳥が飛び出した。降りた辺りを双眼鏡で探す
と久しぶりに見るアカゲラでした。他の鳥たちは私の姿を
見ると直ぐ隠れてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

354 アカゲラ 2008/2/2 １羽  北浅川・陵北大橋下、グ
ランド脇 

ドラミング 定期Ｃ  拝島2B 

354 アカゲラ 2008/3/16 ２羽  南高尾・大平林道内 林道入口付近右杉の木とふれあい館裏左側の木に 福本順吉  与瀬9E 

354 アカゲラ 2008/4/17 １羽  南高尾・大平林道内 作業員休憩用小屋の前杉の木に 福本順吉  与瀬9E 

354 アカゲラ 2008/5/7 １羽  いろはの森中間付近 いろはの森中間付近のベンチ近くで、東側の雑木林の中

から鳴いているのを確認した。  

白川司・史子  与瀬9E 

368 コシアカツバ
メ 

2008/5/27 ８羽  高幡台団地 今年は 2 つの巣だけを観察することにしました。一つの方
はすでに産卵を終えたようで 私がこの巣に近づくとどこか

からともなく、コシアカツバメが集まってきます。どちらも塒
としても使用しているようで、夕方は巣の前で毛づくろいを
したりしています。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

379 ビンズイ 2008/1/3 ３羽  小宮公園  大川征治  拝島７Ａ 

379 ビンズイ 2008/3/4 ３羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

379 ビンズイ 2008/3/27 ２羽  浅川・浅川大橋上流側 ２羽が木の枝に止まり草むらに消えた。山に戻る途中に立
ち寄ったか。 

定期（若狭誠、小澤礼
子、傍島玲子、峯尾
真澄） 

八王子7K 

395 カワガラス 2008/1/6 ２羽  北浅川・落合橋（関場付近） ２羽が一緒にいて、下流方面に飛び去る 粕谷和夫  五日市7A 

395 カワガラス 2008/1/6 １羽  醍醐川 ・小川橋上流側 川の淵のような所にいて、何回も潜水した後、上流方面に

飛び去る 

粕谷和夫  五日市6A 

396 ミソサザイ 2008/1/18 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

396 ミソサザイ 2008/4/7 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

406 ルリビタキ 2008/1/26 １羽  都立富士森高校敷地内 ♀タイプ、8:45、川際（南淺川）なのでジョウビタキならいる
だろうと思っていたのですが、ルリビタキとはなんとなく意

外でした。 

今野美代子  八王子4J 

406 ルリビタキ 2008/2/16 １羽  多摩川昭和堰下流右岸 右岸の林の中を鮮やかな青の背をしたオスが行動 古山・宮越（定期Ｃ） 拝島6E 

415 イソヒヨドリ 2008/1/29 １羽  谷地川新旭橋 7:38、橋の上流右岸の擁壁の上から降りてきて、川の上を
上流方向に飛び去った。今季初認。 

神谷古牧  立川0B 

415 イソヒヨドリ 2008/4/14 ２羽  JR 八王子駅南口の線路

沿い 

私は見ていませんが 4/14 昼頃に友達がやはり JR 八王子

駅南口の線路沿いで♂♀で 2 羽確認しています。♂は撮れ
なかったとのことですが、♀の写真を見せて貰いました。 

今野美代子  八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2008/4/18 １羽  JR 八王子駅南口から高
尾寄り５０m 先、線路際フ
ェンス 

♂、16時雨中、人通りの多い通路で人懐っこく、３m近くまでや
ってきて、金網フェンスを行ったり来たりしていましたが、携帯
で 1 枚写真撮ったあと金属板フェンスの中へ消えました。 

井上典子  八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2008/4/21 １羽  狭間町のイトーヨーカドー
東隣 

4 月21 日18 時35 分ごろ、狭間町のイトーヨーカドー東隣、
ホンダクリオ店の屋根の端っこにしばらくとまってからヨー
カドー方向へ飛び去りました。薄暗くて色が見えず、雌雄
不明ですが、大きさ、とまってるときの胸を張った姿勢、細

いくちばし、飛び立ったときの羽ばたき方と鳴き声（一声だ
けヒョロリと）から、イソヒヨドリと判断しました。 

横山由美子  八王子3G 

416 トラツグミ 2008/1/24 １羽  上川口小学校周辺 ヒノキ林の下、他にルリビタキ♂１羽が同じ場所に出現 上川口小野鳥観察会 拝島0E 

416 トラツグミ 2008/1/29 １羽  南陽台：御岳神社下の栗林 ミミズを採餌 馬場百合亜  武蔵府中0F 

416 トラツグミ 2008/2/15 １羽  小宮公園 落ち葉を突いて餌を探していて、近くを人が通ると、藪の中

に逃げ込み、暫くするとまた出てきて餌探しをしていました。 

大川征治、久保山嘉

男 

拝島7A 

416 トラツグミ 2008/2/16 １羽  多摩森林科学園 桜保存園の中、姿視認、2 月 17 日もほぼ同じ場所で 1 羽
観察。 

多摩森林科学園探鳥
会 

八王子2H 

416 トラツグミ 2008/2/17 １羽  戸吹緑地保全地域（とぶ
き育成園奥） 

近くにキクイタダキを含む混群 若狭誠  拝島3H 

416 トラツグミ 2008/2/21 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

416 トラツグミ 2008/3/11 １羽  高幡台団地緑地 今朝、裏山に入ってまもなく笹藪から 1 羽の鳥が私の前を
横切って反対側の笹藪に入りました。トラツグミでした。毎

年ですと 11 月ごろから 1 月にかけて見るこの鳥を今冬は
来ないのかなあと思っていたのですが、やはり来ていたの
ですね。また、しばらく姿をみなかったルリビタキ♂の若も
顔をみせてくれました。アオジやヤマガラも元気に飛び回

り、ガビチョウもあちこちであの声でないていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

416 トラツグミ 2008/3/11 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

416 トラツグミ 2008/3/13 １羽  八王子城跡付近 姿確認 密猟防止看板立隊 八王子1J 
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416 トラツグミ 2008/3/15 １羽  北野台石橋入緑地 7:00、自宅すぐ近くの公園で数日前にも目撃、この日に朝再

度確認できました。木立の中の斜面の枯葉の上で動きまわ
っていて、しばらく比較的近くで観察することができました。  

浜野建男  八王子8F 

416 トラツグミ 2008/3/15 １羽  宝生寺団地東側の林 鳴き声 清水盛通  拝島2B 

422 アカハラ 2008/1/9 １羽  谷地川下田橋 7:40、橋の下流右岸のニセアカシヤの木に留まっていた。
距離が近く、ゆっくり観察できた。鳴き声はあまりアカハラ
っぽく無く、飛び立つときも変わった声で鳴いていた。 

神谷古牧  立川0B 

422 アカハラ 2008/1/9 １羽  日野市東光寺グランド 7:55、グランド北側の林にいた。今季、暫く前からこの場所で
鳴き声を良く聞いていたが、この日ははっきりと視認できた。 

神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2008/1/16 １羽  多摩川・多摩大橋下流  大川征治  立川0C 

422 アカハラ 2008/1/22 １羽  日野市東光寺グランド 7:44、以前から鳴き声だけは良く聞こえていたグランド北側
の林で、アカハラがしっかりとその姿を見せてくれた。 

神谷古牧  立川0C 

422 アカハラ 2008/1/31 １羽  長沼公園：殿ヶ谷の道の
沢北側斜面 

地面の落葉を飛ばしながら採餌 馬場百合亜  八王子9G 

422 アカハラ 2008/2/2 １羽  北浅川・陵北大橋上流 50
ｍ付近 

川原で採餌 定期Ｃ  拝島1B 

422 アカハラ 2008/2/10 ２羽  北浅川・松枝橋上流側河原 河原の枯れた草むらに２羽一緒 カワセミ会探鳥会 拝島4B 

422 アカハラ 2008/2/15 １羽  宇津貫・台只沼谷戸 谷戸の田んぼと雑木林の境目のところでアカハラが落ち
葉をひっくり返して餌を探していた。そこにツグミが現れて
も相互に無関心のような反応無し。 

粕谷和夫  八王子7F 

422 アカハラ 2008/2/22 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

422 アカハラ 2008/3/1 １羽  北浅川・陵北大橋上流
100ｍ付近 

川原で採餌 定期Ｃ  拝島1B 

422 アカハラ 2008/5/7 ２羽  高幡台団地緑地 裏山に入ると直ぐアオゲラが啼いているので探していたので

すが、突然目の前からドラミング、しかし、青葉がもう広がり
すぎて見つけ 
ることはできないと思っていたら、左の方から再びピュッとい
う声、おそらくは２羽いたのだろうと思いました。そこから戻っ

てくると、地面を突いている数羽の鳥を発見。そのうちの 2 羽
はアカハラで、あとはムクドリでした。この時期、アカハラは
いつもここに集結のためでしょうか、毎年数羽やってきます。
来たばかりで警戒心が強く、すぐ飛び去ってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

424 シロハラ 2008/3/9 １羽  日野市多摩平 黒川清流
公園 

11 時半頃、公開探鳥会の帰りに寄ってみました。公園から
ややはずれた、鍼治療院や小児科・産婦人科のある通り
沿いの緑地でムクドリやツグミと混じって餌をついばんで

いました。ヒレンジャクは、この日はまだいませんでした。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

452 キクイタダキ 2008/1/3 ２羽  小宮公園  大川征治  拝島７Ａ 

452 キクイタダキ 2008/1/7 １羽  高幡台団地緑地 １０時過ぎに入ったからなのか、今日も裏山にはガビチョ
ウとヒヨドリ、キジバト以外は、常連の鳥たちは全く姿はな
かったのですが、太陽が姿を隠してしまって暗くなった山
に帰る前もう１度何かいないかと探してみると飛んできた

のはコガラでした。その左前方に上のほうから小さな鳥が
笹薮の中の枯れ木の枝に降りた鳥を見ると後ろ向きに止
まっていたのですが、羽の色はシジュウカラの色より薄く、
ずっと小さかったので頭部を見ると黄色が見えたので私は

すっかり興奮してしまい、カメラを取り出そうとしているうち
に見失ってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

452 キクイタダキ 2008/1/20 数羽  小宮公園 アオキの中にエナガと一緒にいて採餌 小宮公園支援探鳥会 拝島7A 

452 キクイタダキ 2008/1/31 １羽  長沼公園：殿ヶ谷の道の
沢北側斜面 

モミの木の実を喰う 馬場百合亜  八王子9G 

452 キクイタダキ 2008/2/4 ２羽  小宮公園 11：00、エナガの群れに２羽が混じり、常緑樹の中を素早く
動き回ったり、枯葉の周りでホバリングしたりしていました。 

久保山嘉男  拝島7A 

452 キクイタダキ 2008/2/17 ２羽+ 戸吹緑地保全地域（とぶ
き育成園奥） 

エナガ、シジュウカラ、コゲラの混群やトラツグミが近くにい
た。 

若狭誠  拝島3H 

452 キクイタダキ 2008/2/19 １羽  小宮公園（円形木道ベン

チ付近） 

午後 渡辺敬明  拝島7A 

452 キクイタダキ 2008/2/22 ５羽  平山城址公園（入口まで
の松並木） 

午前  渡辺敬明  武蔵府中
0G 

452 キクイタダキ 2008/2/22 ２羽  長沼公園（霧降の道頂上付近） 午前 渡辺敬明  八王子9G 

452 キクイタダキ 2008/3/7 ２羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

452 キクイタダキ 2008/3/13 数羽  八王子城跡付近 姿確認 密猟防止看板立隊 八王子1J 

456 キビタキ 2008/4/25 声  城山手 ♂声、今年も我が家の？モーニングバードが帰ってきまし

た。昨年は 4/30 でした。 

竹内開  八王子2H 

456 キビタキ 2008/4/30 ２羽  小宮公園  小宮定期  拝島7A 

456 キビタキ 2008/5/17 １羽  川町谷戸 さえずり 粕谷和夫  八王子2K 

463 サンコウチョウ 2008/5/14 １羽  高尾山 6 号路 声を聞く 粕谷和夫  八王子0E 

463 サンコウチョウ 2008/5/17 ２羽  八王子城跡 滝上流側で囀りと♀の姿。5/16 長谷川さん♂の姿確認。 若狭誠  八王子0H 

463 サンコウチョウ 2008/5/27 ２羽  八王子城跡 滝下流側で♂♀確認。 

5/17 と同一の固体でしょう。 

若狭誠、中村經男、

后子、安原功裕 

八王子0H 
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463 サンコウチョウ 2008/6/13 １羽  高尾山６号路琵琶滝先

50m 

囀る声を聞いた 琵琶滝コース定期カ

ウント 

八王子0F 

463 サンコウチョウ 2008/6/15 １羽  加住南丘陵  ♂1 中村啓二  拝島2E 

463 サンコウチョウ 2008/6/27 ２羽  八王子城跡 曳橋下流で営巣中 若狭誠  八王子0H 

465 ツリスガラ 2008/1/9 １羽  谷地川浄化施設 7:50、左岸のフェンスに留まっていた。当地初認。一見モズ
を小さくして、尾を短くしたイメージだった。 

神谷古牧  立川0C 

467 コガラ 2008/1/7 １羽   高幡台団地緑地 １０時過ぎに入ったからなのか、今日も裏山にはガビチョ
ウとヒヨドリ、キジバト以外は、常連の鳥たちは全く姿はな
かったのですが、太陽が姿を隠してしまって暗くなった山

に帰る前もう１度何かいないかと探してみると飛んできた
のはコガラでした。その左前方に上のほうから小さな鳥が
笹薮の中の枯れ木の枝に降りた鳥を見ると後ろ向きに止
まっていたのですが、羽の色はシジュウカラの色より薄く、

ずっと小さかったので頭部を見ると黄色が見えたので私は
すっかり興奮してしまい、カメラを取り出そうとしているうち
に見失ってしまいました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中
3H 

472 ゴジュウカラ 2008/1/3 ２羽  高尾山・いろはの道（１号
路出会い付近） 

モミの木に２羽（コガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、コ
ゲラの混群の中） 

粕谷和夫、浅野恵美
子 

与瀬9E 

472 ゴジュウカラ 2008/1/6 １羽  森久美自宅裏東側の斜

面（東浅川） 

14:30～15:30、自信がないのですが、図鑑で見るとゴジュ

ウカラかなあ、ルリビタキも図鑑的には似てますが。背中
は薄いきれいな青っぽくおなかは薄茶色っぽいようなオレ
ンジっぽいような、目の周りの模様をよく見なかったので。 
枯れ枝にとまってすぐ飛んでいってしまいました。  

森久美  八王子3G 

492 クロジ 2008/1/11 ２羽  高尾山６号岩屋大師付近 山道左側の藪の中を移動 琵琶滝コース定期カウント 八王子1E 

492 クロジ 2008/1/11 ２羽  高尾山 6 号路第 1 ベンチ

先 

山道右側の藪の中を移動 琵琶滝コース定期カウント 八王子0E 

492 クロジ 2008/3/8 １羽  多摩川・高月昭和堰横  大川征治  拝島6E 

501 アトリ 2008/1/11 １羽  高尾山６号路飛び石付近 木々の中を移動・参加者 H さんが確認 琵琶滝コース定期カウント 与瀬9E 

501 アトリ 2008/2/8 ７羽  高尾山 6 号路飛び石先 木々の中を移動・メジロ、シロハラも 琵琶滝コース定期カウント 与瀬9E 

501 アトリ 2008/2/8 １羽  高尾山山頂 WC 北側 木々の中を移動 琵琶滝コース定期カウント 与瀬9E 

501 アトリ 2008/2/12 1000 羽 

+ 

高尾山頂 １３：００頃 高尾山頂で、１０００羽ほどのアトリの大群を観

察しました。シメも混ざっていました。ビジターセンターの話
では、３０羽ほどの群れは観察しているが、これほどは、
はじめてとのことでした。高尾山頂のやまびこ茶屋あたり
から南側に向かい次々と波状に現れ、ときどき、梢にとま

ったり、飛び立ったりを繰り返していた。残雪の上に降りる
ものもいた。観察者：千葉槇子・ビジターセンターの職員数
名・八王子観光協会ガイド研修参加者数名  

千葉槇子  与瀬9E 

501 アトリ 2008/3/14 １羽  高尾山６号路飛び石付近 斜面の低木の間を移動 琵琶滝コース定期カ
ウント 

与瀬9E 

512 ベニマシコ 2008/1/3 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 8:23、桜並木北側の枯れススキの中にいた。ベニマシコの

他に僅か２㍍四方の中に、ホオジロ、アオジ、ジョウビタ
キ、シジュウカラが混在していた。 

神谷古牧  立川1B 

512 ベニマシコ 2008/1/6 ２羽  淺川・一番橋下流２００ｍ 一番橋下流２００ｍ、♀がヨモギの穂先で鳴いていた。飛

び立った後♂と絡むように上流に飛び去った。 

門口一雄他  武蔵府中

1K 

512 ベニマシコ 2008/1/14 ２羽  多摩川昭和堰下流右岸 セイタカアワダチソウなどの藪から声 古山・宮越（定期Ｃ） 拝島6E 

512 ベニマシコ 2008/1/19 ２羽  谷地川新旭橋 9:18、橋の下流川右岸にある資材（土砂）置き場に、雄雌
ペアで居た。 

神谷古牧  立川0C 

512 ベニマシコ 2008/1/27 １羽  高幡台団地緑地 ベニマシコ♂1 羽、ルリビタキ♀1 羽、キセキレイ 1 羽、アオ
ジ♂1 羽♀2 羽、エナガ5 羽、ガビチョウ 10 羽、コゲラ1 羽、
ヒヨドリ 1 羽、ハシブトガラス１羽、ルリビタキは少し慣れて
きたのか写真を撮らせてくれるようになり。今日はポーズも

ばっちりでした。ベニマシコは明星大との境にいつもアオジ
がいるところにいたので初めはピンクのアオジ？と思って
しまいました。でも、近すぎたので無理かなと思いながらカ
メラを向けるとやはり隠れてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

512 ベニマシコ 2008/2/8 ２羽  淺川・一番橋下流２０１ｍ 一番橋下流２０１ｍ、♀がヨモギの穂先で鳴いていた。飛
び立った後♂と絡むように上流に飛び去った。 

門口一雄他  武蔵府中
1K 

512 ベニマシコ 2008/2/8 ５羽  高月・多摩川・昭和堰横  大川征治  拝島4F 

512 ベニマシコ 2008/2/11 ２羽  浅川・長沼橋上流 300m
右岸 

8:30、♂1 羽 ♀1 羽、右岸のわずかな枯草の中を下流側
へ移動。♂はきれいな赤だった。 

佐藤哲郎  八王子9H 

512 ベニマシコ 2008/2/21 ２羽  浅川・暁橋上流の河原 セイタカアワダチソウの実を食べ、上流方向に移動してい
た。 

定期（若狭誠、小澤礼
子、峯尾真澄） 

八王子7K 

512 ベニマシコ 2008/2/22 ３羽  谷地川下流  大川征治  立川0C 

512 ベニマシコ 2008/4/8 ３羽  多摩川・多摩大橋下流 ♂１♀２ 大川征治  立川0C 

514 ウソ 2008/2/17 ３羽  南高尾・大平林道内 林道入口付近左潅木の枝に 福本順吉  与瀬9E 

514 ウソ 2008/3/8 ２羽  川町 城山中学校 北側 AM11.00、桜の木にウソが 2 羽芽をついばんでいた。桜の
芽はまだ堅そうでした。 

関根伸一  八王子2K 

514 ウソ 2008/3/16 ２羽  南高尾・大平林道内 ふれあい館裏右側木の枝と高尾山方面への分岐点付近
右の木立の中に 

福本順吉  与瀬9E 
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517 シメ 2008/3/16 １羽  多摩川滝山城跡下 昭和堰下流右岸の木々にとまる．夏羽期特有の銀色の嘴

が顕著． 

宮越俊一・リカ

（定期Ｃ） 

 拝島6E 

534 コ クマルガラ
ス 

2008/1/4 １羽  高月水田 １２：００〰２：３０  晴 微風、高月水田と貯水池観察。散
歩がてらでかけてみたらなん浄水場上流側の水田の「ハ

シボソカラス」の群れの中に「コクマルカラス」が１羽混じっ
ていました、多数のカメラマンが狙っていました。第１冬羽
と思われます。 

福本順吉  拝島6F 

534 コ クマルガラ
ス 

2008/1/5 １羽  高月浄水場横 ハシボソガラスの群れの中に 1 羽 大川征治  拝島5F 

536 ハシボソガラ

ス 

2008/3/5 １羽  高尾山頂付近 高尾山頂上付近のアンテナで鳴くカラス１羽あり、どうもハ

シボソガラスらしい。高尾山の山の中にいるカラスは通常
ハシブトガラスだけであるので、入念に観察するとやはり
ハシボソガラスであった。ここでこのボソカラスは珍しい。 

粕谷和夫他  与瀬9E 

910 ソウシチョウ 2008/3/14 ３羽  高尾山６号路飛び石付近 斜面の低木の間を移動 琵琶滝コース
定期カウント 

 与瀬9E 

          

２．猛禽         

128 ミサゴ 2008/3/6 １羽  みなみ野宇津貫公園 八王子市立みなみ野小学校の野鳥観察支援でミサゴ。小

さな水場しかないと思われますが、写真で見てみると小さ
な魚をつかんでいるようです。移動途中に立ち寄ったので
しょうか。この場所でミサゴは珍しいでしょう。 

小 張 義 雄 、 小 張 昌

子、岡本昭男、若狭
誠ほか 

八王子5F 

129 ハチクマ 2008/4/24 １羽  上川口小学校周辺 飛翔 上川口小野鳥観察会 拝島0E 

133 オオタカ 2008/1/6 １羽  淺川・一番橋下流３００ｍ 一番橋下流３００ｍ、低空で下流方面に飛び去った。 門口一雄他  武蔵府中
1K 

133 オオタカ 2008/1/9 １羽  多摩川谷地川合流部 8:05、合流部の１００㍍程上流側の木に留まっていた。ハ
シブトガラス２羽がすぐ側に留まっている。眉斑は細く、背
中に U 字形の白い斑がある。全体にぼやけた灰色。大柄

で、ハシブトガラスとあまり変わらない大きさだ。 

神谷古牧  立川1B 

133 オオタカ 2008/1/11 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 7:45、桜並木前の竹藪北側の木に留まっていた。ほんの３
０㍍程の近さだ。胸に細かい横斑のある、大柄な個体だ。

木の中程にじっとしていて、手持ちのカメラで、写真に撮る
事が出来た。 

神谷古牧  立川1B 

133 オオタカ 2008/1/13 １羽  天使病院上空 旋回汎翔 清水盛通  拝島2B 

133 オオタカ 2008/1/14 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

133 オオタカ 2008/1/19 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 8:30、桜並木前の中州の木に、ノスリがひっそりと佇むよう

に留まっていたが、其処にハシブトガラスが一羽やって来
たかと思うと、その木の根方からオオタカが飛び出す。オ
オタカはブトと殆ど変わらないほど大きい。多分雌の成鳥
だ。 

神谷古牧  立川1C 

133 オオタカ 2008/1/20 １羽  国道 16 号・暁町稲荷坂
交番上空 

12:58 16 号・暁町稲荷坂交番上空、車に乗車中にオオタカ
が上空を飛んでいるのを見つけました。かなり低く飛んで
いたので乗車中でもはっきりオオタカとわかりました。 

今野美代子  拝島6A 

133 オオタカ 2008/1/31 １羽  長沼公園：霧降の道上空 北西から強風に流され、南東に飛去 馬場百合亜  八王子9G 

133 オオタカ 2008/2/8 １羽  淺川・一番橋下流３００ｍ 一番橋下流３００ｍ、低空で下流方面に飛び去った。 門口一雄他  武蔵府中
1K 

133 オオタカ 2008/2/10 １羽  北浅川・陵北大橋北東の

山に立つアンテナ 

成鳥、アンテナで東向きにじっと止まっている。 カワセミ会探鳥会 拝島2C 

133 オオタカ 2008/2/17 １羽  南高尾・大平林道南上空 ドバト 20 羽あまりを追いかけていた 福本順吉  与瀬9E 

133 オオタカ 2008/3/1 １羽  北浅川・川原宿大橋付近 川原宿大橋北 400ｍ付近を飛翔 定期Ｃ  拝島0C 

133 オオタカ 2008/3/1 １羽  北浅川・松竹圏央道付近 圏央道西側上空を飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

133 オオタカ 2008/3/13 １羽  上恩方町・夕やけ小やけ
文化農園 

駐車場の北側の上空を通過 野鳥密猟防止
看板立隊 

 与瀬7K 

133 オオタカ 2008/3/16 １羽  多摩川滝山城跡下 滝山丘陵から飛来してまた元に戻った． 宮越俊一・リカ

（定期Ｃ） 

 拝島6E 

133 オオタカ 2008/3/23 １羽  東京都館町緑地保全地
域 

上空を旋回飛翔せず東北東方向に直線的に飛翔 粕谷和夫  八王子3E 

133 オオタカ 2008/4/6 ２羽  北浅川・松竹圏央道付近 圏央道北側トンネル上空を飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

133 オオタカ 2008/5/1 １羽  北浅川・松竹橋付近 恩方小西 200ｍほどの丘陵地の木に滞留。のち飛び去

る。 

定期Ｃ  八王子0K 

133 オオタカ 2008/5/7 ２羽  八王子城跡 御主殿跡上空を２羽５００ｍ上空を通過。 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

133 オオタカ 2008/5/16 １羽  高幡台団地緑地 裏山に入ったのですが、直ぐにオオタカに襲われたらしい
キジバトの食痕がありました。下段の道に降りて進むと緑
の生い茂った木の枝から 1 羽のオオタカが飛び立った。色

から察するに幼鳥または若鳥と思われます。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

133 オオタカ 2008/6/20 １羽  川町谷戸 林の中から声 粕谷和夫  八王子2K 

135 ツミ 2008/1/11 １羽  高尾山６号路琵琶滝上空 カラスと飛ぶ 琵琶滝コース
定期カウント 

 八王子0F 

135 ツミ 2008/1/13 １羽  天使病院上流 小鳥を狙って桜にとまる。模様を観察 清水盛通  拝島2B 

135 ツミ 2008/2/10 １羽  小宮公園 弁天池横 大川征治  拝島7A 
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135 ツミ 2008/2/21 １羽  小宮公園 声が聞こえ姿も見る 大川征治  拝島7A 

135 ツミ 2008/2/25 １羽  自宅 ツミの声が聞こえ南方の高圧線にツミ視認 大川征治、香  八王子8K 

135 ツミ 2008/3/23 １羽  東京都館町緑地保全地

域 

小鳥（種不明）を追って来たが、取り逃がした 粕谷和夫  八王子3E 

135 ツミ 2008/6/22 声  山下弘文自宅（長房町） 午前１０時半頃、長房の自宅裏で、ツミがふた声鳴き、急
いで飛び出して見ましたが、カラスは騒いだものの、ツミの

姿を見ることはできませんでした。 

山下弘文  八王子4J 

135 ツミ 2008/6/30 １羽  谷野西公園 11 時 45 分公園でツミを見た。11 時 55 分同公園でオナガ
の声を聞いた。（ツミの繁殖可能性有り） 

井手龍世  拝島6B 

136 ハイタカ 2008/1/2 １羽  多摩川・多摩大橋上流  大川征治  拝島10C 

136 ハイタカ 2008/2/22 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

136 ハイタカ 2008/4/6 １羽  北浅川・福祉園脇 獲物をつかんだまま北浅川に沿って東へ飛翔 定期Ｃ  拝島1A 

139 ノスリ 2008/1/2 １羽  多摩川・多摩大橋上流  大川征治  拝島9C 

139 ノスリ 2008/1/7 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 7:16、桜並木北側、中州の木に留まっていた。すぐ側の枝
にカラス一羽、カワラヒワ７羽が留まっていた。 

神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2008/1/9 １羽  日野市東光寺グランド 7:57、グランドのかなり北側の河川敷内の木の天辺に留ま
っていたが、すぐに飛び立ち、更に北東側の木に移動。背
中の白い斑とても多く目立つ個体であった。 

神谷古牧  立川0C 

139 ノスリ 2008/1/13 １羽  北浅川・川原宿大橋付近 北側上空をトビ 2 羽と一緒に旋回飛翔 定期Ｃ  拝島0B 

139 ノスリ 2008/1/13 １羽  北浅川・松竹圏央道付近 圏央道北側トンネルの上 モミの木に滞留 定期Ｃ  八王子0K 

139 ノスリ 2008/1/13 １羽  切り通し上空 旋回汎翔 清水盛通  拝島2B 

139 ノスリ 2008/1/14 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

139 ノスリ 2008/1/19 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 8:30、桜並木前の中州の木にひっそりと佇むように留まっ
ていたが、オオタカが木の根方から飛び出したのに驚いた
のか、飛び立って、１００㍍ほど上流側の木に移動する。 

神谷古牧  立川1C 

139 ノスリ 2008/1/29 １羽  日野市東光寺グランド 7:43、グランド北側の多摩川河川敷内の木に留まってい
た。お尻を持ち上げ、糞をとばしていた。 

神谷古牧  立川0C 

139 ノスリ 2008/2/11 １羽  案内川・落合橋（20 号）の
西側付近上空 

13 時 35 分、上空高く旋回後、南の方向に急降下 粕谷和夫  八王子1F 

139 ノスリ 2008/2/11 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

139 ノスリ 2008/2/22 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

139 ノスリ 2008/3/1 １羽  北浅川・松竹公園付近 松竹公園南側上空を飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

139 ノスリ 2008/3/5 １羽  高尾山・蛇滝林道 上空旋回 粕谷和夫他  八王子0F 

139 ノスリ 2008/3/13 １羽  八王子城跡付近 飛翔 密猟防止看板立隊 八王子1J 

139 ノスリ 2008/3/13 １羽  駒木野林道入口から東
北方向の木 

木のテッペンに止まっていて、暫くして飛び立った 野鳥密猟防止
看板立隊 

 与瀬9K 

139 ノスリ 2008/3/15 １羽  宇津貫丘陵 帆翔 粕谷和夫  八王子6E 

139 ノスリ 2008/3/16 １羽  多摩川滝山城跡下 滝山丘陵から飛来，畑の上を低く飛行して多摩川上流方

面に飛び去った． 

宮越俊一・リカ

（定期Ｃ） 

 拝島6E 

139 ノスリ 2008/3/16 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

139 ノスリ 2008/3/28 １羽  多摩川・多摩大橋上流  大川征治  拝島9C 

139 ノスリ 2008/4/11 １羽  高尾山 6 号路岩屋大師
上空 

稜線の上空を飛んでいた 琵琶滝コース
定期カウント 

 八王子1F 

139 ノスリ 2008/5/4 １羽  今熊山登山口周辺 今熊山山頂手前の展望台から登山口辺りの上空旋回中
のものを観察 

粕 谷 和 夫 、 長 谷 川
篤、浜野建男 

五日市８F 

139 ノスリ 2008/5/6 １羽  初沢川 ハシブトガラス 2 羽に追いかけられ西北方向に消える。そ
の後尾根筋（八王子 2F）から初沢川方向の上空旋回中の
１羽を観察。 

粕 谷 和 夫 、 長 谷 川
篤、浜野建男、浜野
知恵子 

八王子2E 

139 ノスリ 2008/5/7 １羽  八王子城跡 御主殿跡の上空３００ｍを通過。 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

140 サシバ 2008/6/1 １羽  遠矢堀公園 秋のサシバ観察ポイント（遠矢堀公園）から通称①の山と

呼んでいる山の上空でサシバ１羽を確認しました。日時・
場所は ６/１ １２：３０ 恩方第１小学校グラウンドです。
①の山で旋回しながら上昇し南西方向に滑空し城山城址
方向に飛び去りました。恩方地区では毎年この時期に見

られますが繁殖の可能性があるのでは・・・・ 

清水盛通  与瀬9K 

141 クマタカ 2008/1/6 １羽  醍醐林道・三沢林道出会
から上流方向へ最初の

ヘアピンカーブ付近上空 

ハシブトガラス１羽が突然鳴きながら出現、空を見上げる
と北側の稜線上にクマタカ１羽旋回、直ぐに視界から消え

る（西方向に飛び去る）。 

粕谷和夫  五日市3A 

141 クマタカ 2008/5/4 １羽  醍醐林道 ににく沢出合
手前 

9:20、北東側から現れ、上空を旋回後南西へ飛び去る。高
度は稜線より高く見えました、旋回してさらに高度を上げて

南西の山影に消えました。一応写真を撮りました。撮った
画像とカメラの仰角から判断すると高度は３００ｍ前後と推
定されます。また写真は旋回して高度を上げている時のも
のなので、発見時の高度はもう少し低いと思います。 

佐藤哲郎  五日市4B 

156 チョウゲンボウ 2008/1/1 １羽  日野市東光寺グランド 10:02、林の脇の藪から飛び立ち、すぐ側の灌木に一旦留
まり、暫くしてから飛び立ち藪の上を低く飛んで、林の中に
消える。雌のようだ。 

神谷古牧  立川0C 

156 チョウゲンボウ 2008/1/13 １羽  浅川・浅川大橋下流 飛翔 冬鳥一斉調査  八王子7K 

156 チョウゲンボウ 2008/1/13 １羽  宝生寺団地アンテナ アンテナにとまっていた 清水盛通  拝島2B 
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156 チョウゲンボウ 2008/2/11 １羽  浅川・長沼橋上流 200m

右岸 

8:10、♂1 羽、長沼第二アパート 16 号棟屋上の角にとま
る。 

佐藤哲郎  八王子9H 

156 チョウゲンボウ 2008/3/8 １羽  淺川・日野市民プール対
岸 

日野市民プール対岸の電柱に止まっていた。 門口一雄他  武蔵府中
2K 

156 チョウゲンボウ 2008/3/15 １羽  宝生寺団地アンテナ アンテナにとまっていた 清水盛通  拝島2B 

156 チョウゲンボウ 2008/3/25 １羽  谷地川・新旭橋下流  大川征治  立川0C 

156 チョウゲンボウ 2008/4/24 １羽  浅川・浅川大橋下流右岸

側 

チョウゲンボウが２羽のセグロセキレイに追われマンション

屋上に逃れた。 

定期（若狭誠、小澤礼

子、峯尾真澄） 

八王子7K 

156 チョウゲンボウ 2008/4/25 １羽  宇津貫丘陵（グミ沢） 丘陵の上空を旋回飛翔、南東方向に消える 粕谷和夫  八王子7F 

156 チョウゲンボウ 2008/5/3 １羽  高月水田 田んぼの角の杉のテッペンに止まっていた 粕谷和夫  拝島6F 

156 チョウゲンボウ 2008/5/7 １羽  中野山王稲荷坂交番上
空 

13:00、車で走っていたら、ツバメにモビングされているハト
サイズの鳥を見つけました。一瞬視野から外れたのです

が、信号待ちをしていた交番前信号上空までやってきたの
で双眼鏡で確認するとチョウゲンボウの雌がツバメ 7.8 羽
にモビングされていました。既に下を観察したいた友人に
メールしたところ、その後にエモノを持って母鳥が帰ってき

たというので、八王子駅近くの子育て中のペアの母鳥かも
しれません。エモノは未確認だそうです。 

今野美代子  拝島6A 

156 チョウゲンボウ 2008/5/17 １羽  宝生寺団地アンテナ付近 アンテナ手前を南西から北東に飛ぶ 清水盛通  拝島2B 

156 チョウゲンボウ 2008/6/14 １羽  松枝住宅屋上アンテナ 採餌中（鳥種は不明） 清水盛通  拝島3B 

333 アオバズク 2008/5/27 声   宝生寺緑地 今朝（5/27)  宝生寺緑地で アオバトが 鳴いていまし
た。アンテナ付近です。朝 4 時 30 分～5 時ごろ、団地内 
散歩中、 確認しました。 

柚木育子  拝島1C 

333 アオバズク 2008/6/7 声  山下弘文自宅（長房町） 週末の７日、今年初めて自宅でアオバズクを見聞しまし
た。pm21:35 に西側の隣家からの声に気付き、庭に出ると
拙宅の南の電線に来て、しばらく鳴き続け、その後裏の桜
に移り、pm22:10 に東に飛び去りました。昨年は五月に数

回来たのが、今年は無かったので気になっていたのです
が、ほっとしました。 

山下弘文  八王子4J 

333 アオバズク 2008/6/13 １羽  千人町の第五小学校の

東 

ｐｍ２１：０８に千人町の第五小学校の東で帰宅途中に声

がしたので、呼び寄せながら自宅まで来させました。途中
でお近くの山浦会員に電話して、聞いていただきました
が、しばらく我が家のアンテナなどに居て、２１：５０頃東に
飛び去りました。今期２度目の出会いです。 

山下弘文  八王子4J 

334 フクロウ 2008/4/27 １羽  川口緑地保全地区 15:30、ＧＭＧゴルフ場方面から声. 粕谷和夫  拝島2D 

334 フクロウ 2008/5/21 声  福本自宅前金比羅山 ホトトギスと同じ自宅ベランダから聞く。5 月 21 日（水）AM

１：４５～２：０５初認・6 月 9 日（月）PM８：０８～８：５０ 今季
2 度目 

福本順吉  八王子2G 

156 チョウ ゲンボ

ウ 

2008/5/7 ８羽  JR 八王子駅前市街地 親２羽＋ヒナ６羽、13:30、今年も繁殖しています。まだ産

毛状態ですが、友人と 6 羽を確認しました。見える位置で
は親が交互にカナヘビを中心に持ってきて与えています。
ヒナが小さいため少し大きいエモノは母鳥が巣に入り中で
毟って与えているようです。隣のマンションの管理人さん

の話だとセキレイやツバメ、スズメの羽根がよく舞い込ん
でくるそうです。 

今野美代子  八王子7J 

          

３．シギ・チドリ        

244 タシギ 2008/2/21 ７羽  浅川・大和田橋上流の水

管橋下流 

左岸側流れのそばに７羽のタシギの群れ。このようなタシ

ギの群れは初めてです。 

定期（若狭誠、

小澤礼子、峯
尾真澄） 

 八王子7K 

188 コチドリ 2008/2/16 １羽  多摩川拝島橋上流 拝島橋上流の中州を行動中。逆光でアイリングや白帯は

判別しにくかったが，シルエット，脚や顔等の色でコチドリ
と判断した。 

古山・宮越（定

期Ｃ） 

 拝島6E 

188 コチドリ 2008/3/16 １羽  多摩川拝島橋上流 拝島橋上流の中州で行動 宮越俊一・リカ（定期
Ｃ） 

拝島6E 

188 コチドリ 2008/5/17 １羽  川町谷戸 田んぼに１羽降りていた 粕谷和夫  八王子2K 

228 クサシギ 2008/1/13 １羽  北浅川・元木橋上流 70ｍ
付近 

飛んできて川中へ下りる 定期Ｃ  拝島1B 

228 クサシギ 2008/1/13 ２羽  北浅川・松枝住宅グラン
ド脇の川原 

採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2008/1/13 １羽  天使病院脇の堰 採餌 清水盛通  拝島2B 

228 クサシギ 2008/2/9 １羽  北浅川・松枝橋上流１５０
ｍ 

採餌 清水盛通  拝島4B 

228 クサシギ 2008/2/9 １羽  北浅川・松枝住宅グラン
ド脇の川原 

採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2008/2/9 １羽  天使病院脇の堰 採餌 清水盛通  拝島2B 

228 クサシギ 2008/3/1 １羽  北浅川・元木橋下流 100
ｍ付近 

左岸側で採餌と休憩 定期Ｃ  拝島1B 
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228 クサシギ 2008/3/15 １羽  北浅川・松枝住宅グラン

ド脇の川原 

採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2008/3/15 １羽  天使病院脇の堰 採餌 清水盛通  拝島2B 

228 クサシギ 2008/4/6 １羽  北浅川・松枝住宅グラン
ド脇の川原 

採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2008/4/6 １羽  松枝住宅北側 飛行 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2008/4/6 １羽  北浅川・陵北大橋下流 飛行 清水盛通  拝島2B 

231 キアシシギ 2008/4/27 １羽  多摩川拝島橋上流 拝島橋上流の中州で行動．移動中と思われる個体． 宮越俊一（定期Ｃ） 拝島6E 

231 キアシシギ 2008/5/4 ２羽  淺川・大和田橋上流 水管橋付近で２羽が採餌  
清水盛通追加情報（５/２ ８時くらいに同じ場所でキアシ
シギ２羽を見ています（同一固体？）。イソシギ、セッカ、オ

オヨシキリ、コチドリも付近で見られました。また、浅川大
橋左岸の公園からはまだアオジの声も聞こえていました。
アオジは週始め（先月２８日）にはカレッジタウンで姿も確
認しています。 

若狭誠  八王子7K 

242 ヤマシギ 2008/4/8 １羽  多摩川・多摩大橋下流の
林内 

２回飛び出した 大川征治  立川0C 

244 タシギ 2008/2/11 １羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

244 タシギ 2008/3/7 ５羽  淺川・大和田橋上流水管
橋下流 

2/21 定期カウントで確認した 7 羽のタシギの群れ、今日は
5 羽確認できました。（3/15 には確認できませんでした。ど

こかに移動したようです。） 

若狭誠  八王子7K 

188 コチドリ 2008/2/8 １羽  高月浄水場横の秋川 2 月 8 日コチドリを初認しました。ずいぶん早い飛来です

ね。 
  コチドリ 2 羽 高月浄水場横の秋川 

大川征治  拝島6F 

188 コチドリ 2008/2/8 ２羽  高月浄水場横の秋川 初認 大川征治  拝島4F 

188 コチドリ 2008/3/27 ２羽  淺川・大和田橋上流  若狭誠  八王子7K 

188 コチドリ 2008/3/27 ２羽  浅川・大和田橋上流 ペアと思われる２羽がいた。 定期（若狭誠、小澤礼

子、傍島玲子、峯尾
真澄） 

八王子7K 

          

４．托卵鳥        

320 カッコウ 2008/5/16 声  下川口公園  楢原ダイエー近く、１０時ごろ下川口公園でカッコウの声  杉森ユリ  拝島4B 

320 カッコウ 2008/5/24 声  多摩川の中央線鉄橋上
流側、谷地川との合流部
に近い中州 

カッコウ居ました。７時５０分 多摩川の中央線鉄橋上流
側、谷地川との合流部に近い中州で鳴いていました。一時
間近くの間に、何回も鳴いていました。 

神谷古牧  立川1C 

321 ツツドリ 2008/5/5 ３羽  醍醐川支流のににく沢他 ににく沢で２羽、うち１羽は木のテッペンに止まって鳴くの
を視認。他の１羽は与瀬 3K 

粕谷和夫、長
谷川篤、廣川
潔 

 五日市4B 

321 ツツドリ 2008/5/6 声  森久美自宅（高尾町） 声、自宅東側の山より 初聞きです 森久美  八王子2G 

321 ツツドリ 2008/5/7 １羽  八王子城跡 御主殿跡で声 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

321 ツツドリ 2008/5/7 １羽  日影沢林道の車止め柵
から約２００ｍ入った付近 

日影沢林道の車止め柵から約２００ｍ入った付近で、一丁
平方向から鳴き声が聞こえた。その後、一丁平から紅葉
台にかけて５０ｍ～１００ｍ位の近いところで移動しながら

鳴いているのを確認するとともに姿を確認した。 

白川司・史子  与瀬8F 

321 ツツドリ 2008/5/14 １羽  高尾山 6 号路 6 号路第１ベンチ付近で声 粕谷和夫  八王子0E 

321 ツツドリ 2008/5/16 ２羽  南高尾・大平林道 ふれあい館前杉木立の尾根付近と一丁平への登山口付
近の上部尾根付近 

福本順吉  与瀬9E 

321 ツツドリ 2008/5/21 １羽  八王子城跡 御主殿跡付近で声 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

321 ツツドリ 2008/6/4 声  高尾山 １号路、声 粕谷和夫他  八王子１F 

322 ホトトギス 2008/5/13 １羽  丸山自宅（西寺方町） ０時前にホトトギスの初鳴きを聞きました。浴槽に浸ってい

ると突然「特許許可局」のひと鳴き。 

丸山二三夫  拝島1B 

322 ホトトギス 2008/5/16 １羽  南高尾・大平林道 一丁平登山口付近左側尾根付近 福本順吉  与瀬9E 

322 ホトトギス 2008/5/17 声  矢崎恵美子自宅（ 八木
町） 

私のホトトギスの初聞きは自宅より 
5/17 3：00 北西より南東へ鳴きながら通過して行きまし
た。 

矢崎恵美子  八王子5J 

322 ホトトギス 2008/5/17 １羽  八王子城跡 御主殿跡付近で声 若狭誠  八王子0H 

322 ホトトギス 2008/5/18 １羽  小下沢・中央高速道橋付

近 

声を聞く 粕谷和夫  与瀬9G 

322 ホトトギス 2008/5/19 １羽  高幡台団地第１緑地 久し振りの高幡台団地緑地でホトトギスの初音七声。同団
地でコシアカツバメの、巣（踊り場）への出入りを見とれ帰

路に。AM１０：１０   

渡辺敬明  武蔵府中３
Ｊ 

322 ホトトギス 2008/5/21 １羽  八王子城跡 御主殿跡付近で声 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

322 ホトトギス 2008/5/22 １羽  山下弘文自宅（長房町） 昨晩（ｐｍ２１：３５）長房町の自宅の南側（多分南淺川沿
い）をホトトギスが鳴きながら（3 回）、西に飛びました。自
宅付近では今期はじめてでした。 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2008/5/22 １羽  高幡台団地緑地 昼ごろ裏山からホトトギスの賑やかな声が聞こえてきまし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2008/5/22 １羽  神谷古牧自宅（石川町） 私も今朝早く自宅で、ホトトギスの鳴き声を聞きました。今

季初認です。 

神谷古牧  立川0B 
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322 ホトトギス 2008/5/22 １羽  上川口小学校 ２２日 13:30 頃 上川口小南側の山から ホトドギス声 初

聞きです。 23 日も 15:00 頃 同上 盛んに鳴いていまし
た。  

森久美  拝島0E 

322 ホトトギス 2008/5/23 ２羽  横山由美子自宅（ 狭間

町） 

狭間町の横山です。ホトトギスの声、やっと聞くことができ

ました。声は南東から南西に移動していました。5 月 23 日
未明 3 時ごろです。 

横山由美子  八王子3G 

322 ホトトギス 2008/5/24 １羽  森久美自宅（高尾町） 5 月 24 日 7:00 頃  高尾町自宅 東側の山から ホトトギ

ス声 初聞きです。 

森久美  八王子2G 

322 ホトトギス 2008/5/24 声  横山由美子自宅（ 狭間
町） 

24 日、26 日、27 日早朝 2 時～3 時頃にも聞こえました。 横山由美子  八王子3G 

322 ホトトギス 2008/5/24 声  中村后子自宅（下恩方） ６：３０  自宅  初聞です。５月２８日も６：２５分、７：３０
分 自宅です。 

中村后子  拝島1A 

322 ホトトギス 2008/5/27 声  高幡台団地緑地 裏山に入ってすぐ、ホトトギスの声の洗礼を受けました。鳴
きながら飛んで行ったので姿は確認できませんでした。帰
りに再び反対側から声がしました。ウグイス、ヒヨドリ、シジ
ュウカラの声もありましたが姿は見えず。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2008/5/27 声  山下弘文自宅（長房町） ホトトギスが今朝４：０９～１３と５：４８と二度自宅近くにや
ってきました。最初は南西方向で停まっていて、二度目は
北西方向で、飛行中だったと思われます。 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2008/5/27 ２羽  八王子城跡 ８：４５分頃曳橋の上 ２羽確認  初見です。 中村后子  八王子0H 

322 ホトトギス 2008/5/27 声  山下弘文自宅（長房町） ホトトギスの追加報告、既報分に加えて次のとおり追加で

す。いずれも自宅南側 
   ２７日 am4:09-13 
    ２８日 am3:19 
    ３１日 pm0:01-03   pm13:30 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2008/6/1 １羽  日野市朝日山緑地 ここに入ると直ぐ、予想通り頭上でホトトギスの声がしまし
た。でも緑が深すぎてその姿を確認することはできません
でした。しかし、しばらくするとその声が遠くなったので帰ろ

うと戻る道、地面に１羽のキジバトに似た鳥を見つけまし
たが私を見ると飛びあがって木の陰に隠れてしまいまし
た。私が何の鳥かと思って回って見ようとした途端、飛ん
でしまいました。それはホトトギスでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
4H 

322 ホトトギス 2008/6/1 声  今野美代子自宅（ 中野
町） 

 18:59、声のみ 自宅にて。やっと今年もうちの近くに来た
ようです。多摩病院の裏山で鳴いています。今年のも・・・

なんか鳴き声がヘタです。 

今野美代子  拝島6B 

322 ホトトギス 2008/6/1 １羽  富士見台霊園東側(大谷
町) 

久しぶりに晴れ渡った昨日、早朝 6 時頃小宮公園東側牧
草地を散歩中、ほとんど移動なく同じ場所で啼いているの

を３０分ほど聞きました。          

井上典子  拝島7A 

322 ホトトギス 2008/6/1 １羽  井手自宅（みつい台） 18 時 57 分庭の木に止まる。6 月 2 日 9 時 53 分声･5 日 9
時 30 分声・7 日 8 時 20 分声・9 日 10 時 30 分声、14 時 00

分庭に木に止まる、16 時 15 分声、17 時 35 分声、10 日早
朝 3 時声、7 時 10 分声、7 時 25 分声・11 日 7 時 45 分声･
14 日早朝 3 時 30 分声、14 時 45 分声・15 日 6 時 43 分庭
の木に止まる、6 時 55 分庭の木に止まる、7 時 20 分声、8

時 7 分庭の木に止まる、9 時 37 分庭の木に止まる・16 日
8 時 15 分庭の木に止まる・17 日早朝 4 時 25、4 時 28 分、
5 時 12 分庭の木に止まる、5 時 30 分声・19 日 7 時 15 分
庭の木に止まる、7 時 35 分と 45 分声・20 日 8 時 12 分声･

21 日 8 時 35 分庭の木に止まる･22 日 6 時 30 分と 45 分
声、8 時 53 分庭の木に止まる・23 日 10 時 7 分声。 
ホトトギスは 6 月 23 日をもって来なくなった。 

井手龍世  拝島6B 

322 ホトトギス 2008/6/3 声  福本自宅前金比羅山 自宅前金比羅山中腹で鳴く。6 月 3 日（火）AM:４：３７・6 月
4 日（水）AM７：３７、PM１２：１５・6 月 7 日（土）AM4：５７・6
月 9 日（月）AM４：２２ 

福本順吉  八王子2G 

322 ホトトギス 2008/6/4 声  高尾山 １号路、声 粕谷和夫他  八王子１F 

322 ホトトギス 2008/6/4 ３羽- 多摩川右岸昭和堰下流
河原 

304 ホトトギス  2008/6/4 13-17 時 ２．３羽？ 声のみ  
今野美代子  托卵   

今野美代子  拝島6E 

322 ホトトギス 2008/6/5 声  多摩川右岸昭和堰上流
河原 

 粕谷和夫  拝島6E 

322 ホトトギス 2008/6/5 声  高月城跡  粕谷和夫  拝島5E 

322 ホトトギス 2008/6/9 声  山下弘文自宅（長房町） am01:55 にかなり遠い南からのホトトギスの声を３回聞きま
した。 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2008/6/10 声  高幡台団地緑地 今朝も裏山ではホトトギスの声が聞こえてきましたが、姿
は見えませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2008/6/12 声  粕谷和夫自宅（天神町） 朝 4 時 14 分、自宅で声を聞く 粕谷和夫  八王子6J 

322 ホトトギス 2008/6/13 声  山下弘文自宅（長房町） 本日 13 日、am3;43 自宅でホトトギスの声を数声聞きまし

た。方向を把握できる前に止めていまいましたが、飛行中
だったと思います。 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2008/6/15 １羽  とぶき育成園奥の沢 声 中村啓二  拝島3E 
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322 ホトトギス 2008/6/16 声  福本自宅前金比羅山 ホトトギスをまとめて報告。 

場所＜自宅前金比羅山の中腹付近でで鳴いていたもの。 
6 月 16 日（月）ＡＭ９：１０、ＰＭ５：１２、の 2 回 
6 月 17 日（火）ＡＭ４：１６ 
6 月 18 日（水）ＡＭ５：１２、ＰＭ５：０７の 2 回 

6 月 19 日（木）ＡＭ４：３７ 
6 月 20 日(金）ＡＭ８：４０ 
6 月 21 日（土）ＡＭ８：５８ 
6 月 26 日（木）ＡＭ３：４７ 

7 月 1 日（火）ＡＭ８：１７、ＰＭ５：４１、の 2 回 
7 月 2 日（水）ＡＭ５：２７ 
7 月 3 日（木）ＡＭ９：４０ 
7 月 6 日（日）ＡＭ３：１３，ＡＭ３：５６、ＡＭ４：１８、ＰＭ３：５０

の 4 回  

福本順吉  八王子2G 

322 ホトトギス 2008/7/25 声  ふくも自宅前金比羅山中
腹 

自宅前金比羅山中腹で鳴いていたもの。 
7 月 25 日（金）ＡＭ４：２１、ＰＭ５：３４、ＰＭ５：４５ の 3 回。 

7 月 27 日（日）ＡＭ４：２６。 
7 月 2８日（月）ＡＭ７：０３。 
7 月 30 日（水）ＡＭ４：２４。 

福本順吉  拝島2B 

322 ホトトギス 2008.5.15 １羽  山崎自宅・絹ヶ丘１丁目 １５日以降ほぼ毎日、昼も夜も、長沼公園方向から聞こえ
る。 

山﨑悠一・ 久
美子 

 八王子9G 

322 ホトトギス 2008/5/ 

6/ 

声  金比羅山（福本 自宅付

近） 

年月日：  [５/１８、AM6:00 初認]・[５/１９AM６：１０]・[５

/20AM5:30] ・ [5/24AM5:45] ・ [5/25AM4:50] 及 び 時 刻 
[5/26AM5:10] ・ 8AM9:10,15:23] ・ [5/30AM10:47] ・ 
[6/2AM4:35]、金比羅山にはキビタキ、ウグイス、オオルリな
どが５月始めから囀っていたので繁殖している可能性があり

この為托卵を狙ってきているのではと推測されますが如何で
でしょうか。何故ならば周囲はフェンスで囲まれて人は入れ
ない状況にあり鳥にとっては安全な場所だからです。                     

福本順吉  八王子2G 

          

５．繁殖         

63 ダイサギ 2008/5/17 ９羽  多摩川昭和堰上流 夏羽と冬羽の個体が混ざっていた 宮越俊一（定期Ｃ） 拝島6E 

344 カワセミ 2008/5/17 ２羽  多摩川昭和堰上流 近くの枝に止まった♂♀一組が鳴き交わしていた 宮越俊一（定期Ｃ） 拝島6E 

349 アオゲラ 2008/2/21 ２羽  小宮公園 ♂♀繁殖行動 大川征治  拝島7A 

344 カワセミ 2008/3/16 ２羽  多摩川滝山城跡下 水管橋付近で川から右岸に飛来，♂♀各１羽が追いかけ
合うように藪に消えた．繁殖行動か． 

宮越俊一・リカ
（定期Ｃ） 

繁殖3 拝島6E 

536 ハシボソガラ
ス 

2008/3/16 １羽  多摩川滝山城跡下 昭和堰下流の中州で，木の枝を加えて巣造り． 宮越俊一・リカ
（定期Ｃ） 

繁殖4 拝島6E 

344 カワセミ 2008/5/17 １羽  川町谷戸 赤土の崖に営巣、えさ運び 粕谷和夫 繁殖４
① 

八王子2K 

456 キビタキ 2008/5/28 １羽  高尾山・山頂下６号路と 5

号路合流付近 

キビタキ♂が山頂下６号路と 5 号路合流付近で虫を咥え

ているのを視認 

千葉槇子他 繁殖４

① 

与瀬9E 

526 ムクドリ 2008/4/25 １羽  宇津貫、台・只沼 餌運び 粕谷和夫 繁殖４
① 

八王子7F 

536 カラスｓｐ 2008/5/7 １家  JR 八王子駅前市街地
（菊屋の看板） 

カラス sp 親 2 羽 ヒナ見えないが、給餌の様な行動が見
える。13:30 駅前市街地一昨年使っていて、去年は使って
いませんでしたが今年また菊屋の看板の「屋」の所の巣を

再利用しています。喉袋に餌をため込んだ親鳥が交互に
戻ってきて、給餌のような行動をしていますが、ヒナは小さ
いのかまだ見えません。種類はびみょーな感じです。多分
ブトだと思うのですが遠目のため確信が持てません。 

今野美代子 繁殖４
① 

八王子7J 

5 カイツブリ 2008/6/9 ３羽  浅川・長沼橋上流側左岸
湿地 

10:30、カイツブリ（幼鳥） ３羽、湿地端を３羽で泳ぐ。近く
に親鳥の姿は見えなかった。時々ここで成鳥を見かけるこ
とがあるが、幼鳥は初始めて。 

佐藤哲郎 繁殖４
② 

八王子9H 

5 カイツブリ 2008/6/28 １家  淺川・左岸長沼橋上流湿
地 

親１＋子３の親子連れ カワセミ会ジュ
ニ ア ク ラ ブ 探
鳥会 

繁殖４
② 

八王子9H 

95 カルガモ 2008/5/19 １１羽  淺川・淺川大橋下流 １週間前には２０羽程を数えたキアシシギも少なくなり北の
大地に向けて元気に飛び去った様子です。まだ何羽か残

るキアシシギの浅瀬に目をやると『・・・・！』なんと親の周り
に１，２，３，４・・・なんと１０羽のカルガモのヒナです。親の
周りをつかず離れずなんともカワイイしぐさで動き回ってい
ました。 

清水盛通 繁殖４
② 

八王子7K 

95 カルガモ 2008/5/19 ９羽  第五小学校の裏の南淺
川で（五月橋歩道橋下） 

朝 6 時 10 分、幼鳥８羽と親 1 羽の家族を見ました。周辺で
の今期の幼鳥の初観察です。巣離れ後すこし経っている
もののようでしたが、昨日来の豪雨で、今朝は水量が著増

して、川幅いっぱいの濁流になっているところも多く、雛た
ちが流されずに無事にしているか心配です。 

山下弘文 繁殖４
② 

八王子4J 

95 カルガモ 2008/6/5 １０羽  程久保川程久保橋付近 ヒナ７羽、同上成鳥３羽、今朝、農協に野菜を買いに行っ

た帰り程久保川を通りながら帰ってくると、誕生して１日か
２日とみられるカルガモのヒナ７羽が母親に連れられて出
てきました。今度はカラスに襲われませんように。 

佐藤サヨ子 繁殖４

② 

武蔵府中

2H 
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95 カルガモ 2008/6/13 ４羽  京王線高幡不動駅北口

を、出たすぐ左手の用水
路 

今、京王線高幡不動駅北口を、出たすぐ左手の用水路の

中に、可愛い３羽の雛を連れたカルガモがいます。１０日
ほど前には、５羽でしたが、カラスにやられました。ただこ
こ数日は奮闘して何とか守っています。毎年、カルガモ
は、この三面張りの、雛の這い上がれない用水路の中で、

繁殖し全滅していきました。ただ数年前に、日野市のごみ
収集の方法が変わり、周辺のカラスが減ったため、何とか
生き延びるものが、出てきまして、昨年は２組で合計７羽
が、三面張りの壁を乗り越えるまでに育ち、消えてゆきま

した。先年カラスの繫殖調査をしたころは、１２羽ずつの雛
を連れた、何組かの親鳥が、たくさんの見物人や通行人た
ちのの声援にもかかわらず、両サイドの手すりの上に、ず
らりと並んで隙をうかがうカラスたちに、全部がやられるの

に、１週間もかからなかったのです。交互にフェイントをか
け、見事な連係プレーで自分たちの巣に、獲物を持ち帰る
カラスの利口さに比べ、毎年、反省も無く同じところで繫殖
するカルガモの馬鹿さかげんに「腹が立つ」人も多いので

すが、一日中「ほーやれほ」と、カラス追いをするわけにも
いかず、ちょっと見ぬ間に「また減った」と切歯扼腕の日々
が、続くのです。 

中村啓一・ 千

枝 

繁殖４

② 

武蔵府中

3K 

95 カルガモ 2008/6/28 １家  淺川・左岸長沼橋上流湿
地 

親１＋子７の親子連れ カワセミ会ジュ
ニ ア ク ラ ブ 探
鳥会 

繁殖４
② 

八王子9H 

95 カルガモ 2008.5.22 ２羽  淺川・長沼橋下流側水門
脇の湧水路 

親１＋子１、子供は瓜坊主的な雰囲気だが１羽しかいなか
った。 

山﨑久美子 繁殖４
② 

八王子9G 

179 バン 2008/6/7 １家  多摩川右岸淺川合流付

近 

親子（親１＋子６） 柚木鎮夫、柚

木鎮夫 

繁殖４

② 

武蔵府中

4K 

388 モズ 2008/5/1 ６羽  北浅川・小田野中央公園 １０周年記念樹近くの右岸に親子連れ。親２、幼鳥 4 定期Ｃ 繁 殖
4② 

拝島1A 

432 ウグイス 2008/5/7 ２羽  高幡台団地緑地 巣立ちしたばかりらしいウグイスのヒナが 2 羽いたのでカメ
ラを向けると、親が呼んだのか別の木の葉っぱの陰に隠
れてしまいました。 

佐藤サヨ子 繁殖４
② 

武蔵府中
3H 

432 ウグイス 2008/6/4 ３羽  多摩川右岸昭和堰下流
河原 

昨日は久しぶりに昭和関より少し下流の多摩川河川敷を
歩きました。竹藪に挟まれた道を歩いているときに、藪の
中に動き回る鳥を見つけたので、立ち止まって見ようとし

たら、いきなり頭上にウグイス成鳥が現れて人の気を引き
つけるように鳴きました。どうやら見ようとしていたのはヒ
ナだったようで、クチバシの端が黄色く羽根もぽさぽさでも
何故か眉斑はくっきり。親鳥はヒナを守るためにわさわざ

人前に飛び出してきたようです。ホーホケキョと鳴いていた
ので・・・雄親でしょうか。あの鳴き方って確か雄だけですよ
ね。ウグイスの声よりガビチョウの声の方が多いように思
った散歩でしたが、ウグイスたちもがんばって繁殖してい

るようです。また、現地にいる最中ずっとホトトギスの声が
聞こえていました。どーも２．３羽いたようです。15:30 ウギ
イス親鳥 1 羽、ヒナは視認できたのは 2 羽。 

今野美代子 繁殖４
② 

拝島6E 

432 ウグイス 2008/6/15 １家  山下弘文自宅（長房町） ウグイス一家（繁殖） 巣は未確認、１５日午後、庭にジュ
ジュジュッという小声の主が現れ、探してみたらウグイスの
巣立ち雛で、藪の中で親の確認ができていませんが、６羽
の集団で、雄はやや離れた位置で囀っていました。巣立ち

後かなり日が経っているようで、活発な動きでした。 

山下弘文 繁殖４
② 

八王子4J 

502 カワラヒワ 2008/5/17 ２羽  川町谷戸 親１が子１に餌さを与える 粕谷和夫 繁殖４
② 

八王子2K 

314 キジバト 2008/3/6 １羽  八王子市立みなみ野小
学校付近 

街路樹のナマ木の枝を折り、銜えて飛び去る（巣材運び） 粕谷和夫 繁殖４
③ 

八王子6F 

357 コゲラ 2008/4/6 ２羽  北浅川・小田野中央公園 巣作り中。 体がすっぽり入るまで掘り進む。 定期Ｃ 繁殖４
③ 

拝島1A 

374 ハクセキレイ 2008/4/24 １羽  上川口小学校 校内の渡り廊下屋根隙間に巣材運び 上川口小野鳥
観察会 

繁殖４
③ 

拝島0E 

520 スズメ 2008/4/25 １羽  宇津貫町「RION 倉庫」 巣材運びと巣作り（RION 倉庫の「Ｒ］の字と壁の間にスズ

メが巣材を運んだ。よく見ると隙間に枯れ草が一杯詰め込
まれていた） 

粕谷和夫 繁殖４

③ 

八王子6E 

349 アオゲラ 2008/3/23 １羽  東京都館町緑地保全地

域 

ヤマザクラに巣穴彫り最中 粕谷和夫 繁殖４

③  

八王子3E 

366 ツバメ 2008/3/28 ２羽  JR・日野駅前 フレッシュ
ネスバーガー付近 

9 時半頃、今年も営巣しそうです。 福島孝子 繁殖４
④ 

立川1B 

374 ハクセキレイ 2008/5/2 ２羽  楢原町 路上で交尾 粕谷和夫 繁殖４
⑤ 

拝島4B 

374 ハクセキレイ 2008/6/5 ２羽  高月水田 田んぼの畦で交尾 粕谷和夫 繁殖４
⑤ 

拝島6F 

388 モズ 2008/2/5 ２羽  由井三小付近 オスのところにメスが飛来して２羽一緒になる（いわゆるモ

ズの嫁入り行動か） 

粕谷和夫 繁殖４

⑤ 

八王子6G 
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373 キセキレイ 2008/5/22 １羽  ＪＲ八王子駅北口付近 駅近くの市街地ビル屋上のアンテナで♂が繁殖期の鳴き

声している。近くに巣がありそう。 

粕谷和夫 繁 殖

4⑥ 

八王子7J 

368 コシアカツバ
メ 

2008/6/28 ２巣  高幡台団地 雨を理由にさぼっていたコシアカツバメの巣を、今朝久し
ぶりに霧雨の中見に行ってきました。１つの巣にはすでに

ヒナが誕生していて、大家さんが階段に敷いてくれた紙に
は糞がたくさん落ちていました。この巣は私が観察をはじ
めてから一度もヒナが誕生したことはなく、塒として使って
いたところです。またもう１つの巣は毎年ヒナが誕生してい

たところですが、今年はまだわかりません。  

佐藤サヨ子 繁殖５
① 

武蔵府中
3H 

471 シジュウカラ 2008/5/7 １家  福本順吉自宅（高尾町） 遅くなりましたが我が家のシジュウカラ等の巣立ち報告を
します。我が家の軒下にある巣箱から今年もシジュウカラ

が６羽１２日朝７時３０分巣立っていきました。１９９７（平９
年）に２箇所取り付けて１９９９（平１１年）５月に初めて巣
立ちしてから９年連続巣立ちしたことになります。途中平成
１３年５月と１５年５月はヤマガラも各５羽巣立っていきまし

た。今年も現在もうひとつの巣箱で抱卵中です。無事に巣
立っていくように祈っています。 

福本順吉 繁殖５
① 

八王子2G 

471 シジュウカラ 2008/6/2 １家  中村后子自宅（下恩方） 我が家のシジュウカラも今朝９：45 分ごろ巣立ちました。巣

立ちには確認できませんでしたが、カキの木でピイピイ声
がし 1 羽だけが地面にいるのを確認しました。 

中村后子 繁殖５

① 

拝島1A 

537 ハシブト ガラ

ス 

2008/3/29 ２羽  北野公園の浅川＆卸売

市場側照明棟 

ハシブトカラス(多分) 、北野公園の浅川＆卸売市場側照

明棟にカラスの巣があり、1 羽が入った後、交代してもう 1
羽が出て行くのを見ました。 

今野美代子 繁殖５

② 

八王子9H 

469 ヤマガラ 2008/3/16 １羽  片倉城跡公園 先日 16 日（日）、片倉城跡公園の「定期カウント」を行いま

した。例年カワセミ会で設営されている巣箱（＝本丸跡と
住吉神社の間の 6 号巣箱）に「ヤマガラ」が忙しそうに出入
りしていました。新婚カップルの新居の準備でしょうか？邪
魔にならないようにとっとと退散しました。 

関三喜雄 繁殖５

③ 

八王子7G 

          

６．行動         

96 コガモ 2008/1/16 190 羽+ 多摩川・多摩大橋下流 大きな群れは珍しい 大川征治  立川0C 

96 コガモ 2008/2/5 ５羽  湯殿川・由井三小付近 １羽のメスを４羽のオスが輪状に取り囲みオスが首を伸び

縮みし、尻を上げる求愛ディスプレイ行動をする。 

粕谷和夫  八王子6G 

96 コガモ 2008/3/16 ７０羽  多摩川・多摩大橋下流  大川征治  立川0C 

100 ヒドリガモ 2008/3/27 ２羽  淺川・浅川大橋上流  若狭誠  八王子7K 

100 ヒドリガモ 2008/3/27 ２羽  浅川・浅川橋上流 この場所では久しぶりです。北に帰る途中で川の中の草
の茂みに立ち寄ったのでしょう。 

定期（若狭誠、
峯尾真澄） 

 八王子6K 

263 セグロカモメ 2008/2/16 １羽  多摩川昭和堰下 第２回冬羽と思われる若鳥が多摩川沿いに昭和橋に飛び
去った。この地域での若鳥は珍しいと思われる。 

古山・宮越（定
期Ｃ） 

 拝島6E 

337 ヒメアマツバメ 2008/1/29 ４羽 + 八王子郵便局本局の橋
上空（浅川・浅川大橋） 

 2:20、信号停車時に、上空に飛んでいるのに気がつきま
した。4 羽までは視認できましたが 5 羽程度居たように思い
ます。明らかに鎌形の翼とイワツバメと同程度か小さいぐ
らいのサイズ、黒い腹でヒメアマツバメと判断しました。 

今野美代子  八王子7K 

337 ヒメアマツバメ 2008/2/11 ４羽  谷地川下流  大川征治  立川1C 

337 ヒメアマツバメ 2008/2/21 ３５羽  浅川・大和田橋上流の水

管橋上空 

35 羽の群れは久しぶりです。受難が続く集団ねぐらが復

活しているのか。 

定期（若狭誠、

小澤礼子、峯
尾真澄） 

 八王子7K 

349 アオゲラ 2008/1/1 １羽  小宮公園  大川征治・香  拝島7A 

349 アオゲラ 2008/1/9 １羽  日野市東光寺グランド 7:56、グランド南側のお寺から鳴き声が聞こえた。 神谷古牧  立川1B 

349 アオゲラ 2008/1/28 １羽  多摩川中央線鉄橋上流 7:47、河川敷から飛んできて、日野市営住宅前の銀杏の
木に留まった。木の高い見通しの良いところに留まったの
で頭の赤いところまでよく観察できた。こんなに大きかった
かと思うほど大きく見え、キジバトと殆ど変わらない大きさ

と実感した。 

神谷古牧  立川1B 

349 アオゲラ 2008/3/27 ２羽  小宮公園 繁殖、カメラマン多数 大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2008/4/29 １羽  日野市神明 2 丁目神明
上第 10 緑地 

9 時頃、姿は確認できませんでしたが、久しぶりに「ピョー
ォ ピョーォ」を聞きました。 

福島孝子  武蔵府中１
K 

357 コゲラ 2008/6/25 １羽  中村后子自宅（下恩方） 庭のキウイフルーツの木に飛んできてドラミングなどしてい

ました。 

中村后子  拝島1A 

366 ツバメ 2008/3/28 ２羽  多摩川・多摩大橋上流  大川征治  拝島9C 

369 イワツバメ 2008/3/23 ２０羽± 淺川・浅川大橋 浅川大橋にイワツバメが 20 羽ほど来ていたが、主のコロ
ニーである大和田橋にはどういうわけか見当たらない。 

若狭誠  八王子7K 

369 イワツバメ 2008/3/25 ２羽  谷地川・新旭橋下流  大川征治  立川0C 

369 イワツバメ 2008/3/27 ３３羽  浅川・浅川大橋 昨年まで主のコロニーは大和田橋でしたが、大和田橋は３
羽のみで３０羽は浅川大橋で造巣中であった。主のコロニ
ーが浅川大橋になるのか、または別の状況に進むのか、

今後に注目したい。 

定期（若狭誠、
小澤礼子、傍
島玲子、峯尾

真澄） 

 八王子7K 

373 キセキレイ 2008/1/7 １羽  日野市神明 2 丁目 日野

中央公園 

14 時半頃 福島孝子  武蔵府中

1K 
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373 キセキレイ 2008/1/22 １羽  日野市日野本町３丁目 

宝泉寺入口付近の用水
路 

14 時半頃、きれいな黄色とグレーの成鳥でした。うちの近

所といい、この辺といい、普段はハクセキレイしか見ませ
ん。餌がなくなってきたのでしょうか？ 

福島孝子  武蔵府中

1K 

379 ビンズイ 2008/2/15 １羽  兵衛川・JR 八王子みなみ

野駅付近 

兵衛川の縁にタヒバリによく似たビンズイが 1 羽、スズメ 15

羽と一緒にいた。 

粕谷和夫  八王子6F 

379 ビンズイ 2008/3/18 １羽  高幡台団地緑地 ビンズイはキジバトと一緒に地面を突いていましたが、む
こうから一人の青年が急ぎ足でやってくるとすぐさま飛び

上がって木の枝に止まりました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

379 ビンズイ 2008/3/27 ２羽  淺川・浅川大橋上流側  若狭誠  八王子7K 

379 ビンズイ 2008/4/25 ４羽  宇津貫町福昌寺 福昌寺の裏に来るとアオゲラが飛んで来て、地上にはビン
ズイが 4 羽いた。ビンズイはそろそろ旅たつのであろう。 

粕谷和夫  八王子6E 

386 ヒヨドリ 2008/3/7 ３０羽  高月水田 ブロッコリに群がり集団で葉を食害 粕谷和夫  拝島6E 

396 ミソサザイ 2008/1/14 １羽  首都大学東京松木緑地 背から尾にかけてチャコールグレイ（灰色）、♂か？ 馬場百合亜  武蔵府中
1E 

396 ミソサザイ 2008/1/31 １羽  長沼公園：殿ヶ谷の道の
沢北側斜面 

常緑樹の葉陰と崖の間を行き来 馬場百合亜  八王子9G 

396 ミソサザイ 2008/3/22 １羽  南淺川・東横山橋右岸 この場所で初めてミソサザイを見ました。垂れ流しの下水

管の闇の中へと消えて行きました。 

竹内開  八王子4H 

408 ジョウビタキ 2008/1/15 １羽  多摩川谷地川合流部 7:34、合流部右岸の住宅のアンテナで、雄が良く鳴いてい
た、まるで、渡り直後の時のように。 

神谷古牧  立川1B 

408 ジョウビタキ 2008/3/20 １羽  高幡台団地緑地 ♀1 羽、最近福祉園との境にある斜面の木々や笹が 3 分
の２ほど刈り取られ、ここをテリトリーにしているジョウビタ

キの♀が私を警戒してかチョコチョコ私の目の前を走って
きて残っている笹藪の中に消えて行きました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

408 ジョウビタキ 2008/3/21 １羽  高幡台団地路上 ♂１羽、買い物に行く途中、目の前を歩いているジョウビタ

キを発見、私をみると急いで生け垣の中に隠れた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

408 ジョウビタキ 2008/3/22 ３羽  南淺川・東横山橋～横山
橋間右岸 

♂2 羽♀1 羽、まだ居ました。 竹内開  八王子4H 

408 ジョウビタキ 2008/3/28 １羽  湯殿川・住吉橋上流側 ♂1 羽、未だ残っていた 粕谷和夫  八王子7G 

420 クロツグミ 2008/4/23 １羽  板当林道 オオルリ、センダイムシクイ、クロツグミ、いずれも 1 羽、オ

オルリ、センダイムシクイはともにさえずりながら枝移り。ク
ロツグミは道路わきの木の枝に止まり、すぐ奥に飛び去る 

丸山二三夫  与瀬９J 

424 シロハラ 2008/1/31 １羽  長沼公園：殿ヶ谷の道の

沢北側斜面 

地面の落葉を飛ばしながら採餌 馬場百合亜  八王子9G 

424 シロハラ 2008/1/31 １羽  長沼公園：中尾根の東斜
面 

地面の落葉を飛ばしながら採餌 馬場百合亜  八王子9G 

424 シロハラ 2008/1/31 １羽  長沼公園：南陽台口 地面の落葉を飛ばしながら採餌 馬場百合亜  八王子9F 

424 シロハラ 2008/2/13 ３羽  高幡台団地緑地 明星大との境、シロハラ 2 羽が私の姿を見て藪の中には

いっていった。小さな鳥も藪の中に入っていったので、もっ
と何かいるのだろうかと、近寄ってみるとシロハラがもう１
羽いてやはり藪の中に飛び込んでいった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

427 ツグミ 2008/1/3 １０羽  高尾山・薬王院裏 イイギリとツルウメモドキの実を食べていた 粕谷和夫  八王子0E 

427 ツグミ 2008/3/26 ２０羽  富士の森公園 今日はちょっと早いですが、富士の森公園にお花見に行っ

てみました。運動場のグラウンドにツグミが２０羽以上わら
わらと群れていました。ちょっと前までバラバラだったよう
に思うので、そろそろ渡る準備で群になり始めてるんでしょ
うか。また、咲き始めた桜に大興奮のヒヨドリが5．6羽で群

がっていました。桜の蜜大好きですものね。その他、メジ
ロ・シジュウカラ・エナガ・キジバト・ヤマガラを観察した後、
喉に沢山食べ物をつめて飛び立つ 2 羽のハシブトカラスを
見ました。そして、今頃今季初のウグイスのさえずりを聞き

ました。桜はまだ咲始めでしたが、白木蓮や連翹も綺麗に
咲いていて楽しいひとときでした。 

今野美代子  八王子6H 

432 ウグイス 2008/3/16 ７羽  南高尾・大平林道 ７羽のうちさえずり４羽 福本順吉  与瀬9E 

450 センダイムシ
クイ 

2008/4/23 １羽  板当林道 オオルリ、センダイムシクイ、クロツグミ、いずれも 1 羽、オ
オルリ、センダイムシクイはともにさえずりながら枝移り。ク
ロツグミは道路わきの木の枝に止まり、すぐ奥に飛び去る 

丸山二三夫  与瀬９J 

453 セッカ 2008/1/8 ３羽  浅川･多摩川合流付近 暖かな気候に誘われてでしょうか、セッカ３羽が出てきて
奇麗な冬羽を見せてくれました。 

岡本昭男  武蔵府中
4K 

453 セッカ 2008/4/24 ５羽  浅川・大和田橋上流川原 上空に３羽のセッカと２羽のセッカ、にぎやかな川原でし
た。この場所では３/２３にセッカを確認しています。 

定期（若狭誠、
小澤礼子、峯
尾真澄） 

 八王子7K 

453 セッカ 2008/4/26 １羽  北浅川・松枝橋下流右岸 あいにくの雨でしたが元気に鳴いていました。 竹内開  拝島4B 

459 オオルリ 2008/4/23 １羽  板当林道 オオルリ、センダイムシクイ、クロツグミ、いずれも 1 羽、オ
オルリ、センダイムシクイはともにさえずりながら枝移り。ク

ロツグミは道路わきの木の枝に止まり、すぐ奥に飛び去る 

丸山二三夫  与瀬９J 

468 ヒガラ 2008/3/18 １羽  高幡台団地緑地 今日は暖かかったものの、午前中は雲が多く裏山に鳥は
あまり見られませんでしたが、 ウグイスや ガビチョウは

元気に囀っていました。そんな中でヒガラは 1 羽だけで飛
んでいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 
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472 ゴジュカラ 2008/1/11 １羽  高尾山６、５号路山頂下

分岐付近 

木々の中を移動・参加者ｗさんが確認 琵琶滝コース

定期カウント 

 与瀬9E 

472 ゴジュカラ 2008/2/8 １羽  高尾山6号路飛び石上部 木々の中を移動 琵琶滝コース
定期カウント 

 与瀬9E 

485 カシラダカ 2008/1/3 50 羽± 日野市東光寺グランド 8:10、一面に霜が降りたグランドに群れて捕食。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2008/1/10 50 羽± 日野市東光寺グランド 7:42、グランドの地面で捕食をするもの、北側の林の木に

留まるものなど。 

神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2008/1/19 114 羽  日野市東光寺グランド 8:55、グランドに集団で捕食している群れが居た。 神谷古牧  立川0C 

485 カシラダカ 2008/1/22 100 羽
± 

日野市東光寺グランド 7:42、相変わらず大きな群れで、捕食している。 神谷古牧  立川0C 

514 ウソ 2008/4/2 １５羽  高尾山薬王院裏 高尾山はイヌブナ、ブナの芽が冬のコートを脱いで、新芽

を出していた。薬王院裏のブナにウソ１５羽が来て新芽を
食べていた。そこにイカル 4 羽も来てブナの新芽を食べ出
した。（定期カウント中観察浅野恵美子、大川香、粕谷和
夫、門口裕子） 

粕谷和夫他  八王子0E 

516 イカル 2008/3/4 ２０羽+ 小宮公園  大川征治  拝島7A 

516 イカル 2008/3/11 ３０羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

516 イカル 2008/4/2 ６羽  高尾山 2 号路 イヌブナの新芽を食べる（定期カウント中観察浅野恵美
子、大川香、粕谷和夫、門口裕子） 

粕谷和夫他  八王子0F 

517 シメ 2008/1/11 ８羽  高尾山ケーブル清滝駅 清滝上のモミの実をついばむ 琵琶滝コース
定期カウント 

 八王子1F 

517 シメ 2008/3/4 ３０羽+ 小宮公園  大川征治  拝島7A 

517 シメ 2008/5/3 １羽  高月水田 田んぼの角のエノキの新芽を食べていた 粕谷和夫  拝島6F 

536 ハシボソガラ
ス 

2008/1/14 ２羽  多摩川昭和堰下 ２羽がクルミをくわえては飛び上がり，落として割って食べ
ようとする行動を繰り返していた。左岸側の堰のコンクリー
ト上には多くのクルミの殻があったほか，堰中央すぐ下流
の食事場と思われる切り株にクルミ，鳥類やザリガニを食

べた痕跡（骨・羽根・殻など）が散乱。 

古山・宮越（定
期Ｃ） 

 拝島6E 

537 ハシブト ガラ
ス 

2008/5/17 １５羽  多摩川滝山城跡下 満開のニセアカシアの木にさかんに出入りして，あるもの
は花をつつく行動をとった 

宮越俊一（ 定
期Ｃ） 

 拝島6E 

901 コジュケイ 2008/4/27 ２羽  多摩川滝山城跡下 2 羽がじゃれ合うように，少し飛び上がっては降りるディス
プレイのような行動を繰り返していた． 

宮越俊一（ 定
期Ｃ） 

 拝島6E 

901 コジュケイ 2008/5/4 １羽  暁町なか安前舗装道路
上 

5:30 頃、後ろに小宮公園が控えているのでそこからお散歩
してきたのでしょうか? アスファルト上をコジュケイが歩い
ていてびっくりしました。 

今野美代子  八王子7K 

          

７．集団ねぐら        

374 ハクセキレイ 2008/3/22 ４０羽 ± ＪＲ八王子駅北口 野辺山探鳥会の帰りにハクセキレイねぐら入りを見まし
た。19:15 サンドラック前のクスノキにねぐら入りした羽数２
５羽、付近のビルなどで待機中と思われる羽数１５羽。 

井上典子、若
狭誠 

 八王子7J 

374 ハクセキレイ 2008/6/6 １０羽 ± JR 八王子駅北口前 天気晴、18 時 40 分～19 時 30 分観察、熊沢書店前のクス
ノキの隣りのイチョウに約 10 羽根ぐら入り。中町の長崎屋
前のクスノキにはねぐら入り無し。 

粕谷和夫  八王子7J 

          

８．通過         

386 ヒヨドリ 2008/4/25 ６０羽  宇津貫、台・只沼 約３０羽の群が北東方面に飛んで行く（春の渡りと思われ

る） 

粕谷和夫  八王子7F 

400 コマドリ 2008/4/17 １羽  高尾大垂水「大平林道・

森林ふれあい館裏渓谷」 

♂１、通過中とおもわれる。 「大平林道・森林ふれあい館」

裏渓谷で囀っていたもの。再調査済。 

福本順吉  八王子2G 

409 ノビタキ 2008/4/20 １羽  北浅川・陵北大橋下流左
岸 

♀1 羽、昨年と同じ場所で再会しました。昨年は 4/14 でし
た。オオヨシキリ、コムクドリは見当たりませんでした。 

竹内開  拝島2B 

420 クロツグミ 2008/4/17 １羽  高尾・大垂水「国道 20 号
大垂水」 

♂１、大垂水護摩橋左渓谷上流高い木の上で囀ってい
た。目視済。 

福本順吉  八王子2G 

448 メボソムシク
イ 

2008/5/21 声  八王子市別所の蓮生寺
公園 

八王子市別所の蓮生寺公園でメボソムシクイの声を確認
しました。鳴き方はジジロ、ジジロという感じなので、亜種メ
ボソムシクイではなく、亜種コメボソムシクイのほうだと思
います。キビタキもまだ蓮生寺公園でさえずっていました 

登坂久雄  武蔵府中
1D 

449 エゾムシクイ 2008/4/29 ２羽 + 八王子市別所の長池公
園 

エゾムシクイとオオルリのさえずりを録音しました。エゾム
シクイは、2 羽以上いました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

450 センダイムシ
クイ 

2008/4/29 １羽  日野市神明 2 丁目神明
上第 10 緑地 

「チョチョビィ~」と元気よくさえずっていました。 福島孝子  武蔵府中１
K 

456 キビタキ 2008/4/25 声  宇津貫丘陵（グミ沢） 新緑の丘陵雑木林からさえずり、姿は確認できず。 粕谷和夫  八王子7F 

456 キビタキ 2008/5/3 ２羽  都立小宮公園 ♂2、園内中央，コナラなどの枝で囀り．ときに２羽が縄張
り争いのような行動 

宮越俊一  拝島7A 

459 オオルリ 2008/4/29 １羽  八王子市別所の長池公
園 

エゾムシクイとオオルリのさえずりを録音しました。エゾム
シクイは、2 羽以上いました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

523 コムクドリ 2008/4/29 ２羽  北浅川・城山川合流地付

近（八王子市清川町） 

♂2 羽、河原のオニグルミが雄花をたくさんぶら下げてい

る木にコムクドリ２羽が飛来、雄花をつついていました。渡
りの途中と思われます。 

八王子生活者

ネットワーク・
北浅川探鳥 

 八王子5K 
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2008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74名の会員が調査

を行った。本年から

長谷川篤、廣川潔、

福本順吉、浜野建男

の各会員が担当者と

して加わった。 

４．結果 

 結果は第２表の通

りであり、19区域（沢

筋、谷筋）のすべての区域で合計111羽のオオルリ♂を確認した。この調査は17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、⑪松竹周辺、⑰大垂水峠下で多く観察さ

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

夏鳥16種、留鳥43種、計59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。オオルリ、キビタキ、ウグイスは増加傾向が続

いている｡托卵鳥のホトトギスが過去最高を記録した｡サンコウチョウは 10 羽で昨年の 23 羽の半分以

下となった｡ 以下は担当者のコメントです。千葉槇子：5/28 キビタキ♂が山頂下６号路と 5 号路

合流付近で虫を咥えているのを視認。浜野建男：初めての経験であり、鳴声主体で鳥を確認するとい

うことの難しさを実感しました。またオオルリは２，３回目は０、４回目１、キビタキは４回目２と初回

の 5/6 と比較して数が減っており、全体にもう少し早く調査すべきだったかと思います。４回目の調

査では前日までかなり雨が降ったため、途中に倒木があり、それまでの調査の３／４程度までしか初

沢川を登ることができませんでした。粕谷会長様、長谷川様のご支援でなんとか調査を終えることが

できましたが、まだまだ単独では力不足を実感しております。今後ともご支援のほど、よろしくお願

いいたします。大変ありがとうございました。川戸恵一：今年もオオルリの声が滝の沢、釜の沢で聞

けないかと諦めて帰りかけた時、釜の沢入口の折り重なる藪に向かって遥か左奥の高い木の梢から 6

月 15 日、姿とともに特徴ある声を聞くことができました。 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２００８年）
調査延長 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  長谷川篤 3

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 2

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 2

⑥ 醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5  廣川　潔 3

⑦ 醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5  佐藤哲郎 1

⑧ 和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3  古山　隆 2

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 10

⑫ 元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4  若狭　誠 12

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  千葉槇子 11

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 8

⑰ 大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3  福本順吉 3

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  浜野建男 4

計 101 74
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（第２表）沢別・年次別のオオルリ♂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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3

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 2 2

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 1

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12 11

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6 4

⑦醍醐下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5 7

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9 14

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7 11

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5 5

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3 4

⑭小仏城山下 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7 5

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7 6

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5 4

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 16

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9 5

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111

夏鳥３種♂の出現羽数
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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 2008年４月～６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、霞南丘陵担当の中村啓二会員から「6/15 昼に密猟らしい人がいて、鳥のさえずりの声を流し、３，
４個の網かご？を木にかけているようでした。」という報告がありました。また、元八王子担当の若狭誠会
員から「八王子城跡は昨年駐車場が完成し、今年はカメラマンは増えました。気がついたことですが、スピ
ーカーでオオルリの声を流して鳥寄せをしていました。」という報告がありました。このような行為は密猟
と本質的に似ているのではないでしょうか。 

①
上
川

②
加
住
南
丘
陵

③
川
口
丘
陵

④
美
山

⑤
小
津

⑥
醍
醐
上
流

⑦
醍
醐
下
流

⑧
和
田
峠
下

⑨
明
王
峠
下

⑩
力
石
周
辺

⑪
松
竹
周
辺

⑫
元
八
王
子

⑬
裏
高
尾

⑭
小
仏
城
山
下

⑮
高
尾
山
琵
滝

⑯
高
尾
山
蛇
滝

⑰
大
垂
水
峠
下

⑱
表
高
尾

⑲
初
沢
川

出
現
箇
所
数

出
現
個
体
数

129 ハチクマ 1 1 1
140 サシバ 1 1 1
321 ツツドリ 1 1 1 1 1 3 1 7 9
322 ホトトギス 1 1 1 10 3 1 2 1 1 1 2 3 3 7 1 1 16 39
366 ツバメ 2 4 1 10 19 1 2 20 5 4 10 68
369 イワツバメ 4 37 2 5 4 48
396 ミソサザイ 1 3 3 3 3 3 1 4 1 9 22
400 コマドリ 1 1 1
420 クロツグミ 2 1 6 3 1 1 1 6 2 10 6 4 2 1 14 46
431 ヤブサメ 3 4 4 1 1 4 7 14 4 3 5 3 14 4 1 15 72
432 ウグイス 15 3 1 10 22 12 8 8 20 10 30 17 5 40 6 30 44 19 8 19 308
449 エゾムシクイ 1 1 1
450 センダイムシクイ 5 2 2 1 4 11 7 1 1 2 2 11 38
456 キビタキ 5 4 18 3 2 4 4 5 6 6 16 9 12 15 11 4 16 124
459 オオルリ 3 2 1 1 11 4 4 5 7 14 11 5 4 5 6 4 16 5 3 19 111
463 サンコウチョウ 1 2 1 1 2 1 2 7 10

62 アオサギ ● ● ● 3
95 カルガモ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

130 トビ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
133 オオタカ ● ● 2
139 ノスリ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
141 クマタカ ● ● 2
151 ハヤブサ ● 1
160 ヤマドリ ● 1
161 キジ ● ● ● 3
314 キジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
316 アオバト ● ● ● ● ● ● 6
334 フクロウ ● 1
338 アマツバメ ● ● 2
344 カワセミ ● ● ● ● ● 5
349 アオゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
354 アカゲラ ● ● ● ● ● 5
357 コゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
373 キセキレイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
374 ハクセキレイ ● ● ● ● ● 5
375 セグロセキレイ ● ● ● ● ● 5
386 ヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
388 モズ ● ● ● 3
395 カワガラス ● ● ● 3
462 コサメビタキ ● 1
464 エナガ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
467 コガラ ● ● ● 3
468 ヒガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
469 ヤマガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
471 シジュウカラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
474 メジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
478 ホオジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16
491 アオジ ● ● ● ● 4
502 カワラヒワ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
516 イカル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
517 シメ ● 1
520 スズメ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
526 ムクドリ ● ● ● ● ● ● 6
529 カケス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
536 ハシボソガラス ● ● ● ● ● ● ● ● 8
537 ハシブトガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
901 コジュケイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
903 ドバト 　 ● ● 2
909 ガビチョウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

種類計（夏鳥） 7 7 4 4 13 7 8 7 10 8 10 8 6 8 10 8 9 9 8 16
種類計（留鳥） 19 23 14 16 29 16 24 13 25 18 26 23 14 19 20 13 25 14 21 43
種類合計 26 30 18 20 42 23 32 20 35 26 36 31 20 27 30 21 34 23 29 59

　
　
　
出
現
し
た
夏
鳥
の
羽
数

　
　
　
　
　
出
現
し
た
留
鳥

①～⑲は調査要領の
①～⑲に対応
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2008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。本年は距離の長い大栗川を大竹橋から

上流と下流に分け、上流側の担当に新たに波田哲男会員が加わった。 

 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、2008

年は23組と昨年を下回った。浅川流域以外では第3表に見られるように程久保での5組が注目される。

調査担当者からの主なコメントは以下のとおりです。山浦秀雄：単独成鳥数が極端に少なかった。理由

は不明ですが急に暑くなった日でした。例年通り、毎週通いましたが、５月は空振りで、６月に入って

しまいました。小澤礼子：今年は大雨が多かったためか、川沿いのカラスがふえたためか、幼鳥のうち

に命を失い、兄弟の数が少なかった（最高で５羽の雛だった）。佐藤哲郎：親子連れは長沼橋上流左岸湿

地にて観察。波田哲男：調査では親子の区別がつかない成鳥が群がっているケースが多いので全て単独

成鳥とした。傍島玲子：水再生センターから多摩川へ排水路（ひようたん池に向かう脇）流れに逆らい

ながら近くで２組。これ以外の報告は別頁の鳥信を参照。 

 

（第１表） ２００８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 備考
（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 0 0 0 7 7
北浅川 ②陵北大橋～松枝橋 清水盛通 0 0 0 14 14

計 0 0 0 21 21
　 ③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 2 7 2 11
　 ④鶴巻橋～大和田橋 若狭　誠 2 2 15 27 44
浅川本流 ⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 6 7 14
　 ⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 2 2 7 21 30

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 1 1 6 9 16
計 7 8 41 66 115

　 ⑧川口橋～明治橋 杉森ユリ 2 2 9 30 41
川口川 ⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 6 7 19 23 49
　 計 8 9 28 53 90
　 ⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 8 8
南浅川 ⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 2 2 12 19 33
　 計 2 2 12 27 41
⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 0 0 0 12 12
⑬山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 1 2 6 20 28
　 ⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 3 3 9 19 31
湯殿川 ⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 2 3 9 21 33
　 計 5 6 18 40 64

23 27 105 239 371

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 5 5 30 45 80
⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 1 1 3 9 13
⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 0 0 0 7 7
⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍嶋玲子 2 2 5 12 19
⑲大栗川（鑓水～大竹橋） 波田哲男 0 0 0 37 37
⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川潔 2 2 13 8 23

33 37 156 357 550総計

親子連れ

浅川水系の計
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
2007 27 28 166 6.1 360 554
2008 23 27 105 4.6 239 371

年 単独成鳥 総計

浅川本支流カルガモ親子組数年変化
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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
2007 1 8 5 2 1 1 9 27 1 3 1 32
2008 0 7 8 2 0 1 5 23 5 3 2 33
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ヒメアマツバメの動向（２００８年１月～６月） 

 

今期は2ヶ所の継続調査地区のうち京王線高尾駅西側ホーム高架下で5月に2羽帰巣が確認できただ

けだった。その他では、JR八王子駅は平井国二会員がイワツバメ営巣調査と同時に調査したがヒメアマ

ツバメの巣は確認できなかった。小宮八石陸橋下（拝島9C）は傍島玲子会員がイワツバメ営巣調査と

同時に調査し、今年もヒマアマツバメの巣の下に糞を確認したが、夕方の帰巣は確認まで至らなかった。 

               （粕谷まとめ） 

 

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27日・夕使用中と思われる巣１確認、帰巣確認できず（17:00～18:30） 

高架下には全面的にネットが張られ大規模な工事がなされていた。高架下駐車場は全面閉鎖されてお

り、ネットの隙間から覗き見するも巣の下には糞の落下は認められず。ネットが張られ出入りできな

い状態により放棄したものと考えられる。暫く継続調査したい。 

５月22日・夕使用中と思われる巣1個確認、2羽帰巣確認（17:40～18:30） 

前回2月の調査時は全面ネットが張られ工事中だったが上方ネットは撤去された。未だ立ち入り禁止

で工事継続中なるも巣１個は健在であった。 

２．京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25日・夕使用中と思われる巣2個確認、帰巣確認できず（16:50～18:40） 

凹部に利用可能と思われる巣は2個あるもその下には糞の落下は認められず、帰巣も確認できないこ

とから放棄、何れかへ移動したものと考えられる。2月26日17:00～18:40まで再調査をするも帰

巣なし。 

５月20日・夕 かなり破損中の巣2個、帰巣確認できず（17:30～19:00） 

前回2月に続いて帰巣確認できなかった。巣の下にも糞は認められず。イワツバメは約100羽が高架

下を飛び交っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

  

新規 展示パネルの紹介 

２００５年夏号（第３５号）で、「浅川流域の野鳥展」で展示したパネル１７枚をご紹介しました。 

以後これらの展示パネルは、さまざまな場所で展示し活用されています。 

   

今般、新たに下記の５枚の展示パネルを作成しましたのでご紹介します。 

２００８年７月 あったかホール２階 エコプラザ（八王子市環境学習質）に展示し活動を紹介しました。 

今後もさまざまな場で有効活用します。  

 

尚、大型のパネルをＡ４に縮小し、かつモノクロ印刷したので、見にくいところは 

カワセミ会ホームページ会員専用掲示板の 

会報「かわせみ」バックナンバーで、ご確認ください。 

   

   

 

 展示パネル名 「浅川流域の野鳥展」パネルとの関係 

１ 野鳥定期カウントの実施状況 定地・定点カウント調査 １と２の最新版 

２ 八王子市の鳥オオルリの生息調査結果概要 オオルリ他夏鳥生息数調査 の最新版 

３ サシバ等秋の渡り調査実施状況 秋のサシバ渡り調査 の最新版 

４ 小中学校に対する野鳥観察支援活動の状況 新規 

５ 野鳥密猟防止対策活動状況 新規 
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訂正とお詫び 

前号（第４０号）に誤りがありました。訂正してお詫びします。 

 

１．飛島探鳥に参加して：P32右側写真の鳥名 ヤマヒバリをミヤマホオジロに訂正します。 

 

２．定期カウント記録：P77に参加者の漏れがありました。ページの上部分を以下に訂正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 

 

 

２００７年定期カウント記録 １．北浅川（大沢橋～陵北大橋）
調査者記号：今井達郎：Ｉ，岩井健一：Ｉｗ，小谷野元久：Ｋｍ，小谷野万紀子：Ｋｍa，清水盛通：Ｓ，白川司：Ｓｔ，白川史子：Ｓｆ，関根伸一：Ｓｅ，

  竹内開：Ｔ，中村后子：Ｎａ，西堀理：Ｎ，福島孝子：F,前田善明：Ｍ，丸山二三夫：Ｍｆ，森松幹治：Ｍｏ，，柚木育子：Ｙｉ，  森久美：Ｍｋ，関：Ｓｋ

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

 月＊日 1月14日 2月3日 3月3日 4月4日 5月5日 6月11日 7月7日 8月4日 9月8日 10月6日 11月3日 12月1日

開始　時；分 8:00 8:00 8:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 8:00 8:00 8:00

終了　時；分 10:40 11:00 12:05 10:30 10:30 10:00 10:15 10:00 10:00 10:40 10:30 11:30

天候（前後） 晴 晴 曇り時々晴 晴 晴 雨のち曇り 曇 晴 晴 晴 曇 晴
調査者記号 I,Kma,S,

St,Sf,Na,
M,Mf,Ys,

Yi

I,S,Se,St,
Sf,Ys,

Kma,N,M
f

I,S,St,Sf,
T,Ys,M,
Km,Kma,
N,F,Mf,

I,S,St,Sf,
Yi,M,Kma
,N,F,Mf

Se,St,Sf,
Yi,M,Mf

I,St,Mf I,Se,S,St,
Sf,Ys,Yi,
T,M,Kma,

Mf

S,St,Na,
F,Mk,Mf

Ｉ,Se,S,St,
Sf,Ys,Yi,
T,Kma,M
F,N,Sk

I,St,Sf,T,
M,Kma,
Mf,Sk

I,St,Ys,Yi
,M,Na,Mf,

Sk

I,Km,Kma
,S,St,Sf,
Se,Na,M,
Mf,Ys,Yi,

Sk
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猛暑のなかで編集作業をしています。ときどき北京オリンピックも気になります。暑くて選手は大変だ

なと思いますが涼しい日もあるようで、地図でみると北京は秋田市や盛岡市あたりの緯度。一方、東京

はというとアフリカのチェニジアやアルジェリアあたりの緯度。暑いはずです。 

 

会報「かわせみ」は前号４０号で発刊２０年。４１号では２０周年の特集記事を載せました。 

「会員が夫々努力して集めた野鳥に関する記録を永久に残したい」という考えで製本技術を学んでいた

会長の考えに賛同した今井さんが本格的な製本技術を習得、それに多くの会員が賛同して技術を学び会

報創刊号からのバックナンバーを合本し図書館や各種機関の資料室に寄贈した活動について今井達郎

さんに書いていただきました。 

もう１件は、支援活動の全体像と実績をまとめてみました。いままでこのようなまとめ方はなかったの

で、この際まとめて幅広い会員に知ってもらうことは意味のあることと判断しました。 

 

 新しい展示パネル６枚ができました。展示パネルはビジュアルにわかりやすく工夫して作ってありま

す。展示用の大きなパネルを小さく縮小して会報に掲載しました。字が小さくてちょっと見づらいです

が幅広い会員に活動のアウトラインを知ってもらえるのではないかと思います。展示パネルは阿江範彦

さん、門口一雄さん、佐藤哲郎さん、若狭誠が中心になって作りました。 

 

 「オオルリ他夏鳥調査」の調査結果は、サマリーで会報や「数え上げた浅川流域の野鳥２」に掲載さ

れます。しかし、１９ヶ所ある個別の調査地の内容まではわからないため、今回２ヶ所の調査地を紹介

してみました。機会がありましたら他の調査地の紹介もしてゆきたいと思います。 

 

 前号４０号で鳥名を間違えてしまい４１号で訂正とお詫びを載せました。初歩的な確認ミスで、特に

鳥名の間違いはしないよう注意したい。 

（若狭 誠） 
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