
 1 

第４３号 

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ                         ２００9 年夏号 

鳥信の意義と内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

鳥信メッシュと測地系について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

私の探鳥記録整理法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

ついに確認、八王子でイソヒヨドリの繁殖 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

野鳥の密猟防止パトロール探鳥会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

戸隠探鳥会 ～初めての遠出探鳥会～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

オオルリ他夏鳥調査を担当して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

龍飛崎 津軽海峡を渡る鳥たち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 
サイエンスドーム八王子 

「鳥の声を聞いてみよう」コーナーのリニューアル ・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

2009 年 1 月～6 月 学校などへの支援・指導の実績 ・・・・・・・・・・・・ ２３ 

● ―― 表紙の絵 ――  「双眼鏡」「ハチクマ」 ・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

● 初心者の俳句です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

● 私の野鳥俳句 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

● ナベの百舌
ひゃくぜつ

 「ホトトギス夜話」 縄張り宣言！九十四声！ ・・・・・ ２７ 

● 安曇野だより №２７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

● フィールドガイド（図鑑）の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

● 藤江豊さんがお亡くなりになりました ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

● 浅川にホタル復活の兆し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 
  

探鳥の記録（2009 年 1 月～6 月） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

鳥信（主として 2009 年 1 月～6 月） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 
  

２００９年 オオルリ他夏鳥調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

２００９年 カルガモ繁殖状況調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

２００９年 多摩川ツバメ集団ねぐら（速報）・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４ 

  

  

訂正とお詫び ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６５ 

 

 

 
「八王子・日野カワセミ会」は浅川流域の野鳥を観察する市民グループです 
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鳥信の意義と内容 

粕谷和夫 

１．「鳥信」て何だ 

 ホームページの検索サイトで「鳥信」と入力して検索すると、最初の方にペットショップ、焼き鳥屋、

グルメ店など色々出てきます。さらに進んで見ていくと、日本野鳥の会兵庫県支部の「鳥信」に出会い

ます。これを開けてみると、次のような内容が記されています。「兵庫の鳥情報を鳥信として残していき

たいです。見た鳥の場所、時期、またそれが初認であるとか、終認とか、他の地方と必ず違います。兵

庫で見られる鳥です。我々支部の中の鳥です。それを会員の皆さんが発信していただき皆さんと共有す

るためです。はがき、手紙、ファックス、ホームページとあらゆる物で受け付けます。」 

 ここで取り扱う「鳥信」は、焼き鳥屋、グルメ店の名前ではありません。兵庫県支部の「鳥信」と同

じように鳥の出現情報を会員の皆さんが発信し、皆さんとその情報を共有し、さらに記録として残そう

というものです。このような鳥信は全国各地の野鳥の団体が発行する会報に掲載されるのが一般的です。 

 

２．八王子・日野カワセミ会の鳥信 

カワセミ会では、鳥信の収集を総会決定事項として毎年の事業計画に組み込んで実施しています。そ

の内容は総会資料に記載されていますが、次のとおりです。『八王子市内、日野市内の「鳥等の情報（下

記の１～８の内容）」を会員から収集して、野鳥記録を蓄積します。集った情報は、「会報かわせみ」の鳥

信欄に載せるとともに、過去のデータと合わせて、浅川流域の野鳥データベースに追加します。』 

【八王子市内、日野市内の鳥信（鳥等の情報）の内容】 

１．渡り鳥の初認、終認、通過等の記録 

２．野鳥の繁殖に関する記録 

３．希少種（定義はありません）の記録 

４．猛禽類、シギチドリ類、托卵鳥の記録 

５．野鳥のねぐらの記録 

６．野鳥の特徴的な行動（定義はありません）の記録 

７．人との関わりに関する記録（外来鳥、密猟の状況、飼育されている野鳥、野鳥の死体、交通事故、

ガラス衝突事故、農薬事故、防鳥網事故等） 

８．鳥以外の動物の記録（キツネ、タヌキ、イノシシ、ムササビ、リス等の哺乳類、カジカガエル、ト

ウキョウサンショウウオ等の両生類、ゲンジボタル等の昆虫類など、鳥以外の環境指標的な動物） 

 

３．鳥信の公表、蓄積数、利用例 

 寄せられた鳥信は「会報かわせみ」に掲載していますが、ページ数の関係で収録できないもあり、全

てはＣＤに収録され保存されています。1983 年～2004 年迄の鳥信は「数え上げた浅川流域の野鳥 2」の

添付ＣＤに 9348 件が収録されて公開されています。その後 2005 年 737 件、2006 年 1007 件、2007 年 1406

件、2008 年 741 件が収録され、1983 年からの累計は 12,239 件になりました。2002年～2006 年の鳥信は

カワセミ会ホームぺージにもアップされています。 

 なお、猛禽類やサンコウチョウ、オオルリなどの繁殖記録や希少種のホットな出現記録は、カメラマ

ンの異常集結や密猟対策などとの関係で、影響が懸念される間は「会報かわせみ」上では公表を差し控

えることがあります。 
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蓄積された鳥信のデータは日本野鳥の会東京支部が今進めている東京都野鳥目録の作成に貴重なデ

ータとして役立っています。東京都が今進めている東京都のレッドデータブック改定業務にも貴重なデ

ータとして利用されています。さらに八王子市が市制 100 年記念事業として計画している市史編纂の中

の野鳥編のまとめにも利用されます。おそらく１万２千件もの情報がデ―タベースとしてまとめられて

いる市町村は世界中探しても他にはないのではないかと思われます。 

 

４．鳥信の更なる充実のために 

 鳥信は多くの人からの情報を基本としていますので、より多くの方からの情報発信が極めて重要です。

今まで鳥信を発信していなかった方も、今後は躊躇なく、遠慮なく発信していただきたくよろしくお願

いします。 

 鳥信をお寄せ頂く際には、①何を（野鳥名）、②何時（年月日）、③誰が（観察者氏名）、④どこで（観

察場所：出来るだけ具体的に詳しく、分かれば２万５千分の１地図の１０等分メッシュ区分）、⑤何羽（お

およそでもＯＫ，声だけの場合は「声」と明記）、⑥状況（観察したときの様子、♂♀成若幼等、時刻、

種名を判別した根拠、一緒にいた鳥の状況、環境、何をしていたか等の行動、その他分かる範囲で自由

記載）に明記願います。⑥については全てが満たされなくてもかまいません。 

 ④の観察場所を書く時に「橋」の場合、「橋名」だけしか書かない方がいますが、例えば、「浅川・鶴

巻橋」、「多摩川・多摩大橋」、「程久保川・浅川橋」、「浅川・浅川橋」のように必ず橋の前に川の名前も

書いて下さい。 

 ⑥状況のところで「種名を判別した根拠」とあります。八王子、日野市域で特に希少であると思われ

る鳥、例えばオオハクチョウ、アメリカヒドリ、アカエリヒレアシシギ、チゴモズ、オジロビタキなど

を観察した時は、判別した根拠（大きさ、環境、羽の模様の特徴、声、行動など）を付記願います。可

能であれば証拠写真を撮っておくか、誰かに撮ってもらうことをお勧めします。 

 

５．鳥信の投稿に躊躇しないために 

会員の方から次のような本音を伺ったことがあります。『私もなるべく積極的に鳥信を投稿したいと

考えております。ですが最初に鳥信を投稿するのにはやはり勇気がいりました。というのはどのような

野鳥ならよいのか、という基準がわからないからです。たとえばスズメは毎日あらゆるところで目にし

ますが、それをすべて鳥信にするのか、ちょっとやりすぎかと思ってしまいます。従って比較的希少と

思われる野鳥について鳥信に投稿するようにしています。このあたりの基準をお教えいただくと、投稿

しやすくなるのでは、と思います。』 

 たしかに判断に迷うのは「希少種」だと思いますが、希少種の定義はしていません。既に発行されて

いる「会報かわせみ」の鳥信欄に載っている「希少種」を参照して下さい。定期カウントの担当者には

以下の鳥については、鳥信として報告していただくようにしていますが、これが全てというものでなく、

目安としてご理解下さい。 

アカエリカイツブリ、カンムリカイツブリ、ヨシゴイ、ミゾゴイ、アカガシラサギ、アマサギ、チュウサギ、クロトキ、マガン、コブハ

クチョウ、オオハクチョウ、アカツクシガモ、オシドリ、（アメリカコガモ）、トモエガモ、ヨシガモ、アメリカヒドリ、シマアジ、スズガ

モ、ホオジロガモ、ミコアイサ、カワアイサ、ミサゴ、ハチクマ、オオワシ、オオタカ、ツミ、ハイタカ、ノスリ、サシバ、クマタカ、

イヌワシ、ハイイロチュウヒ、ハヤブサ、チゴハヤブサ、チョウゲンボウ、ヤマドリ、クイナ、ヒクイナ、バン、オオバン、タマシギ、

キョウジョシギ、シロチドリ、ムナグロ、ダイゼン、ケリ、タゲリ、トウネン、オジロトウネン、ハマシギ、アオアシシギ、クサシギ、

タカブシギ、チュウシャクシギ、ヤマシギ、オオジシギ、アカエリヒレアシシギ、ツバメチドリ、オオセグロカモメ、カモメ、ウミネ

コ、アジサシ、コアジサシ、アオバト、ジュウイチ、カッコウ、ツツドリ、ホトトギス、トラフズク、コミミズク、アオバズク、フクロウ、

ヨタカ、ハリオアマツバメ、ヤマセミ、アカショウビン、ブッポウソウ、ヤツガシラ、アリスイ、アカゲラ、オオアカゲラ、ショウドウ

ツバメ、イワミセキレイ、サンショウクイ、チゴモズ、アカモズ、キレンジャク、ヒレンジャク、カワガラス、カヤクグリ、コマドリ、ノ
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ゴマ、コルリ、ノビタキ、イソヒヨドリ、トラツグミ、マミジロ、アカハラ、オオアカハラ、エゾセンニュウ、コヨシキリ、キマユムシク

イ、コメボソムシクイ、エゾムシクイ、キクイタダキ、マミジロビキタキ、オジロビタキ、サメビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ、サ

ンコウチョウ、キバシリ、シラガホオジロ、コジュリン、シロハラホオジロ、ホオアカ、ミヤマホオジロ、ノジコ、クロジ、ミヤマシト

ド、アトリ、マヒワ、ハギマシコ、オオマシコ、ベニマシコ、ウソ、ニュウナイスズメ、コムクドリ、ウスユキバト、セキセイインコ、

ワカケホンセイインコ、カオグロガビチョウ、ソウシチョウ、ベニスズメ、キンパラ、ギンパラ、ヘキチョウ、ブンチョウ、ハッカチ

ョウ 

参考として、1983 年～2008 年に 2～3 回寄せられて鳥信を文末に掲げます。2～3 回とした理由は、1 回

だけのものは信憑性に疑問が残るものが含まれている可能性があること、4 回以上とするとデータの数

が飛躍的に増えるので、3 回までのものに抑えたことによります。 

 

６．メッシュ区分のことが分からないという方に 

 メッシュコードの記載方法については、「数え上げた浅川流域の野鳥 2」に添付されている「ＣＤの鳥

信」に解説が収められています。メッシュの概念は「会報かわせみ 42 号（2009 年春号）」の 56 頁にも

記載があります。「鳥信」を投稿する際にメッシュが不明の場合は、記載しなくてもＯＫです。最近入会

された方で、「数え上げた浅川流域の野鳥 2」をお持ちでない方は、図書館で見るか、以前からの会員か

ら借りて見て下さい。 

国土地理院は２万５千分の１地図を最近世界測地系に変えたため、新しく２万５千分の１の地図を購入

した時は、メッシュの切り方にご注意願います。旧日本測地系の地図には 10 当分するための「目盛」が

図郭（地図の縁）に「青」で印刷されていましたので、左右又は上下の対応する「青の目盛」を線で結

べば 10 当分刻みのメッシュが簡単に作れましたが、世界測地系の新しい地図では 10等分するための「目

盛」が印刷されていません。世界測地系の新しい地図では、図郭（地図の縁）に印刷されている「うす

い青の小さな▼」の２点間を自分で 10 等分して「目盛」を作る必要があります。（「うすい青の小さな▼

の２点間」が旧日本測地系の地図の範囲です）。 

（詳細は、関連記事「鳥信メッシュと測地系について」（７ページ）をご参照ください） 

 鳥信にメッシュ区分の記載を含める理由は三つあります。一つ目の理由は土地カンの無い人にも場所

を正確に理解していただくためです。場所が書かれていますが、土地カンが無い人にはどの様な場所か

イメージできませんが、メッシュが記載されていれば２万５千分の１地形図で位置がわかりますので、

客観的なデータとして価値を持ちます。二つ目の理由は、複数のデータの相互位置関係がメッシュ上で

明解にできるようになるからです。例えばガビチョウの生息分布の拡大状況などは年次別にメッシュに

落すことにより明確化します。三つめの理由は統計処理に役立つからです。例えはオオタカの出現頻度

をメッシュ数で処理してグラフ化し、年次別の増減傾向を推測できるようになります。ここでは三つ程

例示しましたが、メッシュ化されたデータは今後さらなる活用が期待されます。 

 

７．フォト鳥信の併用（今後の課題） 

今後、記録性を重視したフォト鳥信（仮称）をカワセミ会 HP に掲載できるようになればと思ってい

ます。今までの鳥信の情報にデジカメで撮れた写真があればこれをプラスした鳥信というイメージです。

このことによって証拠写真が添付されるので、鳥信の信頼性が一層高まることが期待されます。ただし、

野鳥の繁殖に悪影響を与えるような写真は掲載しないという従来からのカワセミ会の基本方針を踏襲す

ることは言うまでもありません。 
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（参考）1983 年～2008年に 2～3 回記録された鳥信 
番
号 鳥名 年/月/日 

羽
数 観察した場所 状況その他特記事項 観察者 メッシュ 

8 アカエリカイツ
ブリ 

1993/10/23 １羽 淺川・多摩川合流付近 10/31 も同所で１羽 門口一雄･裕子 武 蔵 府 中
4K 

8 アカエリカイツ
ブリ 

2007/11/3 １羽 浅川・一番橋付近 3 日淺川 1 番橋付近でみたカイツブリは証拠写真をよくみると、ミ
ミカイツブリではなく、アカエリカイツブリでした。2 日に買い物帰り
に高幡橋付近で出会った探鳥をしていた女性からカイツブリを見
たと聞いたので、3 日にスコープを持ってみたわけですが、渡邊

敬明さんに確認を頼んだところ、4 日には姿はなかったそうです。 

佐藤サヨ子 武 蔵 府 中
1J 

61 アカガシラサギ 1995/12 月
～96/4月末 

１羽 北浅川・陵北大橋付近
の釣り堀池 

時々来て魚をとる 柚木鎮夫・育子 拝島2B 

61 アカガシラサギ 1996/3/8 １羽 北浅川・陵北大橋付近

の釣り掘りの池 

ゴイサギ若鳥に似ているが、飛んだ時に白い翼が明瞭でアカ

ガシラサギと確認 

粕 谷 和 夫 、 古

山隆 

拝島2B 

61 アカガシラサギ 2002/7/9 １羽 北浅川・陵北大橋下流
の木の橋 

対岸の山（拝島２C）へ飛び、しばらく木に止ってその後下流へ
飛び去る。きれいな夏羽 

河村洋子 拝島2B 

103 シマアジ 1990/9/22 ２羽 浅川･長沼橋～一番橋   門 口 一 雄 、 馬

場裕 

武 蔵 府 中

1J 

103 シマアジ 1990/9/25 ２羽 浅川・一番橋上流 300
ｍ 

  榛 沢 務 、 斎 藤
高昭 

武 蔵 府 中
1J 

103 シマアジ 1995/9/10 １羽 浅川・長沼橋上流 70m   川上恚 八王子9H 

106 ホシハジロ 1992/2/19 １羽 浅川・長沼橋下 地元の人の情報 小山万太郎 八王子9G 

106 ホシハジロ 1995/3/19 1 羽 浅川・中央線鉄橋下流側 ♀ 湯原直彦・ひろみ 八王子9H 

106 ホシハジロ 1998/1/28 １羽 多摩川・高月浄水場他 ♂ 古山隆 拝島6E 

122 ホオジロガモ 2005/1/4 ３羽 多摩川昭和堰上流 ♀2（成鳥 1 と第１回冬羽 1）、♂1（第１回冬羽）と思われるもの

計３羽。堰上部で盛んに潜りながら採餌 

宮越俊一 拝島6E 

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

滝山下定期 C
（宮越） 

拝島6E 

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

144 イヌワシ 2002/9/29 １羽 下恩方町  西東京バ
ス恩方車庫バス停 

急速に晴れてゆく空を見つめ飛んでくるサシバを期待しなが
ら、所用で出かけるためバス停で上を見ていました。南から北
に飛ぶ１羽の大きな黒いワシタカが目に飛び込みます。高度１
００～１５０ｍの間でしょうか、羽ばたきながらまっすぐ飛び去り

ます。両翼にはっきりとした白い紋様、これだったらあとで同定
は出来るでしょうと建物に隠れるまで目で追います。帰ってか
ら手持ちの図鑑等で調べますが、やはりイヌワシの若鳥に間
違いなさそうです。時刻：１１：３５、場所：下恩方町 西東京バ

ス恩方車庫バス停 状況： 高さ１００～１５０ｍ 羽ばたきなが
ら北に飛び去る。黒い中に両翼の白班がはっきりと見て取れま
す。飛んだ方向は城山城址から天合峰を結んだライン上です。 

清水盛通 拝島0A 

144 イヌワシ 2007/6/21 １羽 上川口小学校校庭 野鳥観察指導の準備中の８：５０頃、西の空からこちらに向か

ってはばたいてくる大型の鳥を発見した。トビより大きそうで翼
は細長い感じで羽ばたきは深いが、正面からなので種類判別
できない。距離４００ｍ、高度２００ｍくらいで急に方向を南南西
に転換しそのまま直進、手前の木に遮られ見失った。望遠鏡で

イヌワシの若鳥にある両翼の白斑を確認、図鑑と照合した。イ
ヌワシは最初から最後まで、ずっと羽ばたき続けていた。この
場所でイヌワシ、どうしてでしょう。 

白 川 司 、 門 口

一 雄 、 丸 山 二
三夫、若狭 誠 

拝島0E 

187 キョウジョシギ 1997/5/8 １羽 多摩川・滝山城跡公園下   古山隆 拝島7E 

187 キョウジョシギ 2003/9/7 １羽 浅川・長沼橋下流   大川征治 八王子9H 

187 キョウジョシギ 2003/9/8 １羽 浅川・長沼橋近くの堰
下流 50ｍくらいの中州 

川原の小石を返して盛んに採餌していました。 大川征治 八王子9G 

225 アオアシシギ 1992/5/9 ２羽 多摩川・淺川合流付近   阿江範彦他 武 蔵 府 中

4K 

225 アオアシシギ 1992/9/12 ４羽 淺川・多摩川合流付近   阿江範彦他 武 蔵 府 中
4K 

225 アオアシシギ 1995/9/5 １羽 浅川・浅川橋 上空を上流側から下流に向かって鳴きながら飛ぶ 古山隆 八王子6K 

239 チュウシャクシギ 1996/8/30 １羽 多摩川・滝山城跡下水
管橋上流側 100ｍ   

三好恒雄 拝島7E 

239 チュウシャクシギ 1997/5/1 １羽 多摩川・滝山城跡公園下   古山隆 拝島7E 

247 オオジシギ 2002/4/7 １羽 谷地川・浄化施設、下

流グランド下流側から
桜並木にかけての芦原 

9:30 芦原の上を、ものすごいスピードで鳴きながら飛び回る。

時々急降下したり、一旦舞い降りた後再び飛び上がったりを繰
り返す。当地初認。 

神谷古牧 立川1B 

267 カモメ 2001/10/30 １７
羽 

多摩川・谷地川合流部 下流からやってきて、頭上でしばらく旋回した後、南の内陸に
向かう。当地初認。 

神谷古牧 立川1B 

267 カモメ 2004/10/23 ２羽 多摩川中央線鉄橋上
流 

8:35､桜並木北側、多摩川本流上空を飛ぶ。翼の上面が濃い
グレーで、下面先端が黒く、特徴が良くでていた。今季初認 

神谷古牧 立川1C 

268 ウミネコ 1990/1/21 １羽 淺川･長沼橋～一番橋   門口一雄 八王子9G 

268 ウミネコ 1993/12/11 ３羽 淺川･長沼橋～一番橋   山崎悠一・久美

子 

武 蔵 府 中

0G 
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282 アジサシ 1998/11/2 ２羽 浅川・萩原橋上流側河原   福島弥四郎 八王子5K 

282 アジサシ 2007/9/7 ５０
羽 

多摩川右岸中央高速
道橋下のグランド 

台風の翌日、冠水したグランドで群れて休息したり飛び交う。
10m 位の至近距離（堤防）からクチバシの黒いアジサシであるこ

とを確認。その後２０数羽左岸に移動し、増水により出来た茶色
の水溜まりでホバーリングしながら採餌を繰り返していた。 

出口富子 立川3B 

282 アジサシ 2008/5/20 １羽 淺川・淺川大橋 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 

318 ジュウイチ 1994/5/22 声 醍醐川上流   馬場裕・百合亜 五日市4A 

318 ジュウイチ 2000/5/3 声 高尾山・日影沢 夫と出かけた高尾山日影沢で鳴いていました。その他、キビタ

キ、オオルリ、ヤブサメなども鳴いていました。また相変わらず
ガビチョウがうるさかったです。 

新井洋子 与瀬9F 

318 ジュウイチ 2007/5/4 １羽 高幡台団地緑地 私がアカハラを見ていると上のほうで「ジュウイチ」と鳴く鳥が
いたので見上げると木の枝に止まっては鳴き、また飛んでは止

まって鳴くのを繰り返していました。私はこの鳥を初めて見たの
ですが、あまりに上過ぎて顔が良くかりませんでした。 

佐藤サヨ子 武 蔵 府 中
3H 

325 ワシミミズク 2006/2/14 １羽 八王子市泉町 1911 番
地 

夕方４時～５時ごろまで民家の軒下に止まっていた。あまり警
戒心が無く籠脱けの可能性あり。 

河村洋子 拝島4A 

325 ワシミミズク 2006/2/27 １羽 八王子市堀之内１００
２の 釣堀の前 

堀之内１００２の 釣堀の前で野鳥を観察していると、そこで釣
りをしていた、 西川様より １月１１日ＡＭ７．３０より４時間グ
ライ、釣堀にフクロウがいましたと写真をもらいました。２月１４
日ワシミミズクを観察した河村洋子様にお見せしたら、よくにて

います。 

関根伸一 武 蔵 府 中
1G 

341 アカショウビン 1995/5/20 １羽 高尾山・ｹｰﾌﾞﾙｶｰ頂上
駅と２号路入口迄の間 

北側の谷下から声を聞く・東京都鳥獣保護員佐々木洋氏指導
の探鳥会で観察 

横 山 由 美 子
（佐々木洋） 

八王子0F 

341 アカショウビン 1997/6/3 声 北浅川・弐分方町 朝５時４０分頃、自宅の隣の栗畑で４回聞く、双眼鏡で２階から

探したが姿は確認出来ず、その後犬の散歩しながら、川口方
面の丘陵から５回声を聞く。最初テープかと耳を疑ったが、す
ごい声量で本物間違いないと思った。 

柚木鎮夫 拝島1B 

346 ブッポウソウ 1997/5/17 １羽 高尾山・１号路から見た

ｹｰﾌﾞﾙｶｰのある尾根 

木の枝に止まる 探鳥会 八王子1F 

346 ブッポウソウ 2003/6/6 １羽 八王子市高尾の国道
20 号沿い。京王腺高
尾山口駅～梅の木平

の間 

観察者：川口悠太、午前 8 時頃。 南波興之 八王子1E 

346 ブッポウソウ 2006/7/1 １羽 八王子市弐分方町 11:30、見通しの良い木の天辺にとまっていました。 竹内開 拝島2B 

458 オジロビタキ 2002/12/30 １羽 東京薬科大構内 １０時３０分、場所 大構内の木の疎らな斜面、枝から枝へ飛
び移りながら時々地上に降りたり、枝にとまるときは尾羽を開

き気味にしてよく上下に降る。とにかく一番の特徴は疲れない
のと言うくらい、ミソサザイのように尾を立てている事，尾の下
は白、尾の上は黒でコントラストがあり、雨覆いの縁に薄く白い
線がありました。同じ所をチョンチョン移動するので、10 分以上

観察できました。 

原田佳世 武 蔵 府 中
1G 

458 オジロビタキ 2003/1/2 １羽 東京薬科大学構内（大
学生協東側林内） 

１４：４５～１５：００の間、（♀）１羽 川上恚 武 蔵 府 中
1G 

460 サメビタキ 1997/10/5 １羽 小仏城山頂上   粕谷和夫 与瀬7F 

460 サメビタキ 2000/10/5 １羽 陣馬山頂   大川征治他 与瀬3H 

460 サメビタキ 2007/4/12 １羽 日野市東光寺グランド 7:31,グランド北側の林に居た。当地初認か。 神谷古牧 立川0C 

480 コジュリン 1996/10/27 １羽 浅川・松枝橋～鶴巻橋   福井司郎 拝島4A 

480 コジュリン 1998/3/28 ３羽 多摩川・滝山城跡下、

昭和堰堤右岸 50m 下
流の葦原 

ｵｵｼﾞｭﾘﾝに混じり、一回り小さく、全体に赤褐色が目立って見え

た他ｵｵｼﾞｭﾘﾝに比べ褐色味があﾘ､ｺｼﾞｭﾘﾝと判断した 

三好恒雄 拝島6E 

510 イスカ 2006/3/30 １羽 平山城址公園 ♂１羽、平山城址公園に着いたのが 15:30 頃、妻が林の木の
上に鳥がいるという。早速望遠鏡を出して覗くと、イスカだと思

わず声が出る。二人で交互に観察する。興奮した。偶然と幸運
に恵まれたことでした。カメラ持参したが、撮影できず残念。そ
の後、２日間通ったが全く現れなかった。 

小張義雄・昌子 希少 

906 ワカケホンセイ

インコ 

2003/12/20 １羽 多摩川谷地川合流部 8:50、土手にいると、後方（南側）の住宅地からハシﾎﾞｿガラス

に追われた鳥がやってきた。大きさから一瞬チョウゲンボウで
はないかと思ったが、色が違う。ワカケホンセイインコだ。当地
では初認。 空中でハシボソガラスに捕まり、そのまま土手に
落ちる。カラスは私がすぐそばにいたせいか、すぐに飛び立

ち、近くのオニグルミの木にとまる。インコは重傷の様で、花が
一部抜けていて、うずくまっている。しばらくして鳴きながら飛び
立つと、待ちかまえていたカラスに捕まり、くわえられたまま民
家の屋根で突き食われ始める。その内ぐったりとしたままカラ

スに再びくわえられ、対岸の葦原に消える。 

神谷古牧 立川1B 

906 ワカケホンセイ
インコ 

2007/7/28 １羽 多摩川ひょうたん池 9:10,池の北側の林で飛んでいた。 神谷古牧 立川0C 

906 ホンセイインコ 2007/12/1 ７羽 八王子市石川町  上

空 

ホンセイインコ（亜種は不明）、北から南に向かって、「キャー、

キャー」と鳴きながら、飛んでいった。 

古山隆 拝島9E 
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鳥信メッシュと測地系について 

佐藤 哲郎 

今年の３月にカワセミ会メーリングリストで、鳥信報告の際に使用するメッシュと地図の測地系の話

がひとしきり話題となっていました。本稿では、改めてメッシュと測地系について簡単にまとめてみま

したので、参考にしていただければと思います。 

 

１．地図と基準 

一口に「地図」といっても様々なものがあります。古くは古代バビロニアの粘土に描かれた世界最古

の地図や、日本では奈良時代に僧行基が書いたとされる行基図があります。登山をする方には国土地理

院の５万分の１や２万５千分の１地形図はおなじみでしょう。また最近ではインターネット上でも新し

い技術を駆使した数多くの地図が提供され、生活の中にもすっかり溶け込んでいます。 

地図に描かれる範囲が限定的で他に影響を与えない限り、地図を作る際の基準は、とりあえず「村の

一本松」や「権兵衛さんの家」など、自分の都合で決めても何ら問題はありませんでした。日本におい

ては、明治以降永らく港区麻布台にある「日本経緯度原点」がその役割を果たしてきました。各国も事

情は似たようなもので、極端な話が、国の数だけ基準があるといっても過言ではないようです。ところ

が、経済、科学の発展に伴う世界的な交通、流通、通信等の発達により、各国ばらばらの基準で作られ

た地図では相互の整合性に不都合が生じ、地球規模での統一された基準が必要となってきました。 

 

２．日本測地系と世界測地系 

上記の事情から、日本独自の基準（日本測地系）から世界共通の基準（世界測地系）への転換が大き

な課題となってきました。何やら他でも良く聞く話ではありますが、ここではあくまで測地系の話です。 

世界測地系とは、人工衛星その他の高度な観測手段を用いた観測によって明らかとなった地球の正確

な形状と大きさに基づき、世界的な整合性を持たせて構築された経度・緯度の測定の基準で、国際的に

定められている測地基準系をいいます。日本においては２００２年４月の改正測量法の施行に伴い、そ

れ以降発行される地形図は順次世界測地系に切り替わっています。世界測地系の地形図はその旨の表示

がありますので、注意して見てください。 

日本測地系と世界測地系では、どの程度の差があるのでしょうか。国土地理院のＨＰによれば、日本

測地系の経緯度で表されている地点を、世界測地系の経緯度で表わすと、東京付近では、経度が約－１

２秒、緯度が約＋１２秒変化するのだそうです。これを距離に換算すると、北西方向へ約４５０ｍずれ

ることに相当します。 

 

３．世界測地系地形図におけるメッシュの作り方 

カワセミ会で使用しているメッシュは、これまで日本測地系で作られた２万５千分の１地形図がベー

スでした。日本測地系の地形図では、単純に地図の縦横をそれぞれ１０等分して、横軸に左から右へ０、

１、２、３、・・９、縦軸に下から上へＡ、Ｂ、Ｃ、・・（Ｉ はない）・Ｋ とつければメッシュは完成で

す。特定の場所をメッシュ記号で表わすには、地形図の地域名＋横軸数字＋縦軸英字となります。例え

ば八王子駅では、２万５千分の１地形図「八王子」にあるので、「八王子７Ｊ」となります。 

しかし、最近の地形図は世界測地系で書かれているため、そのまま１０等分したのでは従来のメッシ

ュ位置と誤差が生じてしまい、従来のメッシュで報告された鳥信データとの整合性がとれません。カワ
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セミ会には、過去に報告された膨大な数の鳥信が蓄積されており、メッシュの区域を変更することはな

かなか困難です。幸いなことに、現在発売されている世界測地系の２万５千分の１地形図は、従来の日

本測地系で書かれた地図の区域を完全に包含しています。すなわち、世界測地系の地図の縦横数センチ

内側に日本測地系の地図の図郭がはまっているイメージです。日本測地系地形図の縦横の図郭位置は、

世界測地系地形図の図郭外側に青い▲印で表記されています。よって、上下左右で対応する▲を直線で

結び、形成される四角形が従来の日本測地系２万５千分の１地形図の区域に等しいことになります。あ

とは従来同様の方法でメッシュをつくればＯＫです。 

 

４．インターネットによるメッシュ地図 

世界測地系の２万５千分の１地形図によるメッシュの作り方は前項に記した通りですが、「そんな面

倒なことはやっていられない」という方のために、カワセミ会ホームページ管理人の登坂久雄さんが、

便利な地図を作ってくれました。カワセミ会ホームページの「会員専用掲示板」の中にありますので使

い方をご紹介します。（カワセミ会ＨＰ ： http://kawasemi.fan-site.net/ ） 

この地図は、国土地理院が提供する電子国土Ｗｅｂシステム（運営は電子国土事務局）を利用して作

られています。（電子国土ポータル ： http://portal.cyberjapan.jp/ ） 

＜カワセミ会ＨＰのメッシュ地図使用法＞ 

① カワセミＨＰ左側メニューから「会員専用掲示板」項目中にある「メッシュ地図」をクリック。 

② ユーザー名とパスワードの入力画面が開くので、所定のユーザー名、パスワードを入力して「Ｏ

Ｋ」ボタンを押す。（会員専用掲示板のユーザー名、パスワードがわからない方は事務局へご連

絡ください。） 

③ 地図エリアの選択画面が開くので、必要な地図名称をクリック。 

（地図はカワセミ会活動エリアである２万５千分の１地形図「五日市」「拝島」「立川」「与瀬」

「八王子」「武蔵府中」が用意されています。） 

④ 選択した地図画面が開きます。（下左：画面は「八王子」の例）このままでは縮尺が小さすぎる

ので画面右上の＋印をクリックするとズームイン（－印はズームアウト）します。知りたい場

所が分かるよう適当な大きさにしてください（下右：拡大図）。画面にはメッシュの区域線と記

号が赤で表示されていますので、目的の場所のメッシュ記号を知ることができます。また、こ

の画面はドラッグすることにより任意の方向にスクロールが可能です。 

  

＜図１：エリア地図初期画面＞         ＜図２：エリア地図ズームイン画面＞ 
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私の探鳥記録整理法 

今井達郎   

 私は探鳥記録の整理に日本野鳥の会東京支部が 1998 年 4 月に「ユリカモメ No.509」に発表した「日

本産鳥類リスト」を活用しています。このリストには日本で見られる鳥538種と外来種26種が掲載され、

個別に通し番号が付されております。探鳥会の時に配布される「鳥合わせチェックリスト」の鳥の名の

前にある番号は、この鳥類リスト

の番号と一致しています。 

 私はこの「日本産鳥類リスト」

のコピーを 1 年に 1 枚使用して、

探鳥結果を整理しています。 

昨年の整理結果を縮小コピーした

ものを右に添付しました。 

 整理方法は先づ、（Ⅰ）に探鳥の

順に番号を付け、月日と場所を記

入して置きます。次にチェックリ

ストの見た鳥と、この鳥類リスト

を照合し、その年の初見鳥であれ

ば（Ⅰ）の番号を鳥名の右に記入

します。例を挙げると、リストの

５．カイツブリに、⑨とあるので、

4月 17日に葛西臨海公園で見たこ

とが判ります。 

 コピーの上段（Ⅱ）は、その年

の初見鳥の累計を知るためのもの

です。一段目の番号は（Ⅰ）の番

号に応じたものです。二段目は初

見鳥の数で、三段目はその累計を

記入してあります。 

例えば（Ⅱ）の⑨は 4 月 17 日葛西

臨海公園で、初見鳥は 21 種であったことになります。 

 さて、年末になると会長から「1 年間に見た野鳥の種類数と探鳥の回数」の報告が求められます。こ

の時にこの整理法が役立ちます。1 年間に見た野鳥の種類数は、（Ⅱ）の初見鳥の累計が当てられ、大晦

日探鳥会が終わって、その記録の整理が済めば、私の場合は 123 種であり、探鳥の回数は（Ⅰ）の 24

回となります。 

 

 この日本産鳥類リストの１頁目に記入されたこの結果から、生涯の初見鳥を見なおして、生涯に見た

鳥の数を算出することも出来る筈です。 
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ついに確認、八王子でイソヒヨドリの繁殖 

粕谷和夫 

１．イソヒヨドリとは 

イソヒヨドリ Monticola solitarius は、スズメ目・ツグミ科に分類されるアフリカとユーラシア大陸に

広く分布する鳥で、体長は 23cm ほど、ヒヨドリよりは少し小さい。磯に多く生息していて、ヒヨドリ

に似ていることからこの和名がついているが、分類上はヒヨドリ科ではなくツグミ科の鳥である。 

体色は亜種によって異なるが、日本に分布する亜種イソヒヨドリ M. s. philippensis では、オスは頭か

ら喉及び背部が暗青色、胸腹部がレンガ色のような赤褐色、翼が黒と鮮やかに色分けされる。一方、メ

スは全身が若干の暗青色を帯びた茶褐色で、鱗のような模様があり、オスメスの区別は容易であるが、

若鳥期のオスは、メスの個体と近似の羽色をしており雌雄の区別がしづらい。 

イソヒヨドリは世界的には標高 2000m-4000m の高山の岩石地帯に生息する鳥である。しかし、日本で

は磯や港など海岸周辺が主要な生息地域である。河川に近い内陸部でも見かけることがある。 近年では

都市部にも生息するようになった。住宅地やビルの間を飛び回る姿を見かけたり、鳴き声を聞くことが

できる。(以上はフリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』から抜粋引用） 

 

２．JR 八王子駅南口付近で 2009年繁殖を確認 

 八王子市、日野市内でも今までイソヒヨドリが何回も目撃されていた。カワセミ会の 1983 年～2009

年 6 月までの鳥信に 47 件記録されている（第１表）。しかし、確実な繁殖記録は 2007 年まではなかった。

2008 年 4 月 14 日に今野美代子会員の友人が JR 八王子駅南口の線路沿いで♂♀で 2羽確認した。これは

繁殖期に♂♀で 2 羽確認したという繁殖の可能性が示唆された情報である。 

 2009 年 5 月に再び今野会員から、「友人からの情報ですが、JR 八王子駅南口付近でイソヒヨドリが繁

殖し、雛が巣立ったそうです。巣立ちビナを 2 羽まで確認したが、雌が餌を運び込むので巣内には雛が

まだいるようだと話していました。」という情報が寄せられた。 

 そこで、粕谷は 5 月 29 日に確認に行った。 

11 時 30 分～12 時 15 分まで小雨の中、45 分間観

察。♂親１羽、♀親 1 羽、巣立ち雛１羽。♀親が

１本の桜の赤くなった実をとって、約 30m離れた

建物の屋根の軒下で待つ嘴の黄色い巣立ち雛に与

えた。桜の実を銜えた♀親の証拠写真は撮れたが、

雛にその実を渡すところの写真は撮れなかった。

巣は近くにあると思われたが探さなかった。 

 証拠写真の撮影を粕谷に依頼された大川征治会

員が 6 月 6 日 10:40～11:15 観察。現場に着くとイ

ソヒヨ雄が桜の木の近くに来て桜のみを食べてす

ぐに飛び去った。カメラを出す間に飛ばれてしま

った。その後近くのアンテナにとまりなどしてい

たが、桜の木には飛来しなかった。警戒されたのかまたはヒヨドリが多くて来なかったのかは不明。雌

は見なかった。 

第１図－１  桜の実を銜えたイソヒヨドリ♀親 
（2009年5月29日、JR八王子駅南口付近、粕谷和夫撮影） 
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6 月 6 日 18 時 00 分～18 時 30 分に粕谷は再度観察した。♂親 1 羽、♀親 1 羽＋巣立ち雛 2 羽確認。♀

親 1 羽＋巣立ち雛 2 羽は屋根上の広告板やアン

テナに一緒にいて、１羽の雛は♀親に餌をねだ

る姿勢を示した。♀親は桜の実をとる行動はな

く、屋根から少し飛び上がりフライキャッチの

ような行動を数回繰り返していた。空中の虫を

捕っていたのかもしれない。♀親は時々綺麗な

声で鳴いていた。一方、♂親は単独行動で別の

建物の屋根にいるのが観察された。 

 6 月 12 日、今野は JR 八王子駅南口で、線路

の中の電線に雄がとまっていて、雛 1 羽がその

付近をちょろちょろしているのを観察した。 

 粕谷は 6 月 13 日以降、7 月

までの間、2 番子の繁殖を期

待して、何回が観察したがイ

ソヒヨドリは確認できなかっ

た。なお、5 月末以降、イソ

ヒヨドリの貴重な繁殖情報で

あったため、カメラマンなど

来襲を懸念して即時公表を差

し控えた。 

 

３．他の場所でも繁殖の可能性大 

 鳥信 47 件のうち、2008 年まで

の 39 件の出現月数を調べてみる

と、第２図のとおりで、繁殖期の

4、5 月に 11 件記録されている。

この記録から 2008 年までも繁殖

していたのではないかと推測され

る。 

 鳥信 47 件の場所別内訳は第２

表のとおりである。このうち、谷

地川下田橋新旭橋付近（立川 0C）

では 17 件、狭間町イトーヨーカ堂

付近（八王子 3G）では 4 件記録さ

れている。この様な場所では、JR

八王子駅同様に繁殖している可能

性が大であることが推測される。

さらにその他の場所でも繁殖して

いる可能性があると考えられる。来年以降の観察の強化が期待される。 

第２図 1983～2008 年に記録されたイソヒヨドリの月別出現件数 
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第２表 イソヒヨドリが観察された場所（1983 年～2009 年 6 月） 

観察された場所 メッシュ 記録件数 

日野市日野台 立川 0A 2 

谷地川下田橋新旭橋付近 立川 0C 17 

狭間町イトーヨーカ堂付近 八王子 3G 4 

ＪＲ高尾駅・ダイエービル 八王子 2G 1 

JR 八王子駅付近 八王子 7J 14 

浅川・平山橋付近 武蔵府中 0H 2 

城山川・中央高速と城山川が交差している所 八王子 4K 1 

浅川・浅川大橋下流右岸側 八王子 7K 1 

浅川・山田川合流付近 八王子 8H 1 

浅川・新浅川橋付近 八王子 8J 1 

京王線・聖蹟桜ヶ丘駅前交差点上空 武蔵府中 5H 1 

浅川・ふれあい橋上流右岸の老人ホーム屋上 武蔵府中 3K 1 

浅川・日野高校対岸の浅川右岸付近 武蔵府中 4K 1 

 

第１図-２  
営巣地の近くの住宅アンテナにとまるイソヒヨドリ♂親 
（2009 年 6 月 6 日、JR 八王子駅南口付近、大川征治撮影） 
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 なお、今回繁殖が確認された巣は JR 八王子駅南口付近の民家である。バードウォッチャーやカメラ

マンの殺到により巣の大家さんに迷惑をかけないように慎みたいものです。 

 

第１表 イソヒヨドリの観察記録（会報カワセミ鳥信から引用） 

観察年月日 羽数 観察場所 状況 観察者 メッシュ 

1993/12/12 １羽 浅川・ 新浅川橋付

近 

♀ 探鳥会 八王子 8J 

1994/3/25 １羽 JR 八王子駅東側の
貨車引込線 

車止めコンクリートの上、♂ 川上恚 八王子 7J 

1994/5/1 １羽 ＪＲ高尾駅・ダイエ
ービル７階 

  加藤岸男 八王子 2G 

1995/1/31 １羽 JR 八王子駅東側 貨車線路上、♀ 川上恚 八王子 7J 

1996/1/20 １羽 浅川・平山橋下 ♀ 粕谷和夫 武蔵府中 0H 

1996/4/29 １羽 浅川・ 山田川合流
付近 

中州、♀ 湯 原 直 彦 ・
ひろみ 

八王子 8H 

1997/2/1 １羽 浅川・平山橋 橋脚上 山 崎 悠 一 ・

久美子 

武蔵府中 0H 

1997/12/10 １羽 谷地川・下田橋下

流 

♀１ 神谷古牧 立川 0B 

1998/11/14 １羽 谷地川・新旭橋付
近 

♀ 神谷古牧 立川 0C 

1999/2/7 １羽 多摩川・谷地川合
流部、谷地川浄化
施設付近 

  神谷古牧他 立川 0C 

1999/2/20 １羽 谷地川・新旭橋付
近 

  神谷古牧他 立川 0C 

2001/11/25 １羽 浅川・ 浅川大橋下
流右岸側 

護岸工事用のコンクリートブロックの仮置き場 倉本修 八王子 7K 

2002/11/26 １羽 ＪＲ八王子駅北口 今朝（１１／２６）、イソヒヨドリ（雌雄不明）を見ました。駅ビルと京王プラ

ザホテルの間に「八王子交通ビル」というビルがあり、７：４０頃、非常階
段の手すり等に止まっていました。イソヒヨドリは八王子市内でも、時々
観察されますが、渡りの途中なのでしょうか。大陸にすむ別亜種は内陸
部の岩の多い地域にも住み、渡り性もあるとのこと。日本でも、北の個

体は渡るようですが…。 

古山隆 八王子 7J 

2002/12/13 １羽 狭間町、イトーヨー
カ堂屋上 

♂ 粕谷和夫 八王子 3G 

2003/2/26 １羽 谷地川・新旭橋近く
の左岸くぼ地 

♀、草地で採食したり杭にとまったりを繰り返していた。以前もこの付近
で見られたようです。 

大 川 征 治 ・
香 

立川 0C 

2003/3/1 １羽 谷地川・下流ダム横
のくぼ地 

ダム横のくぼ地で草地で採食 大川征治 立川 0C 

2003/3/16 １羽 谷地川・新旭橋横

のくぼ地 

♀、くぼ地でえさを採っていたがチョウゲンボーが襲ったため隣の工場

の影に逃げ込んでしまった。 

大川征治 立川 0C 

2003/4/30 １羽 城山川・開戸中橋

上流 50m.中央高速
と城山川が交差して
いる所 

am6.00、下腹が茶色で背中わ青色のきれいな色おしていました。 関根伸一 八王子 4K 

2003/9/8 １羽 八王子駅前京王プ
ラザホテル屋上 

  古山隆 八王子 7J 

2004/4/10 １羽 谷地川・新旭橋 １０：００、橋の下流側左岸の空き地（畑地）のくいに止まる。その後何か

をくわえて、隣地にある「多摩精機」構内の柵下で食べ始める。昨年まで
の二年は確認出来ていないが、その前は、毎年この場所で確認してい
る。写真あり 

神谷古牧 立川 0C 

2004/4/10 １羽 谷地川下流左岸 ことしは雄で、電柱でさえずった後地面に下りる。昨年は雌。 大川征治  立川 0C 

2005/2/7 １羽 谷地川新旭橋下流
川 

♀、今年もまた来たようです。新築された住宅の屋根に乗ったり、浄水
場がわのフェンスに降りてきて周辺でちょろちょろしていました。 

今野美代子 立川 0C 

2005/3/6 １羽 新旭橋下流左岸窪
地 

谷地川・新旭橋下流左岸窪地 地面に下り土をつつき採食中 傍島玲子 立川 0C 

2005/3/6 １羽 谷地川・新旭橋下
流左岸 

♀。モズとミミズを取り合う。飲み込むのに苦労していた 大川征治 立川 0C 

2005/3/14 １羽 谷地川・新旭橋下

流左岸 

  大川征治 立川 0C 

2005/11/29 １羽 日野市日野台 日野自動車工場の屋根に止まる 古山 隆 立川 0A 
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2006/4/9 １羽 狭間町のイトーヨー
カドー八王子店 

17：45 頃、イトーヨーカドー八王子店屋内駐車場南東側進入路上の梁
（２階屋根の高さ）で♂1 羽が囀っていた。 隣接するマンション屋上か
ら、ハシボソガラスに追われてヨーカドーの梁まで降りて来た模様。 

横山由美子 八王子 3G 

2006/4/22 １羽 京王線・聖蹟桜ヶ丘
駅前交差点上空 

16 時半頃と 17 時半頃、♂ 1 羽、状況：「え？夏鳥？」と驚き、声の主を
探すと、イソヒヨドリでした。京王ストアの看板や銀行の看板、ＯＰＡなど
ビルの高いところを忙しく飛び回り、交差点でずっとさえずっていました。
もしかしたら、観察した前後もずっといたのかもしれません。残念なこと

に、車が多い場所なので、美声がその音にかき消されていました。 

福島孝子 武蔵府中 5H 

2006/5/7 １羽 狭間町のイトーヨー
カドー八王子店 

17 時ごろ屋上で♂１羽囀っていた。 横山由美子 八王子 3G 

2006/9/18 １羽 京王八王子駅前の
１階に ampm が入っ
ているビル屋上 

♂、13:30 頃、近くの別のビル屋上とを行き来していた 横山由美子 八王子 7J 

2006/9/21 １羽 日野市日野台 ８：０５ 日野自動車工場の屋根にとまる 雌雄不明 古山隆 立川 0A 

2006/11/4 １羽 谷地川新旭橋 橋の下流右岸側にある畑地にいた。今季初認。 神谷古牧 立川 0B 

2006/12/3 １羽 谷地川新旭橋 橋の上流側に、♀の個体がいた。 神谷古牧 立川 0B 

2007/1/16 １羽 谷地川新旭橋横 ♂１羽地面で採餌 大川征治 立川 0C 

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 

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 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 

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 

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 

2008/10/5 １羽 浅川・ふれあい橋上

流右岸の老人ホー
ム屋上 

♀１；ふれあい橋上流右岸の老人ホーム屋上の貯水槽の周りをうろつ

く。 

門口一雄 武蔵府中 3K 

2009/3/1 １羽 浅川・ 日野高校対

岸の浅川右岸付近 

♀1；日野高校対岸の浅川右岸付近の耕したばかりの畑でツグミ、モズ

と前後して出現した。 

門口一雄他

8 名 

武蔵府中 4K 

2009/5/22
～23 

１家 JR 八王子駅南口付
近 

友人からの情報ですが、カワセミ会でも目撃例があった八王子駅南口
付近のイソヒヨドリが繁殖し、雛が巣立ったそうです。巣立ちビナを 2 羽

まで確認したが、雌が餌を運び込むので巣内には雛がまだいるようだと
話していました。 

今野美代子 八王子 7J 

2009/5/29 ３羽 JR 八王子駅南口付

近 

駅南口の東側、八王子シティホテル前（自転車置き場付近）。11 時30 分

～12 時 15 分まで小雨の中、45 分間観察。♂親１羽、♀親 1 羽、巣立ち
雛１羽。♀親が自転車置き場に植わっている１本の桜の赤くなった実を
採って、約 30m 離れた建物の屋根の軒下で待つ嘴の黄色い巣たち雛に
与えた。桜の実を銜えた♀親の証拠写真は撮れたが、雛にその実を渡

すところの写真は撮れなかった。巣は近くにあると思われる。 

粕谷和夫 八王子 7J 

2009/6/1 １羽 八王子南口付近 晴、10:40～11:15、着くとイソヒヨ雄が桜の木の近くに来て桜のみを食べ
てすぐに飛び去った。カメラを出す間に飛ばれてしまった。その後近くの

アンテナにとまり（写真）などしていたが、桜の木には飛来しなかった。
警戒されたのかまたはヒヨドリが多くて来なかったのかは不明。雌は見
なかった。また巣はあるとすればビルの屋上とおもはれたが不明。 

大 川 征 治 ・
香 

八王子 7J 

2009/6/1 ２羽 JR 八王子駅南口付
近 

16 時 30 分～17 時 50 分に観察。♂１羽が数回屋根の上、アンテナなど
に現れ、さえずりのような声を出してくれた。♀は同じ個体１羽と思われ
るが数回電柱の上や桜の木に現れた。桜には熟れた実が付いていて、
その実を食べているようだったが、本日は 5 月 29 日のような実を嘴にく

わえて他の場所に運ぶという行動は見られなかった。桜にはヒヨドリ数
羽も来ていて実を食べていた。 

粕谷和夫 八王子 7J 

2009/6/6 ４羽 JR 八王子駅南口付

近 

18 時 00 分～18 時 30 分、♂親 1 羽、♀親 1 羽＋巣立ち雛 2 羽確認。

♀親 1 羽＋巣立ち雛 2 羽は屋根上の広告板やアンテナに一緒にいて、
１羽の雛は♀親に餌をねだる姿勢を示した。♀親は桜の実をとる行動
はなく、屋根から少し飛び上がりフライキャッチのような行動を数回繰り
返していた。空中の虫を捕っていたのかもしれない。♀親は時々綺麗な

声で鳴いていた。♂親は単独行動で別の建物の屋根にいるのが観察さ
れた。 

粕谷和夫 八王子 7J 

2009/6/12 ２羽 八王子駅南口 雄１ヒナ１、線路の中の電線に雄がとまっていた。雛 1 羽がその付近を
ちょろちょろしていた。 

今野美代子 八王子 7J 

2009/6/13 ０羽 JR 八王子駅南口付

近 

14 時 50 分～15 時 20 分、30 分観察したが、イソヒヨドリの姿も声も確認

できなかった。営巣地から他に移動したのかも知れない。 

粕谷和夫 八王子 7J 
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野鳥の密猟防止パトロール探鳥会報告 

 担当；門口一雄 

 ２００９年春、裏高尾の日影沢林道及び木下沢林道で、カワセミ会野鳥保護活動の一環として「野鳥

の密猟防止パトロール」を２回実施した。２回とも早朝の集合であったが多くの会員が参加した。 

野鳥の密猟や不法飼育は、各種統計によればまだまだ多く、つい最近も当局によって検挙されたこと

が報道されている。東京都鳥獣保護員の話では「密猟者は、早朝に車で山に入り、山菜採りを装い、テ

ープで野鳥の声を流し、トリモチを使い捕獲していることが多い。また、鳥籠などは使わず、紙袋を持

っていることもある。」とのことである。 

私達のパトロールでは、万が一密猟者と思われる人と遭遇しても、注意などしないで特徴をメモし、

離れたところから 110 番することとした。参加者は「密猟パトロール」「野の鳥は野に！」の腕章や手作

りのステッカーを付け、鳥や草花を見ながらの楽しいパトロールであった。 

 

Ａ．日影沢コース 

１．日 時：2009 年 4 月 22 日(水) 6 時 30 分～14 時 45 分  天気；晴 

２．場 所：奥高尾；日影沢林道入口～城山～一丁平（昼食）～高尾山～日影沢林道入口 

３．確認した野鳥：２４種 

  オオルリ、キビタキ、ヤブサメ、クロツグミ、センダイムシクイ、コサメビタキ、オオタカ、トビ、

イカル、カケス、コゲラ、アオゲラ、シジュウカラ、ヒガラ、ヤマガラ、エナガ、ホオジロ、メジ

ロ、ウグイス、キジバト、ヒヨドリ、コジュケイ、ハシブトガラス、ガビチョウ 種 

４．主な植物（花の咲いているもの） 

  ラショウモンカズラ、ジロボウエンゴサク、イチリンソウ、ニリンソウ、ミツバツチグリ、ミヤマ

ハコベ、ツルカノコソウ、シャガ、マルバスミレ、タカオスミレ、タチツボスミレ、ニオイタチツ

ボスミレ、アケボノスミレ、ツボスミレ、ヒカゲスミレ、オカスミレ、ミミガタテンナンショウ、

ウラシマソウ、ホウチャク

ソウ、チゴユリ、イカリソ

ウ、クサノオウ、カキドオ

シ、ミヤマキケマン、ムラ

サキケマン、ジュウニヒト

エ、コチャルメルソウ、ヤ

マルリソウ、ヤブニンジン、

ウワミズサクラ、アオキ、

コクサギ、ヒメウツギ、マ

ルバウツギ、ニガイチゴ、

クサイチゴ、ヤマブキ、シ

バヤナギ、ヤマナシ、ニワ

トコ、クサボケ、ヤマザク

ラなど 

５．蝶、虫など 

  ツマグロヒョウモン、アゲ

 

高尾さんの頂上で密猟防止をアピールしました。 
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ハ、アカタテハ、ミヤマセセリ、ヤマトシジミ、クガヒル、オオミミズ、タゴガエル、サワガニな

ど 

６．参加者：１５名 

  井形定子、大川征治、大川香、門口裕子、白川司、白川史子、傍島玲子、高梨規子、多田恒子、 

千葉槙子、内藤公三、中村后子、細田富美代、若狭誠、門口一雄 

７．担当者の記録 

前日から雨が降り、開催が心配されたが夜が明ける頃には雨も止み、さわやかな探鳥(パトロ 

ール)日和となった。早朝の集合にもかかわらず予想を上回る 15 名の方々が参加した。 

出発早々オオルリやコジュケイの声を聞く。道端では、イチリンソウ、ラショウモンカズラ、 

アケボノスミレなど 8 種類のスミレやウワミズザクラ、ヤマナシの花など次々に目に留まる。草花

に詳しい方に見分け方など解説していただきながら進んだ。上空が開けた所ではオオタカのデスプレ

イフライトが見られた。 

早朝のためか山に入る人が少なく、密猟者と

思われる人にも会わず、密猟防止等の PR効果

が疑問視された。しかし、城山に着くと登山客

が多くなり、一丁平を通り、高尾山頂では、望

遠鏡を担ぎ双眼鏡を首に下げて腕章をした集

団は目立ち、密猟防止や野鳥保護のいい宣伝に

なったと思う。一方探鳥は、鳥の鳴き声がする

がなかなか姿は確認できない。終了間近にモミ

の木の梢で囀るオオルリを全員で確認できた。

参加者から来年も、の声があり実施してよかっ

たと思っている。 

 

Ｂ．木下沢コース 

１．日 時：2009 年 5 月 10 日(日)  6時 00 分～7 時 30 分 天気；晴 

２．場 所：木下沢林道 高速道路ガード下～車止めまで約 2km 

３．参加者：１７名  

粕谷和夫、阿江範彦、大川征治、大川香、白川司、白川史子、佐藤哲郎、長谷川篤、丸山 

二三夫、千葉槙子、若狭誠、中村經男、中村后子、玉手道雄、玉手しのぶ、門口裕子、門口一 

雄 

４．確認した野鳥： 

  オオルリ、キビタキ、ミソサザイ、メジロ、ヒヨドリ、ホオジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、 

ハシブトガラスなど 

５．担当者の記録 

  昨年から実施している「八王子市の鳥オオルリを探す会」公開探鳥会前の早朝パトロール。２回目

のためか緊張感は少なく、オオルリ、キビタキやミソサザイの囀りを聞きながら楽しく実施できた。

途中、車で入山する方と会うが無線とのことでホットした。この林道にもゴミの不法投棄を取り締ま

るカメラが設置されているが、車止めを林道の入口に作れば一石二鳥になると思う。コースの中に、

当会の要望で設置された「野鳥を捕ることは犯罪です」の看板を確認し勇気付けられた。 

 

終了間近に見られたオオルリ 
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戸隠探鳥会 ～初めての遠出探鳥会～ 

２００９年５月３０日～３１日 

矢沢 はるみ 

  

 3 月に入会して以来、高尾山のカウントに 1 回参加したのみで、今回初めて宿泊を伴う探鳥会に参加

させていただきました。戸隠は以前から行きたかった所で、スノーハイクやそば祭りで訪れる計画がど

ちらとも流れていただけに、わくわくと楽しみにしていました。 

 バスの中で探鳥会のお話等伺いながら、いざ現地へ。長野県は南北に長く、信濃町 ICまで長く感じら

れましたが、探鳥を行う「戸隠森林植物園」のある上信越高原国立公園は更に先、もう少し行くと日本

海ですからね。雨で出足が鈍ったか、渋滞も無く、雪を抱いたアルプスの山々を眺めながら無事到着。

早速雨具等準備して、さあ探鳥開始。 

 広くて整備の行き届いた木道を歩き始め、まず一面の緑の美しさ

に目を見張りました。大きな水芭蕉の葉っぱにたくさんの雨粒がき

らきら輝いて、本当にきれい。宝石なんか及びも付かない感じです。

葉が芭蕉に似ていて、水辺にあるから水芭蕉。今回教わって、成る

程！名の由来を知り、観察が更に楽しいものへ。会員の皆様は植物

にも詳しく、次々と教えてくださいます。 

 特に、今回初めて見た白くてまぁるい花びらの「山芍薬」は大変

人気で、男性陣もはしゃいでいました。小柄の春蝉がちょこんと手

摺に乗っかっているすぐ側には脱皮した殻があったり、田子蛙がおらが季節と元気良く鳴いていたり、

その間にも我々の観察は、ミソサザイ（色は地味だけど、尾がきゅっと上がってかわいい）、キビタキ、

コゲラ、クロジ、カケス等と進んでいきます。 

 遊歩道のすぐ先の枯れ枝で抱卵しているコサメビタキに

出会いました。巣からちょこんと出した頭やまん丸な目に、

みんなで「かわいいー！」。それまで、自分で鳥を双眼鏡に

捉えることが出来なかったので、嬉しさも倍です。 

 しかし、ここがこんなにも愛鳥家に人気スポットとは。

殆どがバードウォッチャーです。 

お弁当を食べた随神門という山門から奥社が 900ｍと書

いてあったので、一人急ぎ足で往復。参道の杉並木から先

がきつくて長かった。何も知らず軽い気持ちで向かったけ

ど、引き返す気になれずハアハアと。でもお参りが出来て、

満足。翌日早朝の静かな参道で、杉の巨木に見つけた鳥（キ

ビタキ）を一人じっくりと観察できたのは、ご利益かな。 

その後も、キバシリが木を素早く走って登る姿に驚き、巣を行ったり来たりするノジコ（教わったア

オジとの相違点が興味深い）に、巣は案外小さいものだなとか、あんな所かけるのか思ったり、たまた

ま他のグループに混じってアカハラをばっちり真下から観察出来て感激したり、植物では、正しくニン

ニクの匂いの行者ニンニク、ゴマの香りのする葉っぱ（エゴマ？）が珍しくて、印象的でした。 

歩きながら、三鳴鳥や鳴き声を覚える基本（シジュウカラを標準とし、ヒガラは速くヤマガラは遅い）

 

山芍薬 

 

コサメビタキ 
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等を教えて頂きました。素晴らしい新緑とともにたくさんの鳥や植物等を観察することが出来、雨のた

め夜の観察会は無くなりましたが、実り多い一日でした。アカショウビンを明日に期待して。 

「探鳥の人 皆黙りけり 山わか葉」戸隠探鳥会（途中の東屋の近くの碑。探してみてください。） 

 

二日目は、前夜の激しい雨も上がり、早朝の探鳥会へ。昨日のみどり池から入り、今日は鏡池にも。

みどり池には居たカイツブリやカルガモの水鳥が見当たらす、不思議。その代わり、池の畔の高い木の

天辺にノスリがずっと留まって、烏が威嚇しても動じない様子や彼方を飛んでいくクマタカ等を観察。 

遊歩道では、センダイムシクイやコマドリの面白い鳴き声を聞き、そして遂に、昨日お昼を食べた山

門の側で、アカショウビンが小川の向う岸の林から頭上を越え、門の方の林へ飛び去る姿を目撃しまし

た。見た人皆、興奮気味。私は、逆光で色を認識することが出来ず、宿泊ホテルにあった剥製の赤い色

を思い出しながら、懸命に目で追いました。価値が分からないながらも、やったー！でも、ヒヒョロロ・・

という何度も聞いたあの美しい声は、決して忘れないぞ！ 

そして、これも初めてのニュウナイスズメの雄・雌両方をスコープで見せて頂き、大変良かったです。

ハルニレやサワグルミ等々の大木、驚くような太いツルアジサイ、ラショウモンカズラの鮮やかな紫、

水辺のピンクのイワカガミ、多様な白い花々・・・本当に

自然は素晴らしいなあと感動し、癒され、エネルギーをも

らった、初めての遠出探鳥会でした。 

また食いしん坊の私は、くまざさソフト（ご当地ソフト

クリームは、私の旅の楽しみの一つ）、しゃきっとして喉越

しの良い戸隠蕎麦（霧下蕎麦）、揚げ立てのサクサクした山

菜天ぷら、山うどのキンピラ、蕎麦団子に大満足。地酒を

逃したのが、ちと悔しいが。 

最後に、紙面をお借りしまして、お世話になりました会

の皆様に心よりお礼を申し上げます。鳥の名前も鳴き声も

ちんぷんかんぷん、双眼鏡の使い方から教わり、鳥が入っ

たからといってはしゃぎ、探鳥用語も初耳で、果ては観光にもそそられる私にさぞや呆れもし、ご迷惑

もお掛けしたかと存じます。 

長野県在住時に、幾つかの素晴らしい出会いにより鳥に目覚めたものの、東京では他に興味を引くこ

とが多々あり、のめり込む程のこれぞという鳥との出会いはまだ無く、不勉強な私が今後も探鳥を続け

ていかれるかどうか自信は有りませんが、鳥類の観察＝自然との触れ合いを求めて、会員の皆様と交流

を図り、探鳥会を楽しみたいと思います。ありが

とうございました。 

 

このレポートでは、私の少ないメモの中から実

際に見聞きして印象に残ったものに限られていま

すが、会の鳥合せでは、４８～５０種が確認され

ました。植物も同様であったことを付け加えてお

きます。 

 

鳥のように、俯瞰図的に物事をみられたらなぁ。 

 

イワカガミ（撮影：廣川 潔） 

 

キビタキ（撮影：廣川 潔） 
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       オオルリ他夏鳥調査を担当して                           

１．初沢川                             

北野台  浜野建男 

 昨年からオオルリ他夏鳥調査を担当させていただいています。今年二回目の調査を終了し、これまで

の状況を報告させていただきます。 

 

（１）担当地域について 

 担当する初沢川は高尾駅の南側、高尾霊園の奥にあり、ほとんど人の入らない隠れ沢といった感じの

場所です。また後半は高尾霊園の動物霊園の脇から東高尾山稜に出て、かたらいの道を高尾駅まで戻り

ます。オオルリ、サンコウチョウは初沢川筋で、キビタキは尾根にでてからもよく確認されます。 

 

（２）第一回調査（昨年５月～６月） 

 はじめての調査には粕谷会長、長谷川さんに同行い

ただき、鳴き声で判別する夏鳥調査の難しさを実感し

ました。このため第二回、第三回と一人で調査を行い、

第四回に再度長谷川さんに同行いただき調査を終えま

した。また長谷川さん担当の今熊山にも同行させてい

ただき、合計６回の調査を経験させていただきました。 

                                                     

（３）第二回調査（今年４月～５月）                                                                                                                                                                                                      

 昨年８月のゲリラ豪雨でもっとも被害の大きか

った地域のため、４月中旬に事前調査を行いまし

た。特に初沢川の奥は足場が悪く、土砂崩れ等で

調査できない可能性もあると思いましたが、幸い

調査には支障がないことがわかり、５月に２回の

調査を行いました。しかし豪雨の爪跡は初沢川の

入り口や、東高尾山稜に登る登山道（道が崩れ、

他の道が作られていた）に残っていました。昨年

と比較すると今年はキビタキが多く確認できまし

た。また３回以上の調査をしたかったのですが都

合がつかず２回になったのが残念です。                                                                                                                                           

                                                                                                                          

（４）調査の精度向上を目指して               

 高度な野鳥判別スキルを要求される夏鳥調査は自分にとってはまだまだ経験不足の領域です。今年の

調査結果を見ていただくと初沢川ではクロツグミが未確認となっています。これは当方のスキルがそれ

を確認できるレベルでないことが原因で、決してクロツグミがいないわけではないと思います。インタ

ーネットなどにはたくさんの情報がありますが、教科書どおり鳴いてくれる野鳥は稀で、やはり実際の

フィールドで数多くの鳴き声に接しなければだめだと痛感しています。今後も毎年調査の精度を向上で

 

高い枝でさえずるオオルリ（昨年５月） 

 

ゲリラ豪雨の爪跡が残る初沢川入口付近（今年４月） 
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きるよう、がんばっていきたいと思います。 

今後ともベテランの方々のご支援、よろしくお願いいたします。 

 

２．醍醐川上流 

                                 廣川 潔 

醍醐川林道上流部と、ににく沢林道を担当しています。  

昨年調査依頼のとき、浅川探鳥マップにも探鳥地マップがなく、場所もわからず、今まで長年調査され

てきた事を考えると初心者の私がオオルリ他夏鳥調査は、とても自信がなく協力者として勉強させてい

ただきたいとお願いしました。  

「それでは同行してみませんか」のメールでお誘いいただきました。 

 昨年の子供の日に、粕谷会長、長谷川さんのお二人の後ろから勉強させていただき、また５月末にも

長谷川さんに同行し指導していただきました。 

場所は、毎年７月に実施している醍醐林道探鳥会（佐藤哲郎さん担当）の終点であるににく沢林道出

会いから上部になります。  

先ずににく沢に入ります。ににく沢は途中崩れており、その先は今年は昨年より藪がよりしげり人が

歩いているような形跡はありませんでした。 その崩れているところでピストンします。 森が深いの

で鳥の声は聞こえるのですが姿は中々姿を見ることができません。それでもお二人は目線より下で鳴く 

キビタキ 霧の中で鳴くツツドリを確認されたりで感動させていただきました。  

ににく沢林道出会いにもどり、これからは醍醐沢林道上部に進みます。落石などがころがっています

が、道は一部を除き舗装されています。 距離は短いですが、林道としてはきつい登りで登山道として

はゆるい登りが続きます。花も種類数ともに豊富に咲いています。（すいません不勉強ですので何がと

いう質問にはお答えできません） 

今年は猿にも出会い、親子連れで１０頭ほどの集団です。ビックリしたのですが向こうも同じでその

まま林道を横切って下っていきました。 地元の人の話だとふもとのサルビアの花の蜜を食べに桧原村

からくるようです。 登りも終わり和田峠まで少しくだりカウント終了となります。 その後、また来

た道を戻ります。  

ウグイス アオバト クロツグミ オオルリ 声はよく聞こえてきます。 今まで鳥の声には関心が低

くうわの空で聞いていたことがカウントに大きく影響してしまいます。ＣＤなどと同じようにお手本の

ような鳴き声、迷ってしまう声識別できない声、探鳥で重要な事を一人で歩くようになり昨年よりもっ

と身につまされています。 目でさがすのも一人では、漏れて探しきれていないと思います。 どなた

か来年一緒に歩いていただける方がいればとても助かりますのでご連絡よろしくお願いします。  

今まで囀っている遠い鳥をじっくり見たり、鳴き声に真剣に聞き耳を立てていませんでした。 もっ

とバードウォッチングが上達し楽しく探鳥するにはということをテーマに、これから取組んでいきたい

と思います。 
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龍飛崎 津軽海峡を渡る鳥たち 

粕谷和夫 

今年のゴールデンウイーク 5 月 3 日～5 日に青森県龍飛崎で開催された「タカ渡りキャンプ 2009」に

参加した。龍飛崎は津軽海峡を北海道に向けて渡る野鳥を観察する絶好のポイント。このキャンプは「信

州ワシタカ類渡り調査研究グループ」の呼びかけで開催されたもの。このグループは地元信州白樺峠の

秋のタカの渡り調査に加えて 10 年以上前から春のタカの渡り調査を青森龍飛崎まで遠征して実施して

いる。 

『ゴールデンウイークの時期は、風も比較的

穏やかになり、小鳥の渡りがいちばん賑やかな

頃。ノスリの渡りはピークを過ぎているが、ツ

ミとハイタカの見比べなど、タカの渡りは十分

楽しめるはず』という主催者の触れ込みのキャ

ンプでした。 

参加者は全国から約 30 人集まり、昼間は鷹

の渡り調査の見学、夜はレクチャーがありタカ

の識別法などの勉強ができた。私たちは関根伸

一氏、長谷川篤氏、若狭誠氏が加わり 4 名で参

加した。調査地は海抜百メートル。海から吹き

上げる風が強く、強烈な横風をかわしながらノ

スリ、ハイタカが次々に渡って行った。 

しかし、途中から引き返してしまうタカもいた。強風の中で海上を渡るのはタカにとっても危険をとも

なうのでしょう。 

ここではタカだけでなく、ヒガラ、メジロなどの小鳥たちの大群が集結していて彼らも海を渡って行

った。ずっとみていると、ウソ、ベニマシコ、サンショウクイ、モズ、ホオジロ、アオジ、アマツバメ、

コムクドリ、ニュウナイスズメなどが出てきてあきることがない。赤い鳥イスカも出てきたのには驚き

だ。 

NPO 法人バードリサーチの専門家もきていて、レーダーを使った渡り調査のデモと、夜はそれに関す

るレクチャーを聞かせてもらった。野鳥たちは昼も夜も渡っていることがレーダーできっちり捉えられ

ているのにはこれもびっくり。夜は予想より高いところを飛んでいることもよくわかった。 

 

帰りは津軽の十三湖に立ち寄り美味しいシジミを食べ

て元気を取り戻した。特に昼に食べたシジミラーメンは

シジミ汁たっぷりで美味しかった。津軽平野の田んぼは

代かきが始まったばかりで、水の引かれた田んぼにはオ

シドリが来て２羽ずつ仲良く餌をとっていたのにはびっ

くりした。別の田んぼではウミネコも来ていてやはり採

餌。田んぼの野鳥に詳しい人の話では、繁殖地に近い田

んぼでは、ごく普通の光景というより、オシドリはかな

りの部分を田んぼに依存しているようで、ユスリカを食

 

渡るノスリ 

 

オシドリ 
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べているらしい。田んぼは単

に稲を栽培しているところで

なく、いろいろな命を支える

土台となっていることがここ

でも証明された。溜池にいた

夏羽のカンムリカイツブリも、

防風林にいたアカゲラも比較

的近くで観察できる機会に恵

まれた。 

 

 なお、龍飛崎に行く前に仏沼、六ヶ所村湖沼群を回った。野辺地からレンタカーで先ず仏沼に行った。

仏沼のヨシ原は火入れ直後のようで焼け跡が残るなか、ヨシの新芽が少し顔を出していた。仏沼に入る

とオオジュリン 3 羽が最初に目につき、うち 2 羽が頭の黒い夏羽であった。頭がオオジュリンのように

真っ黒なコジュリンもホオジロのようなさえずりをしてい

た。この様な環境にアオジがいてさえずっているのには驚

いた。ノスリが多く、ムナグロの群にも出会うことができ

た。ヨシが焼かれたところにはオオセッカはいないので、

ヨシが焼かれずに残っているところに行ってみると、よう

やくオオセッカに出会えた。先ず声で確認。続いて放物線

を描きながら飛ぶ姿を確認。チュウヒ、ハヤブサも出た。

池にはオオバンが 20 羽近くいて、さらにカンムリカイツブ

リの夏羽 2 羽に感激した。六ヶ所村では鷹架沼、尾鮫沼な

どをまわり、チュウシャクシギ、スズガモやアビらしいも

のを観察できた。 

 

六ヶ所村で泊まった宿では早朝に庭でアカハラやトラツグミの声をきくことができた。六ヶ所村での

狙いはハイイロヒレアシシギ夏羽であり、2 日目の朝、尾鮫沼で出会った地元のバードウオチャーにそ

の情報を聞いてみると、丁度 1 週間前の天気が崩れた時に約 1000 が尾鮫沼に入って来たとのこと、我々

は残念ながらお目にかかることができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏羽のカンムリカイツブリ         アカゲラ 

 

ムナグロ 
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サイエンスドーム八王子 

「鳥の声を聞いてみよう」コーナーのリニューアル 

大横町の浅川近くにあるサイエンスドーム八王子（こども科学館）は、「見る・触る・創る」の体験

スペースからなり、遊びながら子どもたちの「科学する心」を育てる施設です。最近は、国内最高の解像

度をもつプロジェクターでのプラネタリウム番組の人気などで、入場者が増加しました。 

サイエンスドーム八王子２階野鳥関連の展示は従来もカワセミ会が協力してきましたが、このたびリ

ニューアルに関する話し合いを行い、カワセミ会が協力することになりました。 

リニューアル予定のコーナーは「鳥の声を聞いてみよう」と「浅川流域の野鳥たち」ですが、７月に実

施した「鳥の声を聞いてみよう」コーナーのリニューアルを紹介します。 

 

 右が、コーナーの写真です。 

９０種の野鳥の声が聞ける機械のまえに、３０種

の野鳥の写真を掲示しました。 

その下は写真例のアオバズクです。左上に、声が

聞けるボタンの番号、右上にレア度を星の数で表

示、右下にキャプションをつけました。 

写真を見てその声を聞いてみようという場合も、

逆の場合も想定しています。 

たくさんの親子や、子供たちに操作してもらい、

野鳥や自然に興味をもつためのきっかけにしてほ

しいと思います。 

３０種の野鳥の種類は、八王子・日野の近辺で

子供が肉眼で見て簡単に認識でき、 また声だけを

聞いて認識できるものを選び、写真は子供が判別

しやすいものを選び、キャプションなどは子供が

わかりやすく親しめる表現にしました。 

 

サイエンスドーム側との話し合いや、制作作業

は今野美代子さんが主に行いました。７月１５日

の現地作業には、井形定子さん、井上典子さん、

今井達郎さん、小澤節子さん、白川司さん、白川

史子さん、若狭誠が加わり写真印刷やカット、台

紙張りつけ、現地設置作業などを行いました。 

２０周年記念で作成したＣＤ「浅川流域の野鳥」と、浅川野鳥図鑑用応募写真の中から写真を選択し、

撮影者にご了承をいただき使用・加工をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

１０月は、「浅川流域の野鳥たち」コーナーのリニューアルを考えています。 

材料を切ったり色づけする作業がありますので、ぜひ参加してみてください。（連絡先：若狭） 

                                記：若狭 誠 

 

「鳥の声を聞いてみよう」コーナー 
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2009 年 1 月～6 月 学校などへの支援・指導の実績 

学校などへの支援活動についての１年間の活動実績は、毎年１月に配布される「定期総会議案書」に

まとめられています。 

下の表は、１月～６月の活動概要で、「定期総会議案書」活動報告の半年間の速報内容としてご覧くださ

い。 

１月～６月のみ会報の夏号に掲載します。 

７月～１２月の内容、１年間の活動報告は「定期総会議案書」をご覧ください。 

  

月 日 曜 主催 支援内容等 支援人員 観察種数 

1 18 日 小宮公園 小宮公園 13 31 

1 24 土 カワセミ会ジュニアクラブ 浅川 4 38 

1 25 日 多摩さくら１００年フォーラム探鳥会 長沼橋～大和田橋 11 40 

1 26 月 八王子教育センター野鳥観察 富士森公園 4 17 

1 28 水 八王子市立松が谷小学校  2 ― 

2 4 水 八王子市立由木中央小学校 永林寺 8 15 

2 4 水 八王子市立松が谷小学校 大栗川、大塚公園 6 17 

2 7 土 八王子市立大和田小学校サタデースクール 小宮公園 9 17 

2  19 木 八王子市立上川口小学校 探鳥と発表会 8 29 

2  28  土 カワセミ会ジュニアクラブ 浅川  6 35 

3  7  土 八王子市立大和田小学校サタデースクール 浅川 15 32 

3  28  土 エコ広場（カワセミ会ジュニアクラブ共催） 浅川親子探鳥会 4 36 

3  29  日 池の沢ホタルを増やす会 館緑地保全地域ほか 

 

4 20 

4  23  木 上川口小学校 学校周辺 6 21 

4  25  土 八王子市環境学習リーダー研修 エコ広場室内会 2 ― 

5  12  火

金 

上川口小学校 秋川 4 19 

5  13  水 由木中央小学校 永林寺 10 18 

5  13  水 松が谷小学校 大栗川、大塚公園 10 23 

5  16  土 カワセミ会ジュニアクラブ 浅川  4 30 

6  6  土 ２００９八王子市環境フェスティバル  16 ― 

6  27  土 カワセミ会ジュニアクラブ 浅川 4 28 
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―― 表紙の絵 ――  「双眼鏡」「ハチクマ」 

倉本 修 

 バードウォッチャーなら誰しも、自分の双眼鏡

についての思い出が、ひとつやふたつはあると思

う。 

 

 初めて参加した浅川での探鳥会の帰り、独りで

川岸を歩いていた時、対岸近くの流れの中に、「コ

サギ」が居た。 

土手を下り、河原に出て、双眼鏡の視野に入れよ

うとした。 

でも、扱いが未だぎこちなく、ピントリングをぐ

るぐる廻し過ぎ、自分でも下手だなあと思ったこ

とを憶えている。 

ピントが合った瞬間、「コサギ」がこちらを向き、

真正面から目が合った。 

その睨みつけてくる精悍な表情は、圧倒的だった。 

双眼鏡の視野一杯に拡大された、黄色い両眼の凝

視は、気味が悪いほどだった。 

 それまで「鷺」と言えば、日本画や水墨画の中

で、のどかな田園風景の点描として描かれている、

「白鷺」のイメージしか持ってなかった。 

思いがけず、野生の鳥の張りつめた、緊張感に向

き合い、息を呑んだ。 

双眼鏡の威力を、初めて実感した瞬間で、その頃

使っていたのは、８×３２のダハ型だった。 

 

 それから３年が過ぎた平成１１年、海鳥を見る

ため、釧路航路にたびたび乗船するようになった。 

６月のある朝、日の出前の４時過ぎ、左舷デッキ

に出て海面を見始めた。釧路港には７時３０分入

港予定だった。早朝の右舷は、昇る朝日が逆光と

なり、双眼鏡を向けられない。 

いつもは通路デッキで鳥見をするのだが、その朝

は天気も良く、少しでも広い視界で見たかったの

で最上階デッキへ出た。 

遮蔽物の無い、甲板デッキは、吹きっさらしで、

空気は冷たく、風は強く吹きつけて来て、我慢す

るのに苦労した。 

でも、その甲斐あってか、「ツノメドリ」が２羽、

左舷後方から船の前を横切り、右舷側に抜けるよ

うに飛んでゆくのを見つけた。 

「ウトウ」位の大きさで、早い羽ばたきを繰り返

している。 

胸、腹の下面の白さが目立ち、上面の黒と鮮やか

なコントラストをなしていた。特徴的な嘴の先端

の赤色は僅かに見えたが、黄色い部分とか、顔の

白さは、ぼんやりとしか見えなかった。 

 私は何故だろうと思った。そこで、それを８×

３２の双眼鏡のせいにした。あの距離では８×３

２には無理なのだと。 

航路から帰り、しばらくして、１０×４２のダハ

型を購入した。 

 
だが、双眼鏡のせいにしたのは、間違いだった

と気づくようになった。 

あの時、私は「ツノメドリ」の特徴を、正確にイ

メージすることが出来なかっただけなのだ。 

図鑑を詳しく見れば「ツノメドリ」は一年中を通

して、常に顔は白く、嘴は黄色っぽく、先端が赤

くなっている訳ではない。 

幼羽とか冬羽では、すべてが不明瞭になる。その

知識が不足していたから、ぼんやりとしか見えな

かったものを、双眼鏡のせいにしたのだ。 

もしかしたら、幼羽だったのかも知れない。もし

かしたら６月下旬なのにもう冬羽に変化し始め

ていたのかも知れない。 

とにかく、あの不明瞭な色合いは、それはそれで

良かったのだ。８×３２でも、１０×４２でも関

係は無い。 

問題は、特徴をどこまで細かくイメージできる

か・・・・自分の問題なのだ。 

今は、そう思っている。 

 

 「ハチクマ」が白樺峠を越え、西に向って帆翔

してゆく。 

空は光に充ちあふれ、静寂に包まれている。 

遥か上空には、綿雲のような、白い小さい雲が、

かすかに動いている。 

 「ハチクマ」は、気流の中に、まるで一筋の通

り道が、あるかのように、羽ばたきもせず、一直

線に滑るように、飛騨側へ流れてゆく。 

その行き着く先が、「ジャワ島」で、５０日以上

の日数をかけた渡りの始まりだとは、夢にも思っ

たことがなかった。 

 樋口広芳著「鳥たちの旅」を読んで初めて知っ

た。長い間、謎とされていた渡りの詳細が、感動

をもって記されている。 

衛星利用の追跡調査によって、旅の毎日がリアル

タイムで把握され、関係した人たちは、驚きと、

興奮と、不安の連続だったらしい。 
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五島列島から東シナ海へ飛び立ってゆく「ハチ

クマ」は、鳥影ひとつない大海原６８０Ｋｍをノ

ンストップで飛び続け、約１８時間後、上海の北

方、揚子江河口付近に降り立ったらしい。 

仮に朝７時に飛び立っても、真夜中の１時頃であ

る。夜も飛び続けているのだ。 

月が昇り、星がまたたき、陸地はまだ夜の闇の向

うに隠れている。だが進むべき方向だけは判って

いる夜間飛行。 

そして、五島列島では、「サンショウクイ」「コム

クドリ」「オオルリ」など、渡りの小鳥類も観察

されている。 

 

果てなく広がる東シナ海の大海原。 

丸みを帯びた水平線が、もり上がる波の大きなう

ねりを取り巻いている。 

その空と海との境界に鳥だけが知っている通り

道があり、ある朝、太陽を背にして、鳴き交わし

ながら、飛び立ってゆく。 

 

福江島という所へ、何とか一度行ってみたい。 

茫洋たる海原の彼方に、本能の命じる侭、決然と

消えてゆく、鳥たちの秋の渡りを、この目で見て

みたいと思う。
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私の野鳥俳句 

勝股 朗郎 

野鳥を見るようになったのは、1978 年に当時住んでいた家の近くにあった谷津干潟の埋め立て地を

散歩中に、野鳥の会の探鳥会終了後に残っていたらしい人の望遠鏡でダイサギを見せてもらって以来

だから、もう 30 年も前になりますが、あまり熱心なバードウォッチャーではないので、経験年数の割

合には見た鳥の種類は多くありません。 

俳句は学生時代の仲間との会で始めてからでもまだ 10 年足らずで、専門の俳人の指導者（主宰とい

う）が指導する全国レベルの結社 S俳句会に入ってからは 3 年しか経っておらず、毎月作る野鳥の句

をどう俳句的に表現したら句会仲間に分かってもらえるか、苦心しています。 

もともと伝統俳句には「花鳥
かちょう

諷詠
ふうえい

」という言葉があるとおり、昔から鳥を題材にした俳句が多く作

られ、また多くの鳥が季語（または季題）となっていますが、実はこのことが、私が俳句を作るとき

の悩みの種にもなっています。 

俳人は「鷹」は冬、鶺鴒（せきれい）は秋といった強い季節感を持っているようで、これがバード

ウオッチャーの目と違うことがしばしばあります。 

たとえば先月参加した北浅川の定期カウントで、1 羽のオオタカが飛んでいるところに向かってツ

バメ 2、3 羽がカラスのモッビングのように追いかけ始めたがすぐ止めてしまった仕草を面白いと見て、 

夏燕しばし挑める鷹の空 

と作ってみたのですが、句会の誰も採ってくれませんでした。これは表現の巧拙の他に、モッビング

といった鳥の習性を知らないこともあるのでしょうが、鷹と夏燕（燕の季語は春なので、この時季の

燕はこう呼びます）との取り合わせで、句が割れてしまったのが主な原因だろうと思います。 

 下記は毎月発行される句会の俳誌に載せて戴いた私の野鳥俳句の一部です。ご笑覧ください。 
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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） 

「ホトトギス夜話」 縄張り宣言！九十四声！ 

 

 忍び音は 5 月 27 日未明。6 月 20 日まで連日連夜、一羽と思われるホトトギスの縄張りが、弊居

を中心とした範囲らしく、頭上を忙しく鳴きながら飛び回っていました。 

 

 西側は、眺望絶佳！日野市、立川市から府中市までの夜景が広がり、南は丘陵で高幡不動の森や、

緑に埋もれた高台の団地が見え隠れしています。そして東から北側にかけては、三層の丘陵が連な

り、住宅が緑地に折り重なるように広がって見えます。 

 

 6 月 8 日未明、小窓から流れ込んだ トッキョトカキョク！に、思わず一句 

     雪隠に 夜明け告ぐるや ホトトギス  鶏鳴 

  

何時もの癖で無意識にカウント開始！連続「十声」で喉が詰まったのか「トッキョ」が抜けて「キ

ョ・・カ・キョク・・・」「キョ・・カ･キョク･･･」と「二声」トーンダウン。続けて元気回復！「ト

ツキョトカキョク！」と「十五声」。また「キョ・・カ・キョク・・・」と「二声」喉の調子を整え

る様子、回復後合計「三十四声」まで続いたところで外へ飛び出しカウント続行。白みはじめた路

地を、声を頼りに近づこうと、サンダルの音を殺しコソコソ歩きでカウント続けるも、如何せん 

2 階建てが重なり合っているため見通しが悪く断念！「挙動不審者」の烙印を恐れ、カウントしつ

つ急ぎ玄関に戻りました。そのまま聞き耳を立て「終声九十四声目」まで聞き取りを貫き通したの

です。 

 

 この夜に限って一箇所にとどまり、物音一つ

しない澄み切った空気の中、声の限りを尽くし

て、全ての野鳥に対してもキッチリと「縄張り

宣言」をしてみたかったのでしょうか。 

 

今年のホトトギスは何故か、ヒャカイカケタ

カ！ となき続けたような気がします。 

 

 

 

歌川広重の絵から 
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安曇野だより №２７ 
大関 豊   

１．カッコウの巣立ちヒナ 

安曇野の穂高川で毎月、定期カウントをしています。 

川自体はそれほど大きな川ではありません。八王子でいうと浅川上流部の北浅川のようなイメージ

でしょうか。回りは田んぼで見通しが良く、西は有明山と後に控える北アルプス表銀座の稜線（大天

井岳～燕岳）が迫り、北には後立山連邦（爺ヶ岳から白馬三山）を見渡せる絶景コースです。ところ

どころにヨシとススキの群生があり田舎ではよく見る普通の川です。 

（土手より初夏の後立山連峰を望む。左より爺ケ岳、鹿島槍ヶ岳、五龍岳、唐松岳、白馬三山） 

初夏には数多くのオオヨシキリがやって来てギ

ョギョシ、ギョギョシと賑わいます。遅れてカッ

コウが姿を見せます。例年、５月の定期カウント

には声や姿が見られます。 

そして、やがて、巣立った野鳥たちのヒナの姿

が見られる季節となります。巣立ったヒナは賑や

かです。しかもみんな同じような声ですので何が

鳴いているのか区別が分かりません。 

そんな中、ピ～ッ、ピーッ、ピ～ッ、ピーッ、

と、一段と大きな声が聞こえます。何処で鳴いて

いるのやら・・、何が鳴いているのやら・・、探

してみましたら、なんと、赤い口をしたカッコウ

の巣立ちヒナでした。気になったのは育ての親、

たぶんオオヨシキリでしょうね、と思ったらモズ

がやってきて面倒をみていました。親のモズより

ずっと大きなカッコウのヒナ、託卵という不思議

な習性、ふところ大きな自然の営みを感じるひと

ときでありました。  （２００９年７月記） 
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フィールドガイド（図鑑）の紹介 

   Birds of East Asia  China・Taiwan・Korea・Japan・and Russia  

                        Princeton University Press（アメリカ） 

 

 洋書（英文）ですが、ロシアから中国（東部）、朝鮮半島、日本、台湾を含む東アジアのフィールド

ガイド（図鑑）が今年になって発行されましたので、ご紹介したいと思います。著者は北海道在住の

鳥類学者、マーク・ブラジル氏で、１９９１年には、氏によって THE BIRDS OF JAPAN ＜日本の鳥

類＞（Christopher Helm 社）というフィールドガイド（洋書）が発行されています。 

今回、発行されたフィールドガイドは、上記地域の９８５種もの種を収録しています。それぞれの

種の分布、生息環境、識別、鳴き声等、記述され、情報量も十分です。イラストを描いているのは１

４人の方で、それぞれタッチは異なりますが、２３６ペー

ジものカラー図版があり、イラストを見ているだけで、飽

きません。机上バードウォッチングにも最適です。 

表紙を飾るイラストの鳥は、もちろんヨーロッパのバー

ドウォッチャー憧れの極東の鳥、オオワシです。９５０点

ものカラーの分布図も、とても参考になり、これから日本

で出そうな珍鳥に思いをはせるのも、楽しみの一つです。 

A５版で５２８ページもあり、持ち運ぶには、ちょっと

重いですが、これ１冊で、日本国内を含めた東アジアの探

鳥旅行はバッチリだと思います。なお、同じ中味でイギリ

ス版が Christopher Helm 社から出版されています。購入さ

れる場合は、事前にネット等で値段を調べられてからの方

がよいかもしれません。（古山隆） 
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藤江豊さんがお亡くなりになりました 

粕谷和夫 

 2009 年 2 月、カワセミ会の元会長代行藤江さんがお亡くなりになりました。謹んでお悔やみ申し上

げます。藤江さんはカワセミ会誕生の恩人です。会報カワセミの第 34 号（2005 年春号）に「カワセ

ミ会発足後 20 年を振り返り、これからどうしたいですか」が掲載されています。その記事の冒頭の「カ

ワセミ会はどうやってできたのですか」に対し、「私、粕谷は 1982 年に転勤先の仙台から八王子に戻

ってきたのですが、当時の浅川はよごれ川で、こんな川に鳥はいないと思っていたらカワセミがいた

んです。そこで、浅川の堤防の何ヶ所かで野鳥のカウントを始めたんです。そうしたら藤江さんが声

をかけてきてくれて、浅川で鳥を見る何人かの仲間ができました。会を作ろうという話になって市の

広報などでも PR して仲間が増えてきました。」と記されています。このとおりで、私が定期的に浅川

で野鳥を見ていて、野鳥に関心を持っていた藤江さんと出会えたことでカワセミ会を立ち上げること

ができました。1987 年から 89 年まで私が名古屋に転勤中は藤江さんにカワセミ会会長代行を務めて

いただきました。 

1990 年 6 月に JR 八王子駅から延びる西放射線道路の甲州街道交差点近くの三角広場で第１回浅川

の野鳥展を開催しました。発足間際のカワセミ会には開催資金がありませんでしたが、藤江さんが資

金集めに奔走してくれました。会報かわせみの初期の頃の印刷は藤江さん自らが社長を務めるジャッ

クル浦島屋さんの印刷機を貸していただきました。 

奥様の輝子様は次のように述べられています。「生前の夫はいつでも人の輪の中心から暖めるような

人でした。バイタリティ溢れる人柄で、常に新しい事、楽しい事を考えていました。行動的で人情味

ある夫は常に家族が皆で集い、傍らに寄り添う道標でした。」 藤江さんはカワセミ会にあっても奥様

が述べられているように、いつでも人の輪の中心から暖めるような人でした。藤江さん、天国からカ

ワセミ会を見守って下さい。 

 

 

 

浅川にホタル復活の兆し 

粕谷和夫 

ホタルやカエルの出るような環境は野鳥や人の住む環境としても素晴らしい自然が息づいているこ

との証であり、そのような環境があちこちに再生されることに期待を込めてホタルとカエルの調査を

やっています。2001 年から始めて今年で 9 年目になりました。今年は、私の他に川上恚氏、清水盛通

氏、進藤丕氏、竹内開氏、中村后子氏などの会員からも観察記録が寄せられました。 

 ここでは、ゲンジボタルの状況を報告します。ゲンジボタルは昭和 20 年代、八王子市の花火大会が

浅川の河原で開催されていた頃は、市内中心部である浅川の浅川橋や暁橋あたりで観察されていたと

当時八王子に住んでいた人たちが話しています。しかし、30 年代以降は市内中心部からすっかり姿を

消してしまいました。2001 年以降の私の調査でもゲンジボタルは浅川本支流の最上部や丘陵地の源流

部でしか観察されませんでした。 
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しかし、昨年あたりからかなり市内中心部に近い下流部でもゲンジボタルが観察されるようになっ

てきました。今年は北浅川でも、南浅川でも、湯殿川でも、川口川でも、城山川でも、谷地川でも町

中のちょっと手前までゲンジボタルが観察されました。以下はその報告です。 

北浅川の下流のどこまでホタルが復活したか、2008 年までは元木橋まででしたが、今年（2009 年 6

月 23 日）は南浅川合流点付近まで、わずかではあるがゲンジボタルを確認できました。陵北大橋上流

側で確認し、陵北大橋下流側の木の橋付近で確認し、東京天使病院裏の取水堰で確認し、松枝住宅西

端の北側で確認し、松枝橋上流側で確認し、中央高速道橋上流側で確認し、南浅川との合流手前で確

認し、浅川・鶴巻橋上流側では確認できなかったので調査を終了しました。時計は 11 時少し前まで回

ってしまいました。しかし、ここまで下流にまでゲンジボタルがいるとは思いませんでした。 

 南浅川は、2008 年までは南浅川橋まででしたが、今年（2009 年）は東横山橋まで、わずかではある

がゲンジボタルを確認できました。6 月 24 日は北浅川に行った前日（6 月 23 日）と比べ気温が低かっ

たためか、ホタルの数が少なかったが、北浅川と比べ南浅川は照明がいたるところにあって明る過ぎ

ること、コンクリート護岸が多すぎることなどでホタルの数が少ないのではないかと思われました。

それにしても昨年よりさらに下流までのホタルの復活は喜ばしいことです。 

 2001 年からの調査で、湯殿川では今までにホタルを確認していませんでしたが、館町の御霊神社付

近で今年（2009 年）河川工事していてその上流にはホタルがいるという情報がありました。6 月 26

日に行ってみると御霊神社付近は大規模な河川工事中で、その上流側の西明神橋上流側に２頭のゲン

ジボタルがいましたが、そこから下流では１頭も観察できませんでした。 

2001 年からの毎年のこの時期の調査で、川口川は上流の日向橋あたりまではゲンジボタルを確認し

ていましたが、それより下流では未確認でした。しかし、今年（6 月 27 日）は観音橋～川中新橋、川

中新橋～山王橋、山王橋～駒形橋でゲンジボタルを確認し、さらに下って高尾橋～大正橋でも１頭観

察できました。ごくわずかですが、北浅川、南浅川と同じように川口川でもゲンジボタルの下流域へ

の復活の兆しが見えてきたような気がします。 

2001 年からの毎年のこの時期の調査で、城山川は上流の稲荷橋あたりまではゲンジボタルを確認し

ていましたが、それより下流では未確認でした。しかし、今年（6 月 29 日）は三村橋まで確認できま

した。月夜峯新橋～開戸橋で 1 頭、上横川橋～滝原新橋で 1 頭、城山川・けやき橋～三村橋で 1 頭で

した。 

 2001 年からの毎年のこの時期の調査で、谷地川は上流の月見橋あたりまではゲンジボタルを確認し

ていましたが、それより下流では未確認でしたが、今年（6 月 30 日）は月見橋～城山下橋でも１頭確

認できました。城山川でもゲンジボタルの下流域への復活の兆しが見えてきたような気がします。し

かし、鶴前橋付近は川の付替え工事中で人工河川化が進むなど、湯殿川と同じように川を破壊する工

事が行われています。東京都は多自然川作りという時代の趨勢を知らないのでしょうか。 

 このように下流域までゲンジボタルが見られるようになったのは、下水道の整備により浅川の水質

が改善されことが大きな要因と思われます。八王子のような人口 50 万以上の都市で人工的に飼育され

たものでなく、天然のホタルが町中で鑑賞できるようになるのは夢でなくなってきたような気がしま

す。しかし、未だ大きな課題があります。浅川の本支流では今でも大規模は河川改修が行われていて、

堤防のコンクリート化が進んでいます。ゲンジボタルは蛹になる時に土の中に入りますので、全てコ

ンクリート化してしまうと生きていけません。そのためには下流域でホタルが生きられるような「川

作り」をもっと真剣に考え、実行に移す必要があります。 
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探鳥の記録（2009 年 1 月～6 月） 

             ＊中止 ３月６日 多摩湖・狭山湖  ６月１２日～１４日 八ヶ岳山麓キャンプ 

             ＊４月２２日小仏城山～高尾山は「野鳥の密猟防止パトロール探鳥会報告」に含む 

①昭和記念公園平日探鳥会 

日 時：２００９年１月２０日（火）9:45～11:20（観察舎まで）～12:15（トンボ池まで） 

天 気：曇り 

場 所：昭和記念公園 

観察した野鳥：３３種 

 カイツブリ マガモ カルガモ ヨシガモ キジバト カワセミ コゲラ ハクセキレイ セグ

ロセキレイ ヒヨドリ モズ *ルリビタキ *ジョウビタキ *トラツグミ アカハラ シロハラ 

ツグミ ウグイス エナガ *ヤマガラ シジュウカラ メジロ アオジ カワラヒワ シメ ス

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

アヒル   

（注）*印はトンボ池まで延長して確認した鳥 

参加者：２１名 

 浅野恵美子 石橋公子 今井達郎 大川征治 川上恚 久保山嘉男 小張義雄 小張昌子  

佐藤サヨ子 清水千代 傍島玲子 高梨規子 内藤公三 中橋薫 中村后子 萩原正昭  

平井国二 平井智恵子 細田富美代 丸山二三夫 若狭誠 

本日のベスト：シロハラ：たびたび姿を現し全員が確認できた。（鳥合わせ間際にカワセミ、アカハ

ラが出たが、一部の人しか見られなかったのでベストの対象外とした。） 

概要、感想等： 

  前日のサクラのころの気温に比べ、平年並みに戻ったため一段と寒さを感じた一日だった。 公

園入り口には中学生の一団が学校行事で大勢集まりにぎやかな雰囲気。 

  担当である私は昭和記念公園での探鳥経験がないため、経験豊かな小張さんに案内をお願いし、

何とか役割を果たす。あらためて小張さん夫妻に感謝します。 

  入園してすぐ前にある池には、カルガモ、マガモ、カイツブリなどが見られたが、種類が少ない。

その後は、紅梅、白梅が咲き始めた残堀川に沿って観察舎までのコースを回ったが、見られた種類

はある程度あったものの、目だったのはシロハラくらい。 観察舎でほぼ予定の時間になったため、

鳥合わせに入ろうとしたところ、アカハラが出たの声。しばらくしてカワセミが飛んだの声も。も

う少し早くかつゆっくり姿を見せてくれればよかったが、見られたのは一部の人に限られてしまっ

た。 

  ここでいったん鳥合わせに入ったが、引き続きトンボ池まで行きたいという声が多く、そちらへ

向かう。 新たにルリビタキ、トラツグミ、ジョウビタキ、ヤマガラなど少しは目立つ鳥も見るこ

とが出来、まずまずの結果で終了できた。（担当：丸山二三夫） 

 

②渡良瀬遊水池探鳥会 

月 日：２００９年２月７日（土） 

①１月２０日（火）       平日探鳥会：昭和記念公園探鳥会 

②２月７日（土）        遠出探鳥会：渡良瀬遊水池探鳥会 

③２月８日（日）        月例探鳥会：浅川（松枝橋～陵北大橋）探鳥会 

④２月１５日（日）       周辺探鳥会：南高尾～城山湖探鳥会 

⑤２月１８日（水）       周辺探鳥会：彩湖探鳥会 

⑥３月８日（日）        公開探鳥会：浅川（ふれあい橋～多摩川合流）探鳥会 

⑦３月１３日（金）～１５日(日) 遠出探鳥会：奄美大島探鳥会    

⑧３月２１日（土）       周辺探鳥会：宇津貫「探鳥会・雑木林手入れ作業」                                  

⑨４月１２日（日）       月例探鳥会：浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

⑩４月１９日（日）       遠出探鳥会：美の山探蝶・探鳥会 

⑪５月１０日（日）       公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会 

⑫５月１６日（土）       遠出探鳥会：伊香保森林公園探鳥会 

⑬５月３０日（土）～３１日（日）遠出探鳥会：戸隠探鳥会 

⑭６月６日（土）        月例探鳥会：浅川（鶴巻橋～大和田橋）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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天 気：晴れ 微風 気温良 

行 程：八王子駅（6:15）→あきる野ＩＣ→圏央道→川越ＩＣ→１６号→岩槻ＩＣ→蓮田ＳＡ（休憩）

→館林ＩＣ→東洋大学横調整池→渡良瀬遊水地→探鳥（9:30～17:15）→現地出発（17:25）→

八王子駅（19:50 着） 

観察した鳥：５１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 ヒドリガモ ハシビロ

ガモ ホシハジロ キンクロハジロ オカヨシガモ ミコアイサ ミサゴ トビ オオタカ ノ

スリ ハイイロチュウヒ チュウヒ チョウゲンボウ キジ バン オオバン イカルチドリ 

オオハシシギ タシギ セグロカモメ キジバト ヒバリ ハクセキレイ セグロセキレイ タ

ヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ シロハラ シジュウガラ 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 シメ スズメ ムクドリ オナガ ミ

ヤマガラス ハシボソガラス ハシブトガラス  

本日のベスト３：ハイイロチュウヒ ベニマシコ オオハシシギ 

参加者：２２名 

青木静子 井上典子 井形定子 大川香 門口一雄 門口裕子 倉本修 久保山嘉男 小張昌子 

高梨典子 竹内開 内藤公三 荻原正昭 浜野知恵子 浜野健男 細田富美代 丸山二三夫  

本島てるみ 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 大川征治 

担当者の一言： 

期待したシジュウガラガンとマガンはたまたま採餌に出かけていたようで会えなかったが、ハイ

イロチュウヒやオオハシシギ、ベニマシコなど５１種も見られた。天気も２月とは思えない快晴、

微風の一日でした。（担当：大川征治） 

  

③浅川（松枝橋～陵北大橋）探鳥会 

日 時：２００９年２月８日（日） ８：００～１１：００ 

天 気：晴 

確認した野鳥：４２種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ ツミ ノスリ キジ イカ

ルチドリ クサシギ タシギ キジバト カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグ

ロセキレイ ヒヨドリ シロハラ ツグミ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ ア

オジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス コジ

ュケイ ドバト ガビチョウ ベニマシコ タヒバリ モズ ジョウビタキ ウグイス 

本日のベスト：モズの求愛行動、クサシギ タシギ ノスリ 

参加者：２５名（２４名＋子供１名） 

浅野恵美子 井手龍世 今井達郎 小笠原敏子 粕谷和夫 勝股朗郎 門口一雄 川上 恚  

河村洋子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛通 杉森ユリ 関根伸一 傍島玲子 高山早苗  

内藤公三 仲尾政幸 中橋薫 中村后子 長谷川篤 氷渡とし子 福島孝子 福島千尋 若狭誠 

感想： 

冬のさなかですが、春を思わせるいい天気でした。

このコースは、カワセミ会の中でも野鳥の種類がでる

コースですが、今日も４２種が見られました。 

猛禽類は、トビ、オオタカ、ツミ、ノスリ、でツミが

スズメの中に突っこみ1羽を捕獲していくのが見られ

ました。 

出るとカワセミ会の鳥信に乗る、クサシギ、ベニマシ

コ、タシギ、が全員で見られて楽しい半日でした。 

交通の便が悪く、集まりにくい所でしたが、２５名が

あつまりました。 

                  （担当：清水盛通、関根伸一） 

 

④南高尾～城山湖探鳥会 

日 時：２００９年２月１５日（日） ８：００～１３：４５ 

天 気：晴 

コース：高尾山口駅→梅ノ木平→三沢峠→城山湖→大戸 

 
モズの求愛行動 
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確認した野鳥：３３種 

カワウ アオサギ キンクロハジロ カルガモ オナガガモ トビ オオタカ ノスリ キジバ

ト アオゲラ コゲラ キセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ ジョウビ

タキ ツグミ ウグイス エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ カワ

ラヒワ マヒワ シメ スズメ 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：マヒワとスギ花粉 

参加者：２１名 

井形定子 石橋公子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 門口裕子 河田徳子  

久保山嘉男 倉本修 傍島玲子 高梨規子 多田恒子 内藤公三 中村后子 長谷川篤  

馬場隆進 馬場啓子 浜野建男 細田富美代 門口一雄 

感想： 

好天に恵まれたが鳥の出が少なく、期待したクロジ、カヤクグリ、ハギマシコなどは確認できな

かった。ベストに選ばれたマヒワは、スギの梢で花粉にまみれながらエサをついばむ小さな群れを

確認できた。 

探鳥コースは、込縄橋付近の道が高速道路の工事のため通行できない。この区間は毎年カラ類や

ホオジロの仲間が見られる場所、元の自然のままで通行できるようになることを望む。その先の榎

窪川沿いの林道は、昨年夏の大雨の影響が残り、至る所で倒木やがけ崩れの後が見られ、道がふさ

がれ、穴が開き、小川が埋るなど集中豪雨の恐ろしさを感じた。 

なお、その後の情報では、ハギマシコは 2月末に城山湖のいつもの堤防に飛来したそうです。 

（担当：門口一雄） 

⑤彩湖探鳥会 

月 日：２００９年２月１８日（水） 

天 気：晴れ 微風 気温暖 

行 程：八王子駅（8:00）→西国分寺→西浦和→彩湖（9:00）→（探鳥）→鳥会わせ（14:00）→往路

を戻る 

観察した鳥：４６種 

カイツブリ ハジロカイツブリ カンムリカイツブリ カワウ コサギ カルガモ ヨシガモ 

オカヨシガモ ホシハジロ トビ オオタカ ノスリ チョウゲンボウ キジ バン オオバン 

タシギ ユリカモメ セグロカモメ キジバト ヒメアマツバメ ヒバリ ハクセキレイ ヒヨ

ドリ モズ ジョウビタキ アカハラ シロハラ ツグミ ウグイス シジュウガラ メジロ 

ホオジロ カシラダカ アオジ オオジュリン アトリ カワラヒワ ベニマシコ 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 ドバト  

本日のベスト：オオジュリン ヨシガモ ノスリ チョウゲンボウ ハジロカイツブリ  

参加者：２１名 

浅野恵美子 大川香 門口裕子 久保山嘉男 倉本修 小塩菊子 佐藤サヨ子 白川司  

高梨規子 出口富子 内藤公三 中村經男 中村后子 萩原正昭 平井国二 平井智恵子  

細田冨美子 丸山二三夫 安原功裕 若狭誠 大川征治 

感 想： 

冬とは思えない快晴で微風の陽気に恵まれ、現地に着くと目の前にヒバリ数羽が見られ、かなり

近づいても逃げず模様まで良く見えた。岸辺に多くのオオバンとヨシガモが居たが、逆光で良く見

えない。進むうちノスリやチョウゲンボウが近くを飛び葦原にはオオジュリンが盛んに採餌してい

た。湖には多くのオオバンとカンムリカイツブリが見られた。また岸辺からジエ、ジェと鳴いてタ

シギが飛び出した。アトリ、ベニマシコ、モズなど見ながら行くと突然チョウゲンボウが２羽の小

鳥を狩するも失敗した。狩は数ヶ所で見られた。中間の橋の近くで昼食をとり土手に上がると富士

山や煙を吐く浅間山が遠望された。今日は鳥の羽数は少なめであったが、種類は４６種と期待以上

の数が見られた。（担当：大川征治） 

 

⑥浅川（ふれあい橋～多摩川合流）公開探鳥会 

日 時：２００８年３月８日（日） ８：００～１１：４０ 

天 気：曇 

場 所：浅川；ふれあい橋～多摩川合流～浅川水再生センター脇の公園 

確認した野鳥：４４種 

カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ チョウゲンボウ キジ 
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バン イカルチドリ イソシギ セグロカモメ キジバト カワセミ コゲラ ヒバリ 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 ジョウビタキ 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 コジュケイ ド

バト ガビチョウ 

本日のベスト：カワセミ イカル バン コサギ キジ 

参加者：６３名（会員 38 名、一般 25名 計 63名(内子供 7名)） 

阿江範彦 浅野幸男 浅野恵美子 井形定子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香  

粕谷和夫 門口裕子 川上恚 工藤正子 倉本修 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 佐藤洋一 

清水千代 鈴木章七 傍島玲子 出口富子 内藤公三 中橋薫 中村宕子 中村啓一 中村千枝 

西巻虎彦 長谷川篤 平井国二 平井智恵子 永渡とし子 星野光雄 丸山二三夫 柚木鎮夫 

柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄  

感 想： 

日野市内での年一回の公開探鳥会。例年のコースが河川改修工事のため、浅川と多摩川の合流部

付近に場所を変更して実施した。当日は 60 名余の市民や会員に参加していただき、40 種を超え

る野鳥を確認し、成功裏に終えることが出来た。特に、熱心な子供の参加者が多かったのは良かっ

た。 

ベストに選ばれたカワセミやコサギなど、再三出現し楽しませてくれたことは良かった。また、

イカル、バンやキジも出現し感激した。 

多くの会員が、鳥を探し、望遠鏡に入れて野鳥のしぐさや美しさなど一般参加者に見せ、説明す

るなど協力した。（担当：門口一雄） 

 

⑦奄美大島探鳥会 

月 日：２００９年３月１３日（金）～１５日(日) ２泊３日 

天 気：１日目；強風後雨、２日目；雨後曇、３日目；晴 

場 所：奄美大島；奄美自然観察の森、秋名水田地帯、三太郎峠(ナイトツア)、住用マングローブ一

帯、古見方、神屋橋(早朝)、金作原、市理原、大瀬海岸等 

宿 泊：奄美サンプラザホテル 

確認した野鳥：６７種 

カイツブリ カワウ ウミウ ダイサギ チュウサギ コサギ クロサギ アオサギ オナガガ

モ シマアジ ハシビロガモ コガモ ミサゴ ツミ サシバ ハヤブサ チョウゲンボウ キ

ジ オオバン コチドリ シロチドリ イソシギ キョウジョウシギ トウネン クサシギ ア

マミヤマシギ タシギ カラスバト キジバト ズアカアオバト コノハズク（リュウキュウコノ

ハズク） アオバズク アマツバメ カワセミ オオアカゲラ(オーストンオオアカゲラ) コゲラ 

ツバメ リュウキュウツバメ イワツバメ キセキレイ ハクセキレイ（ホオジロハクセキレイ） 

ビンズイ ムネアカタヒバリ タヒバリ マキバタヒバリ サンショウクイ ヒヨドリ アカヒ

ゲ ジョウビタキ イソヒヨドリ アカハラ シロハラ ツグミ ヤブサメ ウグイス セッカ 

ヤマガラ シジュウカラ メジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ スズメ ギンムクドリ 

ムクドリ ルリカケス ハシブトガラス 

今回のベスト： 

野鳥；サシバ アマミヤマシギ ルリカケス シマアジ ギンムクドリ 

感動した花木；コガネノウゼン クロバイ モダマ（豆） 

参加者：２５名 

青木静子 青木良恵 今井達郎 大川征治 大川香 小澤礼子 粕谷和夫 門口裕子 菊地昇  

久保山嘉男 斎藤朋江 白川司 傍島玲子 鈴木章七 奈良俊夫 長谷川篤 馬場隆進  

馬場啓子 廣川潔 細田富美代 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 横松あつみ 門口一雄 

探鳥記： 

１１年ぶりの奄美大島探鳥会。前回を上回る２５名の会員が参加した。天候はあまり良くなかっ

たが、前回とほぼ同じ６０種余の野鳥を確認出来た。 

1日目は、アカツクシガモが来ているとのことで大瀬海岸に向ったが風が強く、見つけることが

出来なかった。直ぐ側のパパイヤの実に来るギンムクドリを見て「奄美自然の森」に向かった。奄

美自然の森は、カシ、シイやタブなどが茂る亜熱帯の森で、木道、吾妻屋や展望台が設置された森

である。昼時のためか、野鳥の数が少なくアカヒゲ、ルリカケスの鳴き声は聞こえるが姿は確認で
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きない。次の、秋名の水田地帯はよく珍鳥の出る所だが、水田地帯とは昔のことで、今はアシ原な

どの休耕田が目立つ。ムネアカタヒバリ、マキバタヒバリやホオジロハクセキレイを確認した。ま

た、電柱に止まったり、上空を飛びまわるサシバやツバメを観察した。 

 夜は、奄美の固有種アマミヤマシギのナイトウオッチングである。講師がバスの中からライトを

照らし、ゆっくりと進む。雨の中オットンカエルなどが道中に現れる。アマミヤマシギが再三出現

し、ライトに照らされ｢固まった｣のか動かない。車から出て、長く太い嘴、過眼線と頬にある黒線

が平行なこと、羽根の模様などをじっくり観察出来た。 

２日目は、昨夜の雨が本降りとなった為、日程を変更し、奄美パークの田村一村美術館へ向かっ

た。奄美の自然や野鳥を描いた一村の絵に引き込まれる。予定の時間が瞬く間に過ぎたが、雨は降

り続く。住用に向かう途中、大島紬会館の門に架けた巣箱を利用しているルリカケスを見る。 

昼過ぎやっと雨が上がり、マングローブ林と干潟に期待したが鳥影が少ない。帰りは古見方を回り

車窓からサシバ、ホオジロハクセキレイ等を見ながらホテルに帰る。 

３日目は、５時１５分発の早朝探鳥会。天然記念物に指定されているオオトラツグミのポイント

の神屋橋に向かう。オオトラツグミは絶滅が心配されている野鳥で、原始的な照葉樹林で局地的に

生息し、個体数が極めて少なく、明け方鳴くとのこと。1時間ほど待ったが、鳴き声を確認できな

い。バスの運転手さんが携帯に録音したオオトラツグミの鳴き声を聞かせてくれた。 

朝食後、鳥運を信じ金作原の森へ向かう。金作原は、バスで観光に来る人も多くにぎやかで、なか

なか鳥を探す雰囲気になれない。カシの巨木を見ての帰路、森に響くドラミングを頼りにオースト

ンオオアカゲラやズアカアオバトを探した。高木の葉の間からやっと確認できた。 

その後の市理原は、山岳道路沿いに樹海が広がりクロバイの白い花がいたるところで咲いていた。

太平洋に浮かぶ喜界島が望め、サシバ、ルリカケスやカラスバトを見た。 

最後の大瀬海岸は、初日とは一変し、穏

やかでシマアジ、クロサギ、ミサゴ、チ

ョウゲンボウ、アオサギやタシギの群れ、

などを見た。空港への途中、埋立地でム

ネアカタヒバリなどをみて、奄美探鳥会

を終了した。 

３日間で、目当てのアマミヤマシギ、

ルリカケス、オーストンオオアカゲラ、

サシバなどをはじめ、八王子では珍しい

マキバタヒバリ、ムネアカタヒバリ、ホ

オジロハクセキレイ(亜種)、ギンムクド

リ、シマアジなどたくさんの鳥を見るこ

とが出来た。また、美味しい郷土料理と

島歌で盛り上がった夕べや田村一村の

鳥の絵など心に残る。素晴らしい奄美の

自然と文化に接したことに満足した探鳥会であった。（担当：門口一雄） 

 

⑧宇津貫「探鳥会・雑木林手入れ作業」                                  

日 時：2009 年３月２１日（土）  

天 気：晴 

コース：JR 横浜線八王子みなみ野駅から、毘沙門天、宇津貫公園、クボノオキ湧水を通り、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（アズマネザサ

を刈る作業） 

観察した鳥：２７種 

カイツブリ カルガモ キジ キジバト アオゲラ コゲラ ヒバリ ツバメ ハクセキレイ 

ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス エナガ ヤマガラ シジュウカラ メジロ 

ホオジロ アオジ カワラヒワ 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  

参加者：カワセミ会 10名（宇津貫みどりの会 5名） 

 粕谷和夫 門口一雄 工藤正子 玉手道雄 玉手しのぶ 千葉槇子 長谷川篤 浜野建雄  

浜野千恵子 廣川潔  

概要、感想等： 
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八王子・日野カワセミ会と宇津貫緑の会共催の篠刈探鳥会。宇津貫緑の会は八王子みなみ野ニュ

ウタウンの開発で残った丘陵地（残存緑地）の雑木林の手入れをボランティアで行っている団体。

ＪＲ横浜線八王子みなみ野駅に１５名ほどのメンバーが集まった。 

駅から残存緑地までは探鳥をしながらということで、最初の場所は駅直ぐ近くの毘沙門天、樹齢

300年以上のスダジイが鎮座している所。その根元でシュンランが花を着けていた。ここでモズ、

アオジを確認。次の場所は宇津貫公園。よく手入れがされている雑木林でジョウビタキ（雄雌）、

ヤマガラ、コゲラ、シメ、メジロ、ハクセキレイ、キジバト、キジ、シジュウカラ、ツグミ、エナ

ガ、イカル、モズと多彩だ。途中クボノオキ湧水という湧水池を経て、目指すホタル沢に１０時に

到着した。 

今日はここの雑木林の篠刈作業。雑木林は放任しておくと篠竹が密生し、鬱蒼とした林になって

しまうので篠刈が必要である。斜面を黙々と鎌や鋏で篠竹を刈り 11:30 に作業を終了した。作業

終了後の林は林床まで光りが差し込み見違えるほどになり、腰の痛みを忘れ、皆満足したのではな

いかと思った。終了後は手入れの行き届いた雑木林に移動してカタクリ、アズマイチゲ、ヤマルリ

ソウなど雑木林の木漏れ日に咲く早春の花を観賞することができた。（担当：粕谷和夫） 

 

⑨浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

日 時：２００９年４月１２日（日） 8：00～11：20 

天 候：晴 

コース 松枝橋をスタートし北浅川の上流に向かって陵北大橋を経由し、小田野中央公園までの右岸

を歩くコース。 

観察した野鳥：４２種 

ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ コチドリ イカルチドリ ク

サシギ キジバト カワセミ アリスイ アオゲラ 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 ヒレンジャク アカハラ ツグミ ウグイス 

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

ムクドリ カケス オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

本日のベスト：① オオタカ ② アリスイ ③ ヒレンジャク 

鳥仲間：３６名 

井形定子 井出龍世 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 

河村洋子 久保山嘉男 倉本修 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 清水盛通 白川司  

白川史子 関根伸一 高山早苗 玉手道雄 玉手しのぶ 内藤公三 中橋薫 中村經男  

中村后子 萩原正昭 浜野建夫 浜野知恵子 平田崇 廣川潔 福本健 星野光雄 前田善明 

丸山二三夫 若狭誠 

担当者の感想：  

  昨年は小雨まじりということもあって参加者が少なかったが、今回は好天に恵まれ多数の参加を

いただきました。 このコースは定期カウントも含め多くの種類が観察され、時には珍鳥にも出会

うことがあり期待の高いところです。 

  期待にたがわず最初に目を引いたのがアリスイ（最近では長沼橋～大和田橋の月例で観察されて

いる）。北浅川左岸の畑地内にある構築物の上にしばらく滞留。 残念なことに一部の人は見られ

ず。 次に現れたのがオオタカの若鳥。 上壱分方小近くの林内で木の枝に止まっている。 かな

り間近に見られ全員が確認できた。 

  三度目は元木橋を過ぎてまもなく、目的地の小田野中央公園近くで、ヒレンジャクが２羽出現。

今年はレンジャク情報が大変多かったが、われわれのフィールドでは最終チャンスになる可能性が

ある。（と書いた後、4／29の夏鳥調査で 7羽確認） いずれもベストにふさわしい内容であった。 

  小田野中央公園のカワセミ会記念樹のサクラも見ごろを向かえ、飛び入りのケーナの演奏もあり、

和やかなうちに交流会を終えることが出来ました。（担当：丸山二三夫） 

 

⑩美の山探蝶・探鳥会 

日 時：2009 年４月１９日（日）  

天 気：晴 

コース：秩父鉄道和銅黒谷駅（10:00）から歩き美の山に登って皆野駅（15:00）に下るコース。 

観察した鳥：21種 

サシバ アオゲラ コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレイ ヒヨドリ ヤブサメ ウグイ
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ス センダイムシクイ オオルリ エナガ シジュウカラ メジロ ホオジロ アトリ カワラ

ヒワ ムクドリ カケス ハシブトガラス ガビチョウ 

本日のベスト３：サシバ センダイムシクイ ホオジロ 

参加者：18 名 

 石橋公子 大川香 大川征治 粕谷和夫 門口裕子 門口一雄 白川司 高梨規子 多田恒子  

中村后子 中村經男 長谷川篤 浜野知恵子 浜野建男 氷渡トシ子 細田富美代 柚木育子  

柚木鎮夫 

概要、感想等： 

美の山は少し登った山麓に集落が開かれている。昔からの和銅遺跡と関係あるのかも知れない。

その集落に差し掛かるとサシバ３羽が西側の谷に出現、ピックイーと鳴きながら上昇気流をとらえ

て旋回し北東方面に飛んで行った。春の渡り途中かも知れない。和銅遺跡ではセンダイムシクイの

さえずりが聞こえ、姿も確認できた。ここではオオルリのさえずりも遠くから聞こえてきた。 

庭先の鯉のぼりが気持ちよさそうに風に閃いていて、そこで気持ちよさそうにホオジロがさえず

っていた。ここでは参加者の一部がアトリの姿も確認できた。美の山山頂は公園になっていてヤマ

ザクラが丁度みごろ、桜祭りで賑わっていた。 

蝶はアカタテハ、キチョウ、スジグロシロチョウ、テングチョウ、ナミアゲハ、モンキチョウ、

モンシロチョウ、ヤマトシジミ、ルリタテハが観察できた。中でもテングチョウが多く、歩く先々

どこにも出現した。 

スミレも丁度見ごろで、ニオイタチツボスミレ、アカネスミレ、オカスミレ、ヒナスミレ、アケ

ボノスミレなどの花が咲き、イカリソウ、ミミガタテンナンショウ、オオツグバメウツギ、フデリ

ンドウなど花だけ見ていても飽きないところであった。（担当：粕谷和夫） 

 

⑪裏高尾でオオルリを探す会（公開探鳥会） 

日 時：2009 年５月１０日（日） 

天 気：晴 

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：１９種、 

トビ ノスリ アオゲラ コゲラ ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ ヤブサメ ウグイス 

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 カケス ハシ

ブトガラス ガビチョウ 

ベスト４：オオルリ ミソサザイ ウグイス ノスリ 

参加者：１１０名（カワセミ会 4７名、会員外 63名） 

 阿江範彦 井形定子 伊倉惠子 石橋公子 井手龍世 井上典子 大川征治 大川香 粕谷和夫 

門口一雄 門口裕子 川上恚 川久保樹里 菊池昇 工藤正子 久保山嘉男 小張義雄  

佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水千代 清水盛通 白川司 白川史子 杉森ユリ 曽我允夫  

傍島玲子 高梨規子 高山早苗 竹内開 玉手道夫 玉手しのぶ 千葉槇子 内藤公三  

中橋薫 中村經男 中村后子 奈良敏夫 長谷川篤 廣川潔 氷渡トシ子 福本健 古山隆  

前田善明 丸山二三夫 山浦秀雄 柚木育子 若狭誠 

概要、感想等： 

公開探鳥会（オオルリを探す会）天気が良かったためか予想以上の人数が集まり、次々に出た臨

時のバスから降りてくる参加者を待っ

たため、スタートが当初予定より 15分

ほど遅れてしまった。スタート地点でノ

スリが上空を旋回してくれた。歩き出し

てしばらくの間はオオルリが出て来な

かったが、1時間ほど過ぎたところから

ようやくオオルリのさえずりが聞こえ

てきた。梢でさえずる♂の姿も確認でき

たので、参加者も満足してくれたようだ。

今年も沢ではミソサザイが２ヶ所でさ

えずりを聞かせてくれたが、姿は確認で

きなかった。参加者が多かったため超ス

ローペースとなり、キャンプ場跡地で休
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憩しているうちに 11時になってしまったので、さらに奥へ進むのを止めて、ここでまとめをして

終了とした。帰りは希望者により野草を観察しながら引き返し、オウギカズラ、ガクウツギ、サツ

キヒナノウスツボ、ハンショウヅル等の花を観察できた。ラショウモンカズラはこの時期、例年花

時であったが、今年は既に花の最盛期は過ぎていた。オオバウマノスズクサの花も楽しみにしてい

たが、この植物が生えている所の木が伐採され、花どころか 1本のツルも認めることができなかっ

た。（担当：粕谷和夫） 

 

⑫伊香保森林公園探鳥会 

月 日：２００９年５月１６日（土） 

天 気：曇りのち小雨 

行 程：八王子（6:15）―あきる野ＩＣ－圏央道―関越道―渋川伊香保ＩＣ下車―伊香保森林公園駐

車場（9:00 頃）－公園内を探鳥―駐車場に戻る（14:00）―榛名公園探鳥（14:30～15:00）－

往路を戻るー八王子（18:00 着） 

コース：標高約１０００ｍの駐車場から坂道を登りむし湯跡を通り尾根筋に出てここを進み急な石段

の在る坂道を下ってオンマ谷を通り少し登ってまた下るコースでアップダウンのある伊香保森林

公園及び近くの榛名湖畔の榛名公園 

確認した鳥：３０種 

トビ ノスリ キジ キジバト ジュウイチ ツツドリ アオゲラ アカゲラ コゲラ ヒヨド

リ ミソサザイ コマドリ コルリ マミジロ アカハラ ヤブサメ ウグイス センダイムシ

クイ キビタキ オオルリ エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウガラ ゴジュウガラ メジロ 

ホオジロ イカル カケス ハシブトガラス  

本日のベスト：ジュウイチ ミソサザイ キビタキ オオルリ 

確認した花：２６種 

ユキザサ ルイヨウボタン ツクバキンモンソウ ニシキゴロモ ツルキンバイ オオチクバネ

ソウ エンレイソウ ヒゲネワチガイソウ ワチガイソウ ヤマツツジ ミツバツツジ ホソバ

ノアマナ ハシリドコロ ニワトコ マイズルソウ ムシカリ ハナイカダ ミヤマハコベ シ

ョウジョウバカマ フモトスミレ ニオイタチツボスミレ タチツボスミレ ツボスミレ エイ

ザンスミレ サクラスミレ チシオスミレ  

本日のベスト；エンレイソウ ルイヨウボタン サクラスミレ 

参加者：２４名 

青木静子 浅野幸男 浅野恵美子 井形定子 大川香 門口一雄 門口裕子 川上恚  

久保山嘉男 清水千代 白川司 白川史子 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 丸山二三夫 柚木鎮夫 柚木育子 山崎久美子 大川征治  

感想； 

心配された雨もなく予定どうリ出発し、渋滞に会うこともなく森林公園に到着して、宮越会員夫

妻と合流した。またここの管理人も迎えてくれ大変親切な人である。やや寒い中軽い体操で体をほ

ぐした後宮越会員の案内で探鳥を開始。すぐ水飲み場でキビタキ雄雌が良く見え幸先よいと感じた

が、山道に入って鳥は見えず声も聞こえてこない。寒さで鳥も不活発かなと感じながら野草など探

しながら進む。峠付近のツツジも群落があるがまだつぼみも硬い状態であった。峠道を下りはじめ

た頃から少し暖かくなり鳥の声も聞こえ、梢でさえずるオオルリにやっと会えた。エンレイソウな

どの野草を見ながら進むとジュウイチ、マミジロ、オオルリの声も良く聞こえるようになり、中間

の駐車場近くで昼食となる。ここではミソサザイがまじかで見られたが、かなり近くで鳴いている

ジュウイチは皆で探したが姿は見つからなかった。この頃から小雨が降り出し少し急ぎ足で山道を

くだり道路に出て元の駐車場に向かう。途中オオルリの巣があるのか近くで雄雌がゆっくり見られ

た。まだ時間が早いので管理人の見送りを受けて榛名公園に向かう。こちらはまだ芽吹いておらず

鳥、花とも少なかったがシーズンには良いところになるだろうと感じた場所であった。雨も降り出

しここで宮越夫妻とお別れして帰路に着き渋滞に会うこともなく帰着できた。 

宮越会員には計画、下見、案内とお世話様になりました。ありがとうございました。           

（担当：宮越俊一、大川征治）  

 

⑬戸隠探鳥会 

月 日：２００９年５月３０日(土)～３１日（日） １泊２日  

天 気：３０日；曇、３１日；雨 
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交通、宿泊先：貸切バス、戸隠高原ホテル 

確認した野鳥：５１種 

 カイツブリ カルガモ ハチクマ トビ ノスリ クマタカ ジュウイチ カッコウ ツツドリ 

ホトトギス アマツバメ アカショウビン 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 サンショウクイ ヒヨドリ ミソサザイ コルリ クロツグミ ア

カハラ ヤブサメ ウグイス メボソムシクイ センダイムシクイ キクイタダキ キビタキ 

コサメビタキ エナガ コガラ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ キバシリ 

メジロ ホオジロ ノジコ アオジ クロジ カワラヒワ イカル ニュウナイスズメ スズメ 

コムクドリ カケス ハシブトガラス  

今回のベスト：コルリ アカショウビン コサメビタキ ニュウナイスズメ 

花（咲いているもの）動物など： 

 ヤマシャクヤク ルイヨウボタン ルイヨウショウマ タチカメバソウ クルマバツクバネソウ 

ラショウモンカズラ ウワミズザクラ レンゲツツジ ミツガシワ サガリバナ トチノキ オ

オカメノキ クルマバソウ ユキザサ ズダヤクシ フデリンドウ アズマギク クリンユキフ

デ リュウキンカ タニウツギ ニセアカシア ツボスミレ フジ イワカガミ マユミ アオ

チドリなど 

 タゴガエル トノサマガエル キツネ リスなど 

参加者：24 名 

 青木静子 石橋公子 大川征治 大川香、 

小張義雄 小張昌子 粕谷和夫 菊地昇、 

久保山嘉男 細田富美代 中村后子 奈良敏夫 

廣川潔、長谷川篤、浜野建夫、浜野智恵子、 

内藤公三 丸山二三夫 矢沢はるみ 柚木鎮夫 

渡辺敬明 若狭誠 門口裕子 門口一雄  

担当者の感想： 

  カワセミ会では、久しぶりの春の戸隠高原の探

鳥会。キャンセル待ちの方が出るほど多くの会員

に参加していただいた。あいにく２日目は雨で行

動が制約されたが、コルリやコサメビタキ、予想

外のアカショウビン（多くの方は鳴き声のみ）や

ヤマシャクヤクなど堪能した。（担当：門口一雄） 

 

⑭浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会 

日 時：２００９年６月６日（土） ８：００～１０：５０     

天 気： 雨のち曇 

コース： 鶴巻橋（右岸）～浅川橋（左岸）～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 アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ コチドリ イカルチドリ キジバト ヒ

メアマツバメ カワセミ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ オ

オヨシキリ セッカ シジュウカラ ホオジロ カワラヒワ スズメ ムクドリ オナガ ハシ

ボソガラス ハシブトガラス ドバト 雑種ガモ 

本日のベスト：キジ ヒメアマツバメ オオタカ 

参加者：４名 

白川 司 白川史子 氷渡とし子 若狭 誠 

担当者の一言 

雨の中、少人数で気持ちよく鳥見散歩をした。オオヨシキリのさえずる姿や子連れのカルガモは

見られなかったが、集合場所の市役所脇では久しぶりにヒメアマツバメの群が見られ、思いがけな

くオオタカも近くを通過した。 

川原では数ヶ所で繁殖中と見られるキジを観察することができた。 

解散後「八王子環境フェスティバル」に合流した。（担当：若狭 誠）        

 

 

 
コルリ 
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鳥信（主として 2009 年１月～6 月）      
今期は 630 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、鴫チ鳥、托卵

鳥、繁殖、行動、集団ねぐら、渡り鳥、その他の通過情報である。     

（この他にも「鳥信データベース」には本掲載種以外に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 2009/4/8 １羽 清水盛通自宅・下恩方

町 

今週になって自宅前の切り開かれた林に 1 本残った木から

「ブォーブォー・・・」と夜な夜な鳴き声が聞こえてきます。 
鳴き声からはミゾゴイと思えますが果たして・・・ 

清水盛通  拝島0A 

56 ミゾゴイ 2009/4/10 １羽 清水盛通自宅・下恩方
町 

？は外れました。昨晩、そして今夜も鳴いていましたが今夜
は少し留まった後、北淺川方面に飛んで行き暫らく鳴いた後

に採餌のためでしょう鳴き声はパッタリなくなりました。近年
の得られた情報から営巣している様子ですがもう少し人里
離れた所です。今回もつがいが形成された後（その時期）に
飛び去ると思っています。 

清水盛通  拝島0A 

62 アマサギ 2009/5/15 １羽 高月水田 高月水田の浄水場より下流の方で綺麗な夏羽根のアマサ
ギが入っているのを見ました。 

今野美代子  拝島6E 

98 ヨシガモ 2009/1/2 ７羽 高月浄水場池 他にオカヨシガモ 6 羽、マガモ 20 羽、カルガモ 26 羽、コガモ
88 羽、オナガガモ 6 羽 

粕谷和夫  拝島6E 

98 ヨシガモ 2009/2/11 １２羽 高月浄水場池 他にオカヨシガモ 16 羽、マガモ 60 羽、カルガモ 40 羽、コガ
モ 88 羽、オナガガモ１羽 

粕谷和夫  拝島6E 

112 キンクロハジ
ロ 

2009/4/18 １羽 多摩川・昭和堰上流部 堰上部の水面をカイツブリなどとともに行動し，ときおり水中
に潜っていた。 

倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

124 ミコアイサ 2009/1/17 ５羽 多摩川・昭和堰上部 ♀3，エクリプスと思われる個体 2,あわせて 5 羽が堰上部の
水面を行動 

倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

124 ミコアイサ 2009/2/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流 メス型１羽 粕谷和夫  拝島6E 

124 ミコアイサ 2009/3/15 ３羽 多摩川・昭和堰上流部 ♀3 羽が堰上部の水面を行動 倉本・古山・宮越（多

摩川滝山下定期C) 

拝島6E 

160 ヤマドリ 2009/2/8 １羽 南高尾・大平林道 道脇より林内へ飛び立つ（大きな羽音あり） 福本順吉  与瀬9E 

160 ヤマドリ 2009/4/9 １羽 南高尾・ふれあい館前  福本順吉  与瀬9E 

170 クイナ 2009/1/25 １羽 浅川・長沼橋上流側左

岸湿地 

 たまさくらフォーラ

ム探鳥会 

八王子9H 

170 クイナ 2009/2/11 １羽 淺川左岸鶴巻橋上流側
中野町排水樋管 

採餌 山浦秀雄  八王子5K 

170 クイナ 2009/3/15 １羽 浅川・長沼橋上流側左

岸湿地 

10:13、鋭い声で鳴いて湿地の枯草内に入る。その後湿地内

を移動。その他カイツブリ２羽、バン１羽など 

佐藤哲郎、関根伸

一、勝股朗郎 

八王子9H 

179 バン 2009/1/4 ２羽 多摩川・平の堰  大川征治  拝島8C 

179 バン 2009/1/11 ２羽 浅川・長沼橋上流側左
岸湿地 

成鳥、幼鳥各１ 佐藤哲郎他
5 名 

 八王子9H 

179 バン 2009/1/25 １羽 浅川・長沼橋上流側左
岸湿地 

 たまさくらフォーラ
ム探鳥会 

八王子9H 

179 バン 2009/2/7 １羽 浅川・長沼橋上流側左
岸湿地 

成鳥１ 佐藤哲郎  八王子9H 

179 バン 2009/2/8 １羽 多摩川・浅川合流付近 土手下の池 柚木鎮夫・育子 武蔵府中4K 

179 バン 2009/2/21 １羽 湯 殿 川 ・ 大 橋 か ら 約
300m 下流 

川の中で採餌、一緒にコガモ 1 羽が採餌。 粕谷和夫  八王子5G 

179 バン 2009/3/1 １羽 多摩川右岸・昭和用水堰上流河原の中のワンド  粕谷和夫  拝島6E 

179 バン 2009/3/7 １羽 浅川左岸・長沼橋上流
湿地 

コガモ、カルガモ、カイツブリなどと一緒に池の中にいて見え
隠れしていた。 

粕谷和夫  八王子9H 

179 バン 2009/3/28 １羽 浅川左岸・長沼橋上流
湿地 

コガモ、カルガモ、カイツブリなどと一緒に池の中にいて見え
隠れしていた。 

カワセミ会ジュニア
クラブ観察会 

八王子9H 

179 バン 2009/4/19 １羽 浅川・長沼橋上流左岸
湿地 

10:05、成鳥１羽、湿地内を泳ぐ。額板の赤が目立つ。湿地
はかなり水が減った。 

佐藤哲郎  八王子9H 

316 アオバト 2009/5/24 声 天合峰方面 10 時過ぎ、天合峰方面で、アオバトが鳴いていました。保全
緑地地域一斉調査の帰り、宝生寺団地内で聞きました。 

柚木育子  拝島1C 

316 アオバト 2009/5/24 声 戸吹保全緑地 コアジサイ花の写真を撮っていると、声が数回聞こえてきた。 粕谷和夫他  拝島3E 

316 アオバト 2009/5/26 １羽 八王子城跡御主殿跡 声を聞く 若狭誠、久保山嘉男 八王子0H 

335 ヨタカ 2009/6/2 声 八王子市下恩方町 今期初認、声のみ、自宅西方よりキョッ、キョッ、キョッ、キョ
ッ・・・・の鳴き声あり。蛇足：おぼろ月夜に浮かび上がった里

山にヨタカの声、いい雰囲気を醸し出しています。 

清水盛通  拝島0A 

335 ヨタカ 2009/6/11 声 南淺川左岸 (第五小学
校の裏） 

PM22:18、帰宅途中に、南淺川左岸(第五小学校の裏）の遊
び場の木立からヨタカの声が二度聞こえました。覗いても姿
は見えませんでしたが、自宅周辺での記録は久しぶりです。 

山下弘文  八王子4J 

348 アリスイ 2009/3/7 １羽 浅川左岸・中央線鉄橋
付近 

中央線鉄橋付近で河原に降りるとアリスイがいたが姿を直
ぐに消してしまった 

粕谷和夫  八王子9H 

348 アリスイ 2009/4/12 １羽 北浅川（松枝住宅付近、
左岸畑地） 

草むらから飛び上がり、畑地の構築物にしばらく滞留。その後右
岸側へ飛び降り見えなくなる。 鳥らしくない鳥でまさに珍鳥！ 

カワセミ会月
例探鳥会 

 拝島3B 
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354 アカゲラ 2009/1/11 １羽 南高尾・ふれあい館前 杉林内枯木 福本順吉  与瀬9E 

354 アカゲラ 2009/1/14 １羽 小宮公園  粕谷和夫他  拝島7A 

354 アカゲラ 2009/2/28 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

354 アカゲラ 2009/3/24 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

354 アカゲラ 2009/4/5 １羽 北浅川・東京天使病院 ドラミング 清水盛通  拝島2B 

354 アカゲラ 2009/4/9 １羽 南高尾・大平林道 高尾山方面分岐点付近 福本順吉  与瀬9E 

354 アカゲラ 2009/5/11 １羽 小仏城山頂上から約５０

ｍ手前 

小仏城山頂上から約５０ｍ手前の檜の幹に飛んできたのを

視認した。 

白川司  与瀬7F 

363 ヒバリ 2009/6/10 １羽 浅川・鶴巻橋下流左岸 河原の草むらに１羽のヒバリ。鶴巻橋～大和田橋間では、２
００３年以来のヒバリです。  

若狭誠  八王子5K 

379 ビンズイ 2009/3/29 ２羽 高幡台団地路上 ビンズイ２羽・ツグミ１羽、今朝、出がけに団地の三沢側を通

るとツグミが私を避けるように上の方に飛び、そのあとを追
うように飛んだ２羽はビンズイでした。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3J 

393 キレンジャク 2009/3/1 ２羽 陵南公園 昨日の黒川清流公園レンジャク情報に続き、今日は陵南公
園にレンジャクが来ました。陵南公園に架かる南淺川橋東１

００ｍに位置する陵南プールと南淺川（右岸）土手の間宿り
木のあるケヤキに２羽のキレンジャクが来ていました。まだ
宿り木は熟した実をたわわに付けているので暫らく居てくれ
るといいのですが・・・・・ 

清水盛通  八王子3H 

393 キレンジャク 2009/3/2 ２羽+ 陵南公園 2 日午後、陵南公園へ行きレンジャクを見てきました。午後 2～
2 時半。ときどき隣の桜の木に移ったり、川へ飛んで水飲みを
していました。そのうちに一羽がこちらに尻を向けて黄色の糸
のような糞を垂れました。道路に落ちたのを見ると、あまり消

化をしていない実がいくつも入っていました。 黄色の実黄色
の糞よ黄連雀  朗々子（私の俳名です）  注）レンジャクは
秋の季語なので、上記はこのままでは秋の句になりますが。 

勝股朗郎  八王子3H 

393 キレンジャク 2009/3/5 １羽 黒川清流公園 時間帯は午後１２時半ごろから１時ぐらいでした。   佐藤サヨ子  武蔵府中1K 

393 キレンジャク 2009/3/7 ３羽 黒川清流公園 12 時 30 分ころから 14 時 30 分ころまで観察された。欅のヤ
ドリギの実を啄んでは枝で休んだり、糞をしていた。14 時 30
分頃にツミに追われて南西方向に飛び去る。 

岡本昭男  武蔵府中1K 

393 キレンジャク 2009/3/8 ２羽 南浅川・南浅川橋下流右岸 ヒレンジャクと同じくケヤキに止まっていました。 竹内開  八王子3H 

393 キレンジャク 2009/3/17 ２０羽
+ 

多摩川昭和堰下流右岸  大川征治  拝島6E 

393 キレンジャク 2009/3/27 ３羽 北浅川・陵北大橋下、上
流（右岸） 

１１:４０ごろ、北浅川・陵北大橋下、上流（右岸）大きな木の
テッペンに３羽のキレンジャクを確認しました。しばらくして陣

場街道切通しの方に飛んでいきました。 

中村后子  拝島1B 

393 キレンジャク 2009/4/3 ５羽 高月町、多摩川・昭和堤 
上 流  １ ５ ０ メ ー ト ル  
右岸 （海岸より４８ｋｍ）

のポールあり 

ＡＭ８．３０、キレンジャク  5 羽、ヒレンジャク  ６羽、堤防
の上より観察した。柳の若芽を、キレンジャクがついばみ、
移動後同じ場所にヒレンジクきて、若芽を食べていた。柳は

５～６本あり、まだ食べに来るのではいか？。 

関根伸一  拝島6E 

393 キレンジャク 2009/4/4 ５羽 高月町、多摩川・昭和堤 
上 流  １ ５ ０ メ ー ト ル  
右岸 （海岸より４８ｋｍ）

のポールあり 

１２時３０分から１４時３０分、高月浄水場裏、昨日、関根さん
が報告したあたりで キレンジャク ５羽。柳の前の土手でお
弁当を食べていると 暫くして１羽、２羽と来て５羽が１時間

ちかく 新芽をついばんでいました。その上流３００ｍでアン
ズの木にもキレンジャクが８羽いました。 

峯 尾 良 雄 、
峯尾真澄 

 拝島6E 

393 キレンジャク 2009/4/5 １羽 北淺川・松枝橋上流 河原におりた後対岸の木に留まる 清水盛通  拝島4B 

393 キレンジャク 2009/4/13 １０羽 陵南公園 12:43、南浅川上流側から陵南公園に入ると、ケヤキの木に

鳥が複数止まっていた。双眼鏡で確認するとキレンジャク１０
羽が囀りながら、ケヤキの新芽をついばんでいた。別のケヤ
キに移動してしばらくしてから北の方へ飛び去っていった。 

浜野建男  八王子3H 

394 ヒレンジャク 2009/3/8 １５羽 南浅川・南浅川橋下流

右岸 

ケヤキにまとまって止まっていました。木の虚にたまった水

をかわるがわる飲んでいました。キレンジャクよりも警戒心
が強いのか木の上に止まります。 

竹内開  八王子3H 

394 ヒレンジャク 2009/3/8 ３３羽 北浅川・元八市民センタ
ー付近 

ヤブランを採餌 清水盛通  拝島3B 

394 ヒレンジャク 2009/3/9 ２０羽
± 

北浅川・陵北大橋下流
の「木橋」を渡って１００
ｍほど行った所 

２０羽ほどの群れが木に止まりました。 ムクドリだろうと思
ったのですが、双眼鏡で確認するとまさにヒレンジャクでし
た。 

丸山二三夫  拝島2B 

394 ヒレンジャク 2009/3/9 ３１羽 北浅川右岸・上壱分方

小学校下流の林 

木に止まったり地面に下りたりしていた。 河村洋子  拝島3B 

394 ヒレンジャク 2009/3/9 １４羽 黒川清流公園 観察した時間は 10 時頃から 13 時ころまで。その前後は不明。
例の如く欅のヤドリギの実を啄んだり、枝で休んだり、糞をした
りしていた。同じ欅の幹の洞の水を喧嘩しながら飲んでいた姿

が印象的であった。時々、木からかなり離れた空中でホバリン
グする姿が何回も見られた。何のための行動かは不明。 

岡本昭男  武蔵府中
1K 

394 ヒレンジャク 2009/3/11 １３羽 日野市多摩平 4 丁目 
黒川清流公園 

9:00 福島孝子  武蔵府中
0K 

394 ヒレンジャク 2009/3/11 １０羽 日野市多摩平 4 丁目 
黒川清流公園 

13:00、黄色いヤドリギの実はまだたくさん残っていました。カ
メラマンを全く警戒せずマイペースで実を啄ばみ、糞をたら
～りと流し、ケヤキの幹の洞にある水を飲み、ヒリヒリさえず
り、おなかがくちくなると列を成して、ぼぉっと日に当たりたた

ずんでいます。いつ見ても飽きない鳥さんです。 

福島孝子  武蔵府中
0K 
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394 ヒレンジャク 2009/3/12 3 羽 浅川・松枝橋下流左岸
の河畔林 

キレンジャク３羽、ヒレンジャク１羽の群が河畔林の中をエサ
を求めて低空であちこち移動していた。ヤドリギの実がなく
なってきたのかいろいろなもの（ノイバラの若芽？、ヤブラン

の実、タラの若芽？）を食べていた。 

若狭誠  拝島4B 

394 ヒレンジャク 2009/3/12 １羽 浅川・松枝橋下流左岸
の河畔林 

ヒレンジャク１羽、キレンジャク３羽の群 若狭誠  拝島4B 

394 ヒレンジャク 2009/3/15 ３羽 多摩川・滝山城跡下右

岸林内 

ヤブランの実が多い林の中を行動．キレンジャクは見られな

かった． 

倉 本 ・ 古 山 ・ 宮 越

（多摩川滝山下定
期 C) 

拝島6E 

394 ヒレンジャク 2009/3/17 ２０羽
+ 

多摩川昭和堰下流右岸  大川征治  拝島6E 

394 ヒレンジャク 2009/3/20 ２羽 多摩御陵入り口の南淺
川橋のすぐ下流右岸 

ｐｍ１５：３０過ぎ、多摩御陵入り口の南淺川橋のすぐ下流右岸
のヤドリギのある木でヒレンジャク２羽を見ました。左岸に移っ
てまた戻ってきましたが、ほとんど動きの無い 30 分でした。  

山下弘文  八王子3H 

394 ヒレンジャク 2009/3/24 １羽 高幡台団地緑地 裏山であちこちからガビチョウの声がするので場所を確認し

ようとした時、地面から１羽の鳥が飛び上ってすぐそばのコ
ナラの木の枝に止まりました。確認するとヒレンジャクでし
た。カメラを向けるとどこかに飛んでいってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

394 ヒレンジャク 2009/3/27 １羽 北浅川・陵北大橋下、上

流（右岸） 

１３：００ごろ、北浅川・陵北大橋上流・小津川・紙谷橋付近 

ヒレンジャク１羽確認しました。さくらの木から川原におりて
水をのんだり、木の上でまわりをきょろきょろとしていました。 

中村后子  拝島1B 

394 ヒレンジャク 2009/3/28 １羽 北浅川・陵北大橋下、上
流（右岸） 

10:51、大きな木のテッペンに 1 羽のヒレンジャクがずっととまっ
ていた。紙谷橋まで行ってもどってくると今度は左岸の木にと

まっていて、写真を撮っていると一声鳴いて飛び去った。 

浜野建男・知恵子 拝島1B 

394 ヒレンジャク 2009/4/3 ６羽 高月町、多摩川・昭和堤 
上 流  １ ５ ０ メ ー ト ル  
右岸 （海岸より４８ｋｍ）

のポールあり 

ＡＭ８．３０、キレンジャク  5 羽、ヒレンジャク  ６羽、堤防
の上より観察した。柳の若芽を、キレンジャクがついばみ、
移動後同じ場所にヒレンジクきて、若芽を食べていた。柳は

５～６本あり、まだ食べに来るのではいか？。 

関根伸一  拝島6E 

394 ヒレンジャク 2009/4/4 ５羽 多摩川昭和堰下流右岸  大川征治  拝島6E 

394 ヒレンジャク 2009/4/12 ２羽 北浅川（元木橋上流左
岸） 

後方でなにやら見つけた様子。 聞くとヒレンジャクとの事。 
双眼鏡を覗くと、飛んだときに尾の赤い部分を確認。 この

芽を食べているのか？ ２回ほどフライキャッチも。 レンジ
ャクの当たり年。 

カワセミ会月
例探鳥会 

 拝島1B 

394 ヒレンジャク 2009/4/19 ７羽 小山農園近くの畑（八王
子市小津町） 

栗林の樹上で新芽を啄ばむ姿が見られました 清水盛通（丸
山二三夫） 

 五日市8B 

394 ヒレンジャク 2009/4/23 数羽 上川口小付近付近  上川口小野鳥観察会 拝島0E 

395 カワガラス 2009/5/15 １羽 薬王院祈祷殿前の橋 高尾山定期カウントの帰路、橋の下にカワガラス１羽。川す
れすれに飛び 50ｍほど上流の石の上と渓流の中にいてか
ら更に上流側に消えた。 

若狭誠、杉森ユリ、
中村后子 

八王子1F 

399 カヤクグリ 2009/3/9 ２羽 南高尾・元作業小屋北 渓流沿いやぶ。（元作業小屋の意味は作業小屋が解体され
て無くなっているためである） 

福本順吉  与瀬9E 

399 カヤクグリ 2009/3/9 ２羽 南高尾・ふれあい館裏 渓流沿いがけ 福本順吉  与瀬9E 

415 イソヒヨドリ 2009/3/1 １羽 浅川・日野高校対岸の

浅川右岸付近 

♀1；日野高校対岸の浅川右岸付近の耕したばかりの畑で

ツグミ、モズと前後して出現した。 

門口一雄他

8 名 

 武蔵府中

4K 

416 トラツグミ 2009/1/11 １羽 谷地川 谷地川でははじめてか？。畑の中の木下で餌をとる。 冬鳥一斉調査 立川0B 

416 トラツグミ 2009/1/13 １羽 久保山公園  大川征治  拝島8B 

416 トラツグミ 2009/1/31 １羽 み な み の 丘 公園 西 側

（学童保育横の階段を
上った遊具のある広場） 

14 時頃、広場の中央付近に立つ木に止まり、しばらくじっと

していた。その後、東側の雑木林の中へ入った。 

玉手しのぶ  八王子6F 

416 トラツグミ 2009/2/14 １羽 万葉公園・散田町 あまり広くなくて暗い広場の地上にツグミの仲間１羽、アカハ
ラかと思ってよく見るとトラツグミであった。直ぐ繁みの中に

入ってしまった。そのあとルリビタキが出てきた。 

粕谷和夫  八王子4H 

416 トラツグミ 2009/3/14 １羽 竹内開自宅（八王子市
城山手） 

トラツグミ(声)、午前４時、モーニングコールとしてはあまり目
覚めスッキリ型の声ではありませんでした(^_^;) 

竹内開  八王子3J 

416 トラツグミ 2009/4/3 1 羽 石橋入緑地（北野台コ

ープ裏） 

12:01、落ち葉に覆われた地面でエサを探して歩き回ってい

た。写真を撮っていると公園に入ってきた他の人の気配を感
じて逃げていった。 

浜野建男  八王子8F 

416 トラツグミ 2009/4/8 1 羽 高幡台団地緑地 私がこの山に入り始めのころは口笛を吹いたようなこの鳥
の啼き声をよく耳にしたものですが、毎年１羽づつオオタカ

の犠牲になってしまってからはこの啼き声も聞かれなくなっ
て、姿も 1 年に 1 度ぐらいしかみられなくなってしまいました
が、今朝、今期2 度目の姿をみて感激しています。私が気が
つく前にトラツグミの方で先に私に気がついたようで、倒木

や灌木に身を隠しながら上に歩いて行き、笹薮に飛び込ん
でしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

416 トラツグミ 2009/4/11 １羽 長沼公園 絹ヶ丘団地近くの稜線付近で鳴いていた。 門口一雄他 2 名 八王子9G 

416 トラツグミ 2009/4/15 １羽 小宮公園 １６時３０分ころ小宮公園でトラツグミが見られました。落ち

葉を返して虫を食べていました。ここでは久しぶりの出現で
す。オオルリもここ数日見られています。 

大川征治  拝島7A 

416 トラツグミ 2009/4/15 １羽 高幡台団地緑地 実は 13 日にも見たのですが、写真が撮れなかったので報告し
ませんでした。今日も撮るには撮ったのですが、ちょっと遠す

ぎてピンボケになってしまったので掲示板には出しません。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 
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416 トラツグミ 2009/4/15 １羽 小宮公園  大川香  拝島7A 

416 トラツグミ 2009/4/18 １羽 小宮公園 視認。写真を撮る 大川征治  拝島7A 

416 トラツグミ 2009/5/13 １羽 高尾山・麓のケーブルカ

ー駅付近 

15 時頃声を聞く 粕谷和夫  八王子1F 

422 アカハラ 2009/1/7 １羽 北浅川・陵北大橋上流
100m 付近 

左岸の竹林に入ったり、川原に下りて採餌 丸山二三夫  拝島1B 

422 アカハラ 2009/2/19 １羽 浅川長沼橋上流左岸の

土手を隔てた池 

土手から見て池の対岸斜面にいて、次に池の倒木に一旦

止まり笹藪に消えた。 

岡本昭男  八王子9H 

422 アカハラ 2009/2/21 １羽 片倉の台只沼谷戸 谷戸で採餌、一緒にツグミ１羽とガびチョウ 2 羽が採餌。 粕谷和夫他  八王子7F 

422 アカハラ 2009/2/28 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

422 アカハラ 2009/3/29 １羽 清川公園グランド脇 花芽の付いた短枝で一杯のサクラの枝の中に、ツグミやヒヨ

ドリに混じっていて、見にくかったのですが、赤いお腹でアカ
ハラとしました。 

山 浦 秀 雄 、

山下弘文 

 拝島5A 

422 アカハラ 2009/4/19 ３羽 高幡台団地緑地 今年もアカハラがやってきました。まだ地上には降りてなく、
木々の梢近くを飛んでいましたが、昨年は 1 羽だけで 1 日だ

けの滞在だったので今年は例年のように何週間か逗留して
ほしいと願っています。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

422 アカハラ 2009/5/1 １羽 高幡台団地緑地 裏山の路上でガビチョウと一緒に地面を突きながら歩いて
いた。色がガビチョウと似ていたので初め気がつかなかった

が歩き方が違うのでよく見るとアカハラでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

450 センダイムシ
クイ 

2009/5/3 1 羽 片倉城址 二の丸広場の南側に面した雑木林の中から鳴き声が聞こえ
た。しだいに移動していき、神社の裏で姿が確認できた。 

浜野建男・知
恵子 

 八王子7G 

456 キビタキ 2009/5/26 声 長沼公園 鳴き声で確認した。当初ガビチョウの鳴きまねと疑ったが、

高木の梢で枝移りしながら鳴き続け、最後までガビチョウ本
来の声が聞かれないまま、遠のいた。 

門口一雄他

3 名 

 八王子9G 

456 キビタキ 2009/4/22
・23 

声 八王子市城山手 4/22 の朝、盛大なガビチョウの囀りに混じってかすかにキビタ
キの声がきこえたのですが余り自信がありませんでした。4/23

の朝はガビチョウの声もなくはっきりと声を確認することが出来
ました。毎年恒例のモーニングコールが今年も始まりました。 

竹内開  八王子2H 

456 キビタキ 2009/5/9-
11 

声 多摩病院裏雑木林 9 日多摩病院裏の雑木林からガビチョウと共にキビタキのさ
えずりを確認しました。今期初認です。11 日朝に病院グラウ

ンドで工事が始まると抜けていってしまいました。 

今野美代子  拝島6B 

458 オジロビタキ 2009/3/4 １羽 黒川清流公園 雌でえさを探して移動していた。 大川征治  武蔵府中0K 

463 サンコウチョウ 2009/5/12 ２羽 八王子城跡 ♂と♀が鳴きながら林を移動 八王子城跡ＣＴ（若
狭誠他） 

八王子0H 

463 サンコウチョウ 2009/5/13 声 高尾山 6 号路・第 1 ベン
チの手前 

声を聞く 粕谷和夫  八王子0E 

463 サンコウチョウ 2009/5/15 声 高尾山１号路 声を聞く 粕谷和夫他  八王子1F 

463 サンコウチョウ 2009/5/20 ２羽 八王子城跡 営巣を確認 渡辺敬明、久保山

嘉男、若狭誠 

八王子0H 

463 サンコウチョウ 2009/5/26 声 長沼公園 鳴き声で確認した。当初ガビチョウの鳴きまねと疑ったが、
高木の梢で枝移りしながら鳴き続け、最後までガビチョウ本
来の声が聞かれないまま、遠のいた。 

門口一雄他
3 名 

 八王子9G 

463 サンコウチョウ 2009/6/3 ２羽 日影沢キャンプ場の沢
沿い及びいろはの森の
炭焼き小屋付近 

日影沢キャンプ場の沢沿い及びいろはの森の炭焼き小屋
付近で鳴き声を聞いた。 

白川司・史子  与瀬9F 

463 サンコウチョウ 2009/6/12 ２羽 高尾山６号路大山橋手

前 

囀りを聞いた 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

463 サンコウチョウ 2009/6/12 １羽 高尾山 3 号路大山橋上
部 

♀が杉の枝の中で囀り、移動。参加者全員視認 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

463 サンコウチョウ 2009/6/13 声 高尾山・１号路の麓付近 声を聞く 粕谷和夫  八王子1F 

463 サンコウチョウ 2009/6/17 １羽 高尾山 声は数箇所で聞こえた 大川征治・香  八王子0F 

486 ミヤマホオジロ 2009/1/2 １ 羽
± 

多摩川右岸昭和用水堰
上流河原 

河原を歩いて行くと地上から１羽小鳥が飛び出してヨシにと
まった。ホオジロの仲間でカシラダカと思って見てみると、ど
うもミヤマホオジロらしい。顔の黄色の部分がうすめである

が形は明らかにミヤマホオジロの顔であった。 

粕谷和夫  拝島6E 

486 ミヤマホオジロ 2009/3/9 ４羽 南高尾・元作業小屋下 ♂2♀2、渓流沿いがけ、（元作業小屋の意味は作業小屋が
解体されて無くなっているためである） 

福本順吉  与瀬9E 

486 ミヤマホオジロ 2009/3/13 ２羽 高尾山６号路琵琶滝上

部左斜面 

クロジと藪の中を移動 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

492 クロジ 2009/1/11 ３羽 南高尾・ふれあい館上 大平林道脇 福本順吉  与瀬9E 

492 クロジ 2009/1/16 ３羽+ 高尾山６号路第一カー
ブ先 

アオジ２+羽と共に藪の中を移動右手の沢側へ移動した 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1F 

492 クロジ 2009/1/19 １羽 高尾山・日影沢林道入
口から約２００ｍ 

日影沢林道入口から約２００ｍの左側ブッシュの中から鳴き
声 

白川司・史子  与瀬9G 

492 クロジ 2009/1/19 ２羽 高尾山日影沢林道・八
王子市管理小屋の左側 

八王子市管理小屋の左側のブッシュの中で採餌しているの
を視認 

白川司・史子  与瀬8F 

492 クロジ 2009/1/19 ２羽 高尾山小仏城山間・紅
葉台西側の林道 

紅葉台西側の林道のブッシュの中の枯れ枝に止まっている
のを視認した。 

白川司・史子  与瀬9F 

492 クロジ 2009/2/1 １羽 北浅川・陵北大橋下流部 枯れたススキの上に出てきた 清水盛通  拝島2B 
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492 クロジ 2009/2/13 ２羽 高尾山日影沢・キャンプ
場の境界付近のポンプ
場から約２００ｍ手前 

ポンプ場から約２００ｍ手前の左側ブッシュの中から鳴き声
が聞えた。 

白川司・史子  与瀬9F 

492 クロジ 2009/2/13 １羽 高尾山６号路入り口先 藪の中尾移動 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1F 

492 クロジ 2009/3/13 ２羽+ 高尾山 6 号路琵琶滝上
部左斜面 

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 2009/4/10 ２羽 板当林道グリーンファン
ドの森入り口近く 

♂♀各 1 羽、林道脇の藪の中を枝移り。 丸山二三夫  与瀬9K 

492 クロジ 2009/4/30 ２羽 「かたくり山」の東側斜
面（多摩御陵に隣接） 

クロジが 2 羽「かたくり山」の東側斜面で見られました。その
他本日確認した鳥は、キビタキ、センダイムシクイ、ヤマガ

ラ、シジュウカラ、イカル、エナガ、アオゲラ、カワセミ、ウグ
イス、イワツバメ、コゲラ、コジュケイ、メジロ、カルガモ、ヒヨ
ドリ、ハシブトガラス などです。この緑地は、多摩御陵に隣
接するいいところです。園内は上り下りがありますが、歩道

は整備されています。 

門口一雄  八王子2J 

501 アトリ 2009/1/3 ２０羽
± 

小津川・元木小学校裏 14 時頃、 元木小学校、裏のケヤキで、 アトリ約２０羽確認しま
した。その後、宝生寺方面に 飛んで行きました。1 月 17 日朝、
８時３０分ごろ、 元木小学校裏の川、１００メートルくらい上流で

アトリ（前回は２０羽くらいでしたが、今日は３０羽くらい）見まし
た。午後１４時過ぎ、もう一度行った時は いませんでした。 

柚木育子  拝島1B 

501 アトリ 2009/1/4 ２羽 久保山公園（宇津木台
小の側） 

2 羽♂♀、アオジ１羽と地面の餌を啄ばんでいた。 浅野恵美子  拝島8C 

501 アトリ 2009/1/17 ３０羽
＋ 

多摩川・多摩大橋下流
約５００ｍ多摩川右岸の
林 

地面で餌を採ったり木にとまったりしながら移動していた。
１，２羽は少し前から見られたが、群れは始めてみました。
他にノスリ、アオゲラ、ベニマシコなど。 

大川征治  立川0C 

501 アトリ 2009/1/17 ３０羽

+ 

多摩川・多摩大橋下流 多摩川右岸の林内を移動 大川征治  立川1C 

501 アトリ 2009/1/19 ５０羽
+ 

高尾山日影沢・キャンプ
場から約１００ｍ手前 

キャンプ場から約１００ｍ手前の日影沢林道沿い上空を群
れで飛んでいるのを２回視認した。 

白川司・史子  与瀬9F 

501 アトリ 2009/2/13 ７羽 小仏城山と一丁平の中

間付近 

小仏城山と一丁平の中間付近で山桜の冬芽？を啄ばんで

いた。  

白川司・史子  与瀬8F 

501 アトリ 2009/2/22 ５羽 日野市神明 2 丁目 日
野中央公園 

11:30 福島孝子  立川1K 

501 アトリ 2009/3/13 ７０羽

+ 

多摩御陵参道入り口付

近 

落ち葉の積もった地上で採餌驚くと一斉に飛び立つ 千葉槇子  八王子3H 

501 アトリ 2009/3/22 ５０羽
+ 

日野市神明 2 丁目 日
野中央公園 

16:30～17：00、買い物に行く途中、カタクリを見に行くと、地
面から一斉に飛び立つ鳥の群れが見えました。双眼鏡はあ
りませんでしたが、採食に夢中でときどき近くに来てくれまし

た。落ち葉をひっくり返し、ときおり飛び立ち、木の芽？を食
べ、また舞い降り、を繰り返していました。買い物から帰って
きてもまだ採食。暗くなってきていたので焦っているのか夢
中で食べていました。ほとんどのオスの羽色は夏羽に変わ

っていて、頭は真っ黒で素敵な装いにかわっていました。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

501 アトリ 2009/4/2 ５０羽
+ 

中野団地遺跡公園 夕方４時５０分、中野山王郵便局で用事を済ませて車道に
出るとけやきの大木に無数のＭ尾の鳥がいた。小さい可愛
い声で賑やかにキョ キョ キョ キョ とか、ときおりカワラヒ

ワより小さい声でチュイーンも聞こえてきた。双眼鏡を持ち
合わせてないので角度を変えて見上げて見た。どきどきしな
がらまさかアトり？ 5 分経たないうちに一斉に飛び立ち旋
回して桜の木に移動を繰り返し。地面に五分咲きのさくらの

小枝をぱらぱらと落としながら静かに賑やかにキョ キョ キ
ョ キョ  採餌していた。桜の木のアトりは３M 上で見られた
ので何頭かの黒い頭、オレンジ色の胸、がはっきり肉眼で
見えました。その後西へ移動したのでさくらの木、目指して

自転車で探しましたが５００M 圏内から消えました。住宅地
にもアトりが出現していて偶然観察できて感動しました。 

井上典子  拝島6A 

503 マヒワ 2009/1/7 ２０羽
± 

高尾山・１号路の金毘羅
台 

１号路の金毘羅台で小休止しているとイカルがやってきた。
直ぐ近くのカエデにとまり、プロペラ状の実を食べ始めた。

近くを一般の登山者が通っても逃げない。最初は５羽であっ
らた、１５羽の群があとからやってきた。メジロもいたが、な
んと近くにマヒワ約２０羽の群もやってきた。 

粕谷和夫他  八王子1F 

503 マヒワ 2009/1/19 ３０羽

+ 

小仏城山山頂から約３０

０ｍの日影沢林道 

小仏城山山頂から約３００ｍの日影沢林道上空を東から西

に群れで飛んでいるのを視認した。 

白川司・史子  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/2/8 ２０羽
+ 

南高尾・作業小屋付近 杉の木 福本順吉  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/2/11 ７０羽

+ 

醍醐林道の真峯嶺橋付

近 

集団で飛び梢に止まる 粕谷和夫  五日市5A 

503 マヒワ 2009/2/11 ２０羽
± 

醍醐林道の和田峠手前 杉林の上を集団で飛び交う 粕谷和夫  与瀬3K 

503 マヒワ 2009/2/13 ２０羽 小仏城山山頂から約 10

０ｍの日影沢林道 

小仏城山山頂がら約 10０ｍの日影沢林道南斜面にある檜

の梢で実を啄ばんでいた。 

白川司・史子  与瀬9E 
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503 マヒワ 2009/2/13 130
羽 

小仏城山山頂から約 10
０ｍの日影沢林道 

檜と杉の梢で実？を啄ばんでいた。  白川司・史子  与瀬8E 

503 マヒワ 2009/2/13 ３０羽 一丁平ともみじ台の中

間付近（大垂水峠への
分岐点） 

一丁平ともみじ台の中間付近（大垂水峠への分岐点）で山

桜の冬芽？を啄ばんでいた。  

白川司・史子  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/3/9 ２５羽
+ 

南高尾・ふれあい館前 杉木立の頂上付近、杉の実を捕食中と隣木への移動 福本順吉  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/3/13 ６０羽
+ 

小仏城山と一丁平の中
間点付近の西側約５０
ｍ 

小仏城山と一丁平の中間点付近の西側約５０ｍの檜林の
方向盛んに囀りが聞えた。中々姿が確認できなかったが、
粘った結果ようやく確認できた。 

白川司・史子  与瀬8E 

503 マヒワ 2009/3/13 ２羽 高尾山６号路大山橋先 混群(ヒガラ、コゲラ、シジュウカラ、ヤマガラ)と水浴び 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

503 マヒワ 2009/3/18 ２０羽
＋ 

高尾山 朝６時頃、高尾山頂でクヌギなど葉のない木の上でにぎや
かな鳴き声が盛んで、ゆっくり観察できた。黄緑の体の色や
縦斑が確認できた。 

山﨑久美子  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/3/20 ３０羽
+ 

高尾山・日影沢林道 スギの梢でにぎやかな声が聞こえ、まもなく林道を横切り沢
の対岸の林へ移動した 

曽 我 允 雄 
千葉槇子 

 与瀬9F 

503 マヒワ 2009/3/20 ２０羽
＋ 

高尾山 朝６時頃、高尾山頂でクヌギなど葉のない木の上でにぎや
かな鳴き声が盛んで、ゆっくり観察できた。黄緑の体の色や

縦斑が確認できた。 

山﨑久美子  与瀬9E 

503 マヒワ 2009/3/31 1０羽
+ 

日野市南平 日本野鳥の会鳥と緑の国際センター WING 構内で、小さな水溜り
のそばのハンノキにマヒワ 10 羽以上が集まって実を食べてい
た。メジロの群のような声のなかにチューイという声が混じる。 

渡 辺 敬 明 、
若狭誠 

 武蔵府中
2J 

503 マヒワ 2009/4/6 150
羽+ 

日影沢林道のポンプ小
屋から約１５０ｍ手前 

日影沢林道のポンプ小屋から約１５０ｍ手前で、左側杉木立の高
い方向から盛んに囀る声が聞えた。暫く様子を見ていたら、数羽
ずつ枝移りしるのが確認できた。その後、一斉に飛び出した。 

白川司・史子  与瀬9F 

503 マヒワ 2009/4/6 ６０羽

+ 

小仏城山山頂から南東

方向に伸びる谷筋 

小仏城山山頂から南東方向に伸びる谷筋の杉木立の中

で、数羽ずつ枝移りするのを確認した。 

白川司・史子  与瀬8F 

503 マヒワ 2009/4/10 多数 板当林道グリーンファン
ドの森入り口近く 

羽数：多数, 千単位で居るように思われる。状況： 前後左
右から無数の声がし、多数が飛び交い、沢筋に降りて水浴
びするものあり。大変にぎやかでした。   

丸山二三夫  与瀬9K 

503 マヒワ 2009/4/10 ５羽+ 高尾山６号路妙音橋付
近 

梢を採餌しながら移動 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1F 

503 マヒワ 2009/4/10 １０羽
+ 

高尾山６号路岩屋大師
付近 

杉の実を採餌しながら移動 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1F 

503 マヒワ 2009/4/11 ９羽 長沼公園 コナラの梢で芽を食べていた。 門口一雄他 2 名 八王子9G 

503 マヒワ 2009/4/11 ２０羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

503 マヒワ 2009/4/12 ２０羽 石橋入緑地（八王子市） 7:01、石橋入緑地を歩いていると鳥の群れが木に止まり、ま
た別の木に移動しているのが見えた。双眼鏡で確認すると

マヒワ 20 羽程度の群れであった。 

浜野建男・知恵子 八王子8F 

512 ベニマシコ 2009/1/11 １羽 北浅川・松枝橋上流 セイタカアワダチソウで採餌 清水盛通  拝島3B 

512 ベニマシコ 2009/1/17 １羽 多摩川・多摩大橋下流  大川征治  立川0C 

512 ベニマシコ 2009/2/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 草（イノコズチ）の実（種）を啄ばむ 粕谷和夫  拝島6E 

512 ベニマシコ 2009/2/8 ２羽 多摩川・浅川合流付近 合流付近のブッシュ 柚木鎮夫・育子 武蔵府中
4K 

512 ベニマシコ 2009/2/22 ２羽 北浅川・左岸、松枝橋下
流側排水路沿い 

オス・メス各１羽。ヒメムカシヨモギのような背の高い草の上
にとまり、実を食べていた。 

山浦秀雄  拝島4B 

512 ベニマシコ 2009/2/22 １羽 浅川・一番橋 15:30、ベニマシコ♂１羽、 コガモ２羽、 ヒドリガモ１羽 福島孝子  武蔵府中
1J 

512 ベニマシコ 2009/3/8 ３羽 北淺川・松枝橋上流 セイタカアワダチソウで採餌 清水盛通  拝島3B 

512 ベニマシコ 2009/3/15 １羽 浅川の長沼橋上流左岸

の湿地周囲 

12 時半頃、枯れ草の穂から穂へ移動していた 玉手道雄・しのぶ 八王子9H 

512 ベニマシコ 2009/3/15 ２羽 浅川・長沼橋上流左岸
の土手を隔てた池の縁 

11:00 から 10 分程度、オス１羽、メス 1 羽、池の縁に生える
草の残り少ない実を食べていました。大声でしゃべりながら
近付く集団に気づいてか北西に瞬間に消え去る。観察者：

岡本昭男、その他カメラマン 1 名- 

岡本昭男  八王子9H 

512 ベニマシコ 2009/3/15 １羽 多摩川・昭和堰下流右
岸 

右岸の藪の中や上部を行動 倉本・古山・宮越（多
摩川滝山下定期C) 

拝島6E 

512 ベニマシコ 2009/3/15 １羽 とぶき育成園西２００ｍ

（戸吹緑地保全地域） 

12:30 頃、山道脇のヤブに真っ赤なベニマシコ♂がいた。 若狭誠  拝島3E 

514 ウソ 2009/1/11 ３羽 南高尾・作業小屋上大平林道  福本順吉  与瀬9E 

514 ウソ 2009/2/8 ２羽 南高尾・作業小屋上大平林道  福本順吉  与瀬9E 

514 ウソ 2009/2/11 ５羽 醍醐林道の和田峠手前 サクラの蕾を啄ばむ 粕谷和夫  与瀬3K 

514 ウソ 2009/2/11 ３羽 長沼公園 公園中央のシデの木の梢でシデの実？を食べていた。 門口一雄他 2 名 八王子9F 

514 ウソ 2009/2/13 ８羽 小仏城山山頂から約 10
０ｍの日影沢林道 

山桜の冬芽？を啄ばんでいた。 白川司・史子  与瀬8E 

514 ウソ 2009/2/13 ５羽 高尾山６号路大山橋右

手 

樹木上部を移動採餌♀３、♂２確認 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

514 ウソ 2009/3/9 ２羽 南高尾・元作業小屋上 ♂1♀1、小屋上にある木で実を捕食中、（元作業小屋の意
味は作業小屋が解体されて無くなっているためである） 

福本順吉  与瀬9E 
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514 ウソ 2009/3/15 ３羽 日野市平山 6 丁目京王
緑地 

14:00 頃から15:30 頃まで観察し、以後帰宅。オス１羽、メス 2
羽、雌雄ともに高い桜の木の天辺に近い花芽を啄んでいた
が、雌だけは背の低いリョウブの実をしばしば啄みに来ては

オスの鳴き声でまた舞い戻っていた。観察者：岡本昭男、日
野愛鳥会会員 2 名、その他カメラマン 1、 

岡本昭男  武蔵府OG 

514 ウソ 2009/3/29 ５羽 池の沢（館緑地保全地
域） 

コナラの新芽を啄ばむ 池の沢に蛍を増や
す会探鳥会支援 

八王子3E 

         

２．初認        

188 コチドリ 2009/2/14 ３羽 多摩川・昭和堰下流の

川原 

昭和堰下流の川原を行動。時期的には早い初認となりアイ

リングも細めだったが，脚や嘴の比率，飛翔時の白帯がほ
とんどないことからイカルチドリではないと判断。同日は快
晴で２月としては記録的な暖かさを記録。 

倉 本 ・ 宮 越

（多摩川滝山
下定期 C) 

 拝島6E 

188 コチドリ 2009/3/15 １羽 浅川・あったかホール前

の中州 

8:45、今期初認。中州の水際を歩く。 佐藤哲郎  八王子8J 

188 コチドリ 2009/3/28 １羽 浅川左岸・長沼橋上流
側の河原 

眼の周りの鮮やかな黄色のコチドリが浅川に帰ってきた カワセミ会ジュニア
クラブ観察会 

八王子9H 

366 ツバメ 2009/3/9 １羽 柴田隆行自宅 片倉町 自宅付近でツバメがピチクチュ言いながら飛んでいました。  柴田隆行  八王子7F 

366 ツバメ 2009/3/11 ２羽 浅川・高幡橋上流右岸 15:00、上流から橋を越え下流に、長い燕尾と白い腹部をし
なやかに    反転させながら素早く飛び去りました。 

渡辺敬明  武蔵府中
2K 

366 ツバメ 2009/3/15 ２羽 北浅川・陵北大橋下流
沈下橋下流左岸 

ツバメ 初認、夕闇迫る中、空中で捕食を繰り返していまし
た。 

竹内開  拝島2B 

366 ツバメ 2009/3/21 １羽 日野市神明 3 丁目 交
差点 

9：00、1 年ぶりにツバメのおしゃべりを聞きました。やっと、こ
の辺にも来てくれました。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

366 ツバメ 2009/3/25 １羽 八王子市千人町２丁目 朝６：１０にツバメ１羽を千人町２丁目で確認しました。自宅
周辺での今期初認です。 

山下弘文  八王子5J 

369 イワツバメ 2009/3/1 ２羽 浅川・一番橋橋下 今年の初認。一番橋橋下の営巣地に出入りしていた。 門口一雄他 8 名 武蔵府中1J 

369 イワツバメ 2009/3/5 ３羽 京王線高尾駅 本日、イワツバメが３羽飛んでいるのを京王線高尾駅のホ
ームから見ました。 

神山和夫  八王子2G 

369 イワツバメ 2009/3/15 １羽 浅川・大和田橋下流側 9:05、今期初認。上空を単独で飛翔。 佐藤哲郎  八王子8J 

369 イワツバメ 2009/3/19 ８羽 浅川・一番橋 19 日木曜日の夕方、一番橋をバスで渡ったとき、イワツバメ
が 8 羽ほど旋回していましたが、ずいぶん前から飛んでいた
のでしょうか？ 

福島孝子  武蔵府中
1J 

369 イワツバメ 2009/3/22 ８羽 峯尾真澄自宅（暁町） １０時頃、自宅上空、小雨の中 上空を旋回しながら北方向

にとんでいきました。 

峯尾真澄  八王子6K 

396 ミソサザイ 2009/3/13 声 蓮生寺公園 先週あたりから、ウグイスのさえずりが聞こえてくるようになった
ので、今日の朝（３月１３日)蓮生寺公園へ IC レコーダーを持って
出かけてみると、ミソサザイのさえずりを聞くことができました。 

登坂久雄  武蔵府中
1D 

420 クロツグミ 2009/4/23 声 八王子市立上川口小裏
の谷戸 

谷戸田の奥でよくさえずっていました。他にモズ 2 羽（ペア
ー）が警戒音を出していた（近くに巣があるかも知れない） 

粕谷和夫  拝島0E 

431 ヤブサメ 2009/4/14 ３羽 高尾山・蛇滝林道入り
口 10m 付近 

沢側で声 中村后子他
5 名 

 八王子0G 

432 ウグイス 2009/2/15 声 多摩御陵入り口付近 囀りを聞いた  今季初  千葉槇子  八王子3H 

432 ウグイス 2009/2/21 声 高幡台団地緑地 今日裏山で鶯の囀りを聞きました。まだ短いホケキョだけで
したが、今期初。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

432 ウグイス 2009/3/9 ４羽 南高尾・大平林道 さえずりの初認 福本順吉  与瀬9E 

440 オオヨシキリ 2009/5/15 １羽 高月水田秋川土手 オオヨシキリが鳴いているのを確認しました。今期初認です。 今野美代子  拝島6F 

450 センダイムシ
クイ 

2009/4/10 1 羽 板当林道グリーンファン
ドの森入り口近く 

久しぶりの声に一瞬？？ 10ｍほどのところに姿を現し、さ
えずってくれました。 

丸山二三夫  与瀬9K 

450 センダイムシ

クイ 

2009/4/18 １羽 片倉城址公園  初認、朝 8 時頃 よく鳴いていました。（前日午後は居ません

でした。）他に マヒワ 数十羽の群 コナラの芽を食べてい
た。アカハラ２ 、シメ５ もいました。 

門口一雄  八王子7G 

450 センダイムシ
クイ 

2009/4/18 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸林内 

木々の間を移動しながら囀っていた。 倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

450 センダイムシ
クイ 

2009/4/19 声 八王子市城山手 自宅庭で、北の裏山から聞こえてきました。自宅でセンダイ
ムシクイの声を聞いたのは初めてです。 

竹内開  八王子2J 

453 セッカ 2009/5/15 １羽 高月水田秋川土手 10 時頃、こちらも今期初認です。また、高月水田では泥を採
る成鳥に混じって、巣立ったツバメの幼鳥が見られました。 

今野美代子  拝島6F 

456 キビタキ 2009/4/14 １羽 高尾山・蛇滝の階段付近 階段を登り 10m 付近で声 中村后子他 5 名 八王子0F 

459 オオルリ 2009/4/18 １羽 小山農園近くの沢奥（八
王子市小津町） 

小山農園近くの沢奥から囀り，夏鳥シーズン初認 清水盛通  五日市8B 

459 オオルリ 2009/4/19 声 八王子市城山手 自宅庭で、西の裏山から聞こえてきました。 竹内開  八王子2J 

         

３．猛禽        

128 ミサゴ 2009/3/11 １羽 浅川・平山橋 ８時頃、下流側から上流川へ飛翔 山崎悠一・久美子 武蔵府中
0H 

129 ハチクマ 2009/4/18 ２羽 小山農園近く八王子市
小津町） 

小山農園近くの尾根上空、ハチクマ２羽とノスリ２羽が同時
に上空を旋回し、ハチクマ１羽は南東方向に飛び去る 

清水盛通  五日市8B 

130 トビ 2009/3/11 ２羽 長沼公園 ペアでしょうか 2 羽で再三上空を飛び回った。 門口一雄他 3 名 八王子9G 
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133 オオタカ 2009/1/11 １羽 三入農場付近 低空から、羽ばたきを続けて上昇していった 山浦秀雄、門倉美登利 拝島4A 

133 オオタカ 2009/1/11 １羽 北浅川・陵北大橋下 宝生寺アンテナに滞留 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

133 オオタカ 2009/1/11 ２羽 北浅川・恩方小付近 恩方小上空を旋回飛翔。ペアリング行動と思われる。 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

133 オオタカ 2009/1/17 １羽 多摩川・昭和堰～水管
橋の間 

若鳥と思われる個体が，右岸の林を獲物を探巣様な行動を
しながら移動 

倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

133 オオタカ 2009/2/1 １羽 北浅川・陵北大橋下流部 帆翔 清水盛通  拝島2B 

133 オオタカ 2009/2/1 １羽 北 浅 川 ・ 元 木 橋 上 流
50m 付近右岸 

左岸木立の中に滞留。しばらくして下流方向に飛翔 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

133 オオタカ 2009/2/8 １羽 多摩川・浅川合流付近 河原の東側立木、若鳥 柚木鎮夫・育子 武蔵府中4K 

133 オオタカ 2009/2/14 １羽 多摩川・昭和堰下上空 多摩川昭和堰下上空を旋回 倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

133 オオタカ 2009/2/19 １羽 上川口小付近 丘陵の稜線を飛翔 粕谷和夫  拝島0E 

133 オオタカ 2009/3/1 １羽 浅川・一番橋下流 100m

付近 

草地と川の境目を地上1m 位の低空を、下流から上流に向って飛

ぶ。一番橋をくぐり左岸の立木に止まったが間もなく飛び去る。 

門口一雄他

8 名 

 武蔵府中

1J 

133 オオタカ 2009/3/7 ２羽 北 浅 川 ・ 元 木 橋 上 流
100m 付近右岸 

左岸別々の木の枝に♂１♀1 が滞留。番と思われる。 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

133 オオタカ 2009/3/7 ２羽 恩方小付近 いつも見られるドバトの群れを追いかける。 北浅川・大沢橋陵

北大橋定期 C 

八王子0K 

133 オオタカ 2009/3/8 １羽 北浅川・陵北大橋下流部 攻撃・羽ばたき移動 清水盛通  拝島2B 

133 オオタカ 2009/3/15 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸上空 

多摩川滝山城跡下右岸上空を移動． 倉本・古山・宮越（多
摩川滝山下定期C) 

拝島6E 

133 オオタカ 2009/4/4 ２羽 北浅川・松竹、圏央道付
近 

上空を旋回飛翔 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

133 オオタカ 2009/4/5 １羽 多摩川・浅川合流付近 堰の下 100m 右岸で狩りに失敗 柚木鎮夫・育子 武蔵府中5K 

133 オオタカ 2009/4/12 １羽 北浅川（松枝住宅付近、

右岸林内） 

木立上部の枝に滞留。しばらくして飛び出したがすぐ近くの木に

また戻る。羽色などから幼鳥と思われる。全員でたっぷり観察。 

カワセミ会月例探

鳥会 

拝島3B 

133 オオタカ 2009/4/19 １羽 八王子みなみの周辺。 営巣木を確認したのみ。 鳥には気づかれる前に退散。以
前から継続繁殖しているので様子見に行くと巣に広葉樹青
葉がしかれていた。 繁殖するものと思われる。 

峯尾雄太  八王子7F 

133 オオタカ 2009/4/19 １羽 浅川・浅川大橋上流 上空を旋回 定期ＣＴ（鶴巻橋～大
和田橋、若狭誠他） 

八王子7K 

133 オオタカ 2009/5/14 １羽 南高尾・大平林道入り口 上空 福本順吉  与瀬9E 

133 オオタカ 2009/6/6 １羽 浅川の市役所付近 探鳥会開始直後、1 羽のオオタカが右岸側から左岸上流側

に飛ぶ。探鳥会（若狭誠、白川司、白川史子、氷渡とし子） 

探鳥会 八王子5K 

133 オオタカ 2009/6/7 １羽 恩方小付近 恩方小上空を旋回飛翔。ツバメがモビング行動。 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

133 オオタカ 2009/6/20 １羽 多摩川・滝山城跡下右

岸 

シジュウカラの声のする林から現われ，南西方向に飛び去

った。 

宮越・柚木（多摩川

滝山下定期 C) 

拝島6E 

133 オオタカ 2009/6/26 １羽 宇津貫丘陵 幼鳥 粕谷和夫他  八王子6F 

135 ツミ 2009/1/3 １羽 ヒヨドリ山１６号バイパス寄り クヌギの木に雄１羽がツグミと一緒にとまっていた 大川征治  拝島8A 

135 ツミ 2009/1/11 １羽 北浅川・松枝住宅 飛行 清水盛通  拝島3B 

135 ツミ 2009/1/29 １羽 自宅南方鉄塔  大川征治  拝島8A 

135 ツミ 2009/3/7 １羽 黒川清流公園 13 時 30 分頃にキレンジャク３羽を襲ったが失敗。一瞬、欅
の枝に止りすぐに飛び去った。 

岡本昭男  武蔵府中
1K 

135 ツミ 2009/3/7 １羽 恩方小付近 恩方小北側上空でカラスがモビングを仕掛ける。 北浅川・大沢橋陵

北大橋定期 C 

八王子0K 

135 ツミ 2009/4/18 ２羽 京王北野駅周辺 ペア、ペアで鳴き交わし。去年とは♀が入れ替わり若い個体と
番に。２００６年から♀は３羽目。他アカハラ、シメ(桜の葉、花を
食べる)、マヒワ、ガビチョウ、ツバメ、コジュケイ、シジュウカラ、

ヤマガラ、ヒヨドリ、アオゲラ(造巣中)、コゲラ、エナガ、キジ。 

峯尾雄太  八王子8G 

135 ツミ 2009/6/10 １羽 浅川・暁橋付近 ６/４、６/１０と同じ場所の高圧線にツミがとまっていました。暁
橋上流左岸側の天理教教会の敷地にある大きな照葉樹の中
に巣があるかも知れません。 近くにオナガが多くいます。 

若狭誠  八王子7K 

135 ツミ 2009/6/18 ２羽 浅川付近 ♂と♀ 定期ＣＴ（鶴巻橋～大
和田橋、若狭誠他） 

八王子7K 

136 ハイタカ 2009/1/11 １羽 北浅川・陵北大橋下流部 帆翔 清水盛通  拝島2B 

136 ハイタカ 2009/3/8 １羽 北浅川・元八市民センタ

ー付近 

攻撃・羽ばたき移動 清水盛通  拝島3B 

136 ハイタカ 2009/3/15 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸上空 

多摩川滝山城跡下右岸上空を旋回．角張った尾羽や細め
の胸部が確認できた． 

倉本・古山・宮越（多
摩川滝山下定期C) 

拝島6E 

139 ノスリ 2009/1/11 １羽 谷地川  冬鳥一斉調査 立川1C 

139 ノスリ 2009/1/11 １羽 恩方小付近 恩方小裏山の杉の木に滞留 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

139 ノスリ 2009/1/12 １羽 日野市百草、多摩川と
浅川の合流点 

10:30 頃から 11:00 頃まで観察し、その後帰宅。冬鳥調査の翌々
日にハヤブサをじっくりと見たくて出掛けたが見当たらなかった。

その代わりではあないがノスリが芦原の方向から飛んできた。し
ばらくの間、上空でカラスに絡まれては体をかわしていたがその
うちにどんどんと空高く舞い上がりどこかに姿を消した。 

岡 本 昭 男 、
岡本昭子 

 武蔵府中
5J 
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135 ノスリ 2009/1/16 １羽 高尾山・不動院奥スギ
の木 

ハシブトガラスとモビング後スギの木にとまる。参加者全員
ゆっくり観察 

琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1F 

139 ノスリ 2009/1/27 １羽 小宮公園 幼鳥、木にとまりえさを探し時々地面に降りる。２８日にはえ

さを食べるのも見られた。 

大川征治  拝島7A 

139 ノスリ 2009/2/1 ３羽 北浅川・松竹、圏央道付
近 

圏央道上空に３羽同時に現れ、うち２羽は接近飛翔。 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

139 ノスリ 2009/2/8 １羽 多摩川・浅川合流付近 河原の上空 柚木鎮夫・育子 武蔵府中

4K 

139 ノスリ 2009/2/14 １羽 滝山丘陵上空 滝山丘陵上空を旋回 倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

139 ノスリ 2009/3/7 １羽 恩方小付近 恩方小上空で２羽がもつれ合うように飛び交う。ディスプレイ

フライト？ 

北浅川・大沢橋陵

北大橋定期 C 

八王子0K 

139 ノスリ 2009/3/13 １羽 小宮公園 木道を歩いているとすぐ近くの枝にノスリが止まって地上を覗っ
ている。写真を撮っていると地上に降り、しばらくガサゴソやった
あと、別の方に飛び去った。 狩りが成功したかどうかは不明。 

浜野建男  拝島7A 

139 ノスリ 2009/3/13 ２羽 高尾山ビアマウント右手
上空 

旋回して西へ 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0F 

139 ノスリ 2009/3/15 １羽 北浅川・陵北大橋下流
沈下橋下流左岸 

悠然と空を舞っていましたが良く見ると、風切は欠損があり
尾羽はオロボロ、こんなにボロボロのノスリは見たことありま

せんでした。 

竹内開  拝島2B 

139 ノスリ 2009/3/15 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸上空 

多摩川滝山城跡下上空を旋回． 倉本・古山・宮越（多
摩川滝山下定期C) 

拝島6E 

139 ノスリ 2009/3/22 １羽 小宮公園 若鳥でネズミなどを捕り暫く滞在した。 大川征治  拝島7A 

139 ノスリ 2009/4/4 ２羽 北浅川・松竹、圏央道付
近 

上空を旋回飛翔 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

139 ノスリ 2009/5/9 １羽 北浅川・松竹、圏央道付
近 

上空を旋回飛翔 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

八王子0K 

139 ノスリ 2009/6/7 ２羽 北浅川・福祉園脇 川原宿北 500ｍ付近を旋回飛翔。求愛行動？ 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

151 ハヤブサ 2009/1/10 ２羽 日野市百草、多摩川に
架かる府中四谷橋の橋

塔 

10:30 頃から 11:00 頃まで観察し、その後帰宅。オス１羽、メ
ス１羽、雌雄が別々の橋塔の上に止まっていて河原などを

首だけを回しながら獲物を狙っていた。 

岡 本 昭 男 、
岡本昭子 

 武蔵府中
5J 

151 ハヤブサ 2009/2/14 １羽 多摩川・滝山下水管橋
⇒昭和堰 

水管橋にしばらくとまった後上流に移動，その後昭和堰近く
の木にとまっていた。 

倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

151 ハヤブサ 2009/2/28 １羽 明神町（電波塔） エコ広場から見える大きなアンテナ（電波塔）の一番上にハ

ヤブサが 1 羽と止まっていた。 

カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子8J 

151 ハヤブサ 2009/3/28 １羽 明神町（電波塔） エコ広場から見える大きなアンテナ（電波塔）の一番上にハ
ヤブサが 1 羽と止まっていた。 

粕谷和夫  八王子8J 

156 チョウゲンボウ 2009/1/11 １羽 浅川・新浅川橋下流側 新浅川橋下流側 右岸→左岸へ横切る 佐藤哲郎他 5 名 八王子8J 

156 チョウゲンボウ 2009/2/1 １羽 浅川・日野市民プール付近 日野市民プール付近の右岸上空で旋回 2 回。 門口一雄他11 名 武蔵府中2K 

156 チョウゲンボウ 2009/2/8 １羽 多摩川・浅川合流付近 堰の上空 柚木鎮夫・育子 武蔵府中5K 

156 チョウゲンボウ 2009/2/11 １羽 長沼公園 公園入口上空に現れ、カラスに追われて南西方向に飛び去る。 門口一雄他 2 名 八王子9G 

156 チョウゲンボウ 2009/2/28 １羽 浅川左岸・中央線鉄橋

下流側堤防近く 

ケヤキのような大きな木のテッペンにとまるチョウゲンボウ

を見ることができた。 

カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子9H 

156 チョウゲンボウ 2009/3/1 １羽 浅川・ふれあい橋下流
200ｍ付近 

ふれあい橋下流 200ｍ付近の上空を飛翔し、日野駅の方向
に飛び去る。 

門口一雄他
8 名 

 武蔵府中
1K 

156 チョウゲンボウ 2009/3/15 ２羽 城山川・しんどうばし上

流右岸から城山川 しん
どうばし上流右岸からち
ょっと離れた上空 

13:48、共立学園の上あたりを上昇気流に乗り、旋回してい

た 

浜野建男・知

恵子 

 八王子3J 

156 チョウゲンボウ 2009/3/15 １羽 浅川・長沼橋南詰 10:30 頃、 長沼橋下流側より飛来し、北野駅方面へ飛び去

る。 

佐藤哲郎  八王子9G 

156 チョウゲンボウ 2009/3/29 １羽 三入農場付近 アマチュア無線のアンテナ上にじっと止まっており、目を離し
たすきに、居なくなってしまった。 

山 浦 秀 雄 、
山下弘文 

 拝島4A 

156 チョウゲンボウ 2009/4/3 1 羽 高月水田 田んぼの上空に現れて 2 羽のハクセキレイに追われる 粕谷和夫  拝島6F 

156 チョウゲンボウ 2009/4/19 １羽 浅川・山田川合流付近
の水管橋 

8:30、右岸上空を旋回後左岸方向へ飛ぶ。時折り細かく羽
ばたく。 

佐藤哲郎  八王子8H 

156 チョウゲンボウ 2009/5/5 １羽 北浅川・松枝橋上流 セグロセキレイのニューファミリーに突っ込むが失敗 清水盛通  拝島4B 

156 チョウゲンボウ 2009/5/16 １羽 浅川・中央線鉄橋西側 8:30 頃、下流側より飛来。西東京生コン上空を通過し、西側

の高圧線鉄塔上部にとまる。 

佐藤哲郎  八王子8H 

156 チョウゲンボウ 2009/6/1 １羽 JR 八王子駅南口上空 17 時 30 分頃、ヒメアマツバメ約 10 羽、イワツバメ約 30 羽が
彼らの巣のある駅上空を飛び交っているところにチョウゲン
ボウ１羽が現れて 3 種同時飛翔となったが、相互の追尾飛

翔は観察されなかった。 

粕谷和夫  八王子7J 

156 チョウゲンボウ 2009/6/14 １羽 ＪＲ八王子駅北口広場
上空 

ホバーリングを繰り返し、その後東急スクエアビル屋上方向
に消える 

粕谷和夫  八王子7J 

333 アオバズク 2009/5/20 声 山下弘文自宅（長房町５

４番） 

２０日 pm22:10 と２１日 am3:15 の２回長房の自宅裏にアオバ

ズクが来訪し、数回ずつ鳴いていました。今シーズン初飛来
です。先週の１５日の夜から朝まで福本さん、山浦さんと高
尾山を回りましたが、その時には聞けておらず、初認です。  

山下弘文  八王子4J 
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333 アオバズク 2009/6/2 声 峯尾真澄自宅（暁町）付
近 

自宅北側１００ｍの高いモミの木で８時３０分頃からアオバ
ズクが鳴き始めて、今も鳴いています。  

峯尾良雄・眞澄 八王子6K 

333 アオバズク 2009/6/4 １羽 中野上町西 1 丁目、山

田の森 

19 時 35 分、山田の森 〔市役所通りの先、秋川街道から５０

０m 先の右側のこんもり繁った森、清水川湧水地の傍〕、
6/2、19 時ごろ山田の森の南側でホッホーホッホー、８声聞
こえてきましたが姿は確認できませんでした。昨夜１９時３５
分、森の北側から声が聞こえてきました。探してるうちに移

動した近くの住宅のアンテナで声と姿を確認しました。 

井上典子他

1 名 

 拝島6A 

333 アオバズク 2009/6/27 声 川口川・駒形橋付近 21：20、少し遠くから声が聞こえてきた 粕谷和夫  拝島3C 

334 フクロウ 2009/2/8 声 蓮生寺公園 午前４時頃、寝床の中で、ホッ、ホッというフクロウの声が聞こえ
ました。５時少し前に着替えてＩＣレコーダーを持って自宅の向

かい側の蓮生寺公園に行ってフクロウの声を録音してみまし
た。ホッホッ、ゴロスケホッホッの鳴き声の間隔は約４５秒から６
０秒、ホッホッとゴロスケホッホッの間隔は約５秒ほどです。 

登坂久雄  武蔵府中
1D 

334 フクロウ 2009/3/14 １羽 竹内開自宅（八王子市

城山手） 

フクロウ(声)、午前４時３０分、トラツグミの声は無く今朝のモ

ーニングコールはフクロウでした。まだ闇深く冷え込みで霜
が下り始めていました。 

竹内開  八王子3J 

334 フクロウ 2009/4/8 1 羽 八王子市別所の蓮生寺
公園 

午前６時八王子市別所の蓮生寺公園でフクロウを目撃しま
した。公園内の道を歩いていると、黒っぽいものが１０ｍくら

い前方を目の高さくらいの位置をフワーッと横切り、林の中
に消えました。近くに止まったような感じだったので、林の中
を覗き込むと木の枝にフクロウが止まっていましたが、目が
あった瞬間に再び飛び立ってしまいました。 

登坂久雄  武蔵府中
１D 

334 フクロウ 2009/6/23 声 松竹神社 19:25 蛍の調査に来て声を聞く。聞こえてきた方向は北の方で少し遠
くから小さなこえが聞こえてきたもので、松竹神社境内ではない。 

粕谷和夫  八王子0K 

334 フクロウ 2009/6/27 声 川口川・唐犬橋付近 21：30、少し遠くから声が聞こえてきた 粕谷和夫  拝島3C 

         

４．シギ・チドリ       

228 クサシギ 2009/1/7 １羽 北浅川・陵北大橋上流
100m 付近 

川の中を飛んで移動したり、採餌行動 丸山二三夫  拝島1B 

228 クサシギ 2009/1/11 １羽 北浅川・東京天使病院 採餌 清水盛通  拝島2B 

228 クサシギ 2009/1/11 １羽 北浅川・松枝橋上流 採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2009/1/11 ２羽 北浅川・松枝住宅 採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2009/1/11 １羽 北浅川・松枝橋右岸下

流２００ｍ位 

採餌 山 浦 秀 雄 、

門倉美登利 

 拝島4B 

228 クサシギ 2009/1/11 １羽 北 浅 川 ・ 元 木 橋 上 流
50m 付近右岸 

川の中で採餌行動 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

228 クサシギ 2009/2/1 １羽 北淺川・松枝橋上流 採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2009/2/1 １羽 北浅川・松枝住宅 採餌 清水盛通  拝島3B 

228 クサシギ 2009/2/1 １羽 北 浅 川 ・ 元 木 橋 下 流
150m 付近右岸 

川の中で採餌行動 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

228 クサシギ 2009/3/7 １羽 北浅川・陵北大橋上流

100m 付近 

川べりで採餌。しばらくしてから下流側へ飛翔。 北浅川・大沢橋陵

北大橋定期 C 

拝島1B 

228 クサシギ 2009/3/8 １羽 北淺川・松枝橋上流 採餌 清水盛通  拝島4B 

229 タカブシギ 2009/5/2 １羽 浅川・滝合橋上流側２０
０ｍ 

８時、滝合橋上流側２００ｍにタカブシギが１羽餌を探して食べ
ていた。 近くにキアシシギがいたので、通りすがりと感じた。 

山崎悠一・久
美子 

 武蔵府中
0H 

231 キアシシギ 2009/5/2 ４羽 川口川・中野橋近く ６時４０分頃、１羽の右足に緑のフラップが付いていました。 
⇒（５月２日に報告しました中野橋近くで見たみどりのフラッ
グ付のキアシシギはオーストラリア クイーンズランドで放鳥
されたと山階鳥類研究所より 返事がありました。）  

峯尾良雄・眞
澄 

 八王子6K 

231 キアシシギ 2009/5/16 ５羽 浅 川 ・ 新 浅 川 橋 下 流
100m（２羽）、八高線鉄
橋下流50m（１羽）、八高
線鉄橋上流 100m（２羽）  

8:45～9:15 頃、３ヶ所で計５羽。いずれも浅瀬を移動し採餌。 佐藤哲郎  八王子8J 

231 キアシシギ 2009/5/25 ２羽 浅 川  水 道 管 橋 上 流
50m（１羽）、大和田橋下
流 50m（１羽） 

11:50-12:15、浅川 水道管橋上流 50m（１羽）、大和田橋下
流 50m（１羽） 八王子７Ｋ、八王子８J、水際の石の上に片
足でずっと立っていた（水道管橋上流）  河原を上流方向
に歩いていた（大和田橋下流） 

浜野建男  八王子7K 

242 ヤマシギ 2009/2/21 １羽 宇津貫の熊野神社と福
昌寺の間の林 

雑木林から飛び出し 粕谷和夫他  八王子6E 

244 タシギ 2009/2/19 １羽 浅川・鶴巻橋下流 広い川原の枯れ草のなかにタシギがいた。枯れ草から別の
枯れ草に移動した。水辺にいると思っていたタシギが乾燥し

た川原にいたのは意外でした。 

定期ＣＴ（鶴巻橋～
大和田橋、若狭誠

他） 

八王子5K 

244 タシギ 2009/4/3 1 羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 足元から飛び立つ 粕谷和夫  拝島6E 

318 ジュウイチ 2009/5/11 声 高幡台団地緑地 ウグイスとガビチョウの声だけしかない裏山を歩いている
と、突然「ジュウイチ！」というかわいい声が聞こえてきまし

た。どうやらすぐ近くらしいのですが、緑が深くてその姿を見
ることはできませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

         

５．托卵鳥        
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318 ジュウイチ 2009/5/19 声 峯尾自宅（暁町） 朝６時～７時、暁町の自宅の庭にて、鳴声だけですが ひよ
どり山方面より３回 聞こえてきました。渡りでしょうね。 

峯尾真澄  八王子6K 

321 ツツドリ 2009/4/14 １羽 高尾山・４号路、いろは

の森合流付近 

初認 中村后子他

5 名 

 与瀬9E 

321 ツツドリ 2009/4/15 声 大垂水・大平林道他 晴れ、１８℃～21℃、８：２０～１１：００、ツツドリは林道上尾
根の枯れ木の枝で鳴いていた。その他の鳥種：トビ、ノスリ、
アオゲラ、アカゲラ、コゲラ、キセキレイ、ヒヨドリ、ウグイス、

ヒガラ、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、イカル、シメ、カケス、ハシブトカラス、ガビチョウ。 

福本順吉  与瀬8E 

321 ツツドリ 2009/5/1 １羽 山下弘文自宅（長房町
54 番） 

自宅の西方向から二声 am6:08 山下弘文  八王子4J 

321 ツツドリ 2009/5/6 １羽 北浅川支流、小津川と
山入川合流部の紙谷橋
付近 

ツツドリを確認しました。小雨のせいか、小さな声でポ
ポ。。。ポポ。。。と数回鳴きました。通常の声のリズムと違う
ので、別の鳥かと思いました。鳴かなかったら、気がつきま
せんでした。姿を見るため、もう一度、双眼鏡を手に、昼食

後雨の中行き、見ることができました。 

柚木育子  拝島1B 

321 ツツドリ 2009/5/9 １羽 八王子城跡御主殿跡 声を聞く 若狭誠  八王子0H 

321 ツツドリ 2009/5/11 １羽 日影沢林道の車止めか
ら約２００ｍ入った付近 

日影沢林道の車止めから約２００ｍ入った付近で、南西方
向から鳴き声が聞えた。 

白川司  与瀬8F 

321 ツツドリ 2009/5/12 １羽 八王子城跡天守閣跡 声を聞く 八王子城跡ＣＴ（若
狭誠他） 

八王子0H 

321 ツツドリ 2009/5/12 １羽 八王子城跡本丸跡下 声を聞く 八王子0H 

321 ツツドリ 2009/5/14 １羽 南高尾・ふれあい館上 尾根 福本順吉  与瀬9E 

321 ツツドリ 2009/5/14 １羽 南高尾・一丁平方向の尾根 尾根 福本順吉  与瀬9E 

321 ツツドリ 2009/5/16 ２羽 高尾山・ 蛇滝の沢の最
奥 

早朝、夜から早朝の高尾山ウオッチングを福本、山浦両氏
と実施した時の記録です。当日は夜の鳥はフクロウ２羽の
みで、あとはムササビだけ、朝では他にオオルリ、キビタキ、
サンコウチョウ、センダイムシクイ、アオバとなどが居まし

た。ホトトギスは不在。 

山下弘文  八王子0F 

321 ツツドリ 2009/6/12 １羽 南高尾・大平林道南側尾根 尾根付近 福本順吉  与瀬9E 

321 ツツドリ 2009/6/13 声 高尾山・いろはの道と１
号路出会いの所 

頭上で鳴いてくれた。 粕谷和夫  与瀬9E 

322 ホトトギス 2009/5/12 声 高幡台団地緑地 今日出がけに路上でホトトギスの声を聞きました。それが団
地の中なのか裏山からなのかわからなかったので、あるい
は空耳かもしれないと思っていたら、出会った友人の何人か
がやはりホトトギスの声をきいたそうです。どうやら裏山から

だったようです。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2009/5/23 声 絹ヶ丘１丁目の山崎自
宅 

19:15、我が家への訪問者を玄関の外まで送って出た時に聞い
た。その後5/24 から毎朝４時頃に長沼公園方向から聞こえる。 

山崎悠一・久
美子 

 八王子9G 

322 ホトトギス 2009/5/23 １羽 山﨑悠一自宅 訪問者を現簡素とまで送って出た時に鳴き声を聞いた。そ

の後５／２４から５／２８まで毎朝４時頃に長沼公園方向か
ら名小声が聞こえる。 

山﨑悠一・山

﨑久美子 

 八王子9G 

322 ホトトギス 2009/5/24 声 八王子市下恩方町 今期初認、声のみ、早朝、前の山から聞こえてきました。 清水盛通  拝島0A 

322 ホトトギス 2009/5/25 声 粕谷（天神町自宅） 20 時 35 分頃、風呂に入っていると外からホトトギスの声が

聞こえてきました。鳴きながらの夜間飛翔のようで通り過ぎ
た後は声を聞けませんでした。 

粕谷和夫  八王子6J 

322 ホトトギス 2009/5/25 声 多摩川・滝ヶ原運動場
水道橋付近 

11 時頃 声のみ、今期初認です。５．６回聞こえました。 今野美代子  拝島6D 

322 ホトトギス 2009/5/26 声 上川口小 18 時30 分頃、職員室の南側山の方からホトトギスの声が何
回か聞こえてきまし た。しばらくすると鳴きながらの飛翔し
ました。 観察者：森 久美 ＋教員１名 

森久美  拝島0E 

322 ホトトギス 2009/5/27 声 山下弘文自宅（長房町５

４番） 

27 日未明オートバイに浅い眠りを醒まされた直後の am2:17

に自宅南側かなり遠くを南西に飛びながらのホトトギスを聞
きました。その後 1 分後にさらに遠くなったところからかすか
に聞こえてきました。今期初認です。 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2009/5/27 １羽 千葉槇子（城山手 2 丁

目）自宅 

町内と隣接する雑木林から声が聞こえた 千葉槇子  八王子3J 

322 ホトトギス 2009/5/27 声 渡辺敬明自宅日野市三
沢（七生丘陵地） 

am4:00、忍び音で 夜明け告げるや 時鳥   鶏鳴  外は霧
雨.........   遠く....近くで、一斉に鳥たちが鳴き始めました。 

渡辺敬明  武蔵府中
3J 

322 ホトトギス 2009/5/27 １羽 佐藤哲郎自宅（絹ケ岡２

丁目） 

4:50～5:00、（声） １羽、早朝１０分間ほど、遠く、近く数回鳴

く。例年より１週間ほど遅い。妻の話では昨日も朝７時前に
鳴いたとのこと。 

佐藤哲郎  八王子9F 

322 ホトトギス 2009/5/27 １羽 八王子城跡御主殿跡 声を聞く 八王子城跡ＣＴ（渡
辺敬明他） 

八王子0H 

322 ホトトギス 2009/5/30 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸 

この地では今季初めて囀りを確認 宮越（多摩川滝山
下定期 C) 

拝島6E 

322 ホトトギス 2009/5/31 １羽 井上典子自宅（中野山王） 夜、９時05 分小雨の中、北西の方角に三声囀りを確認しました。 井上典子  拝島6A 

322 ホトトギス 2009/6/1 声 中村后子自宅（下恩方） 南西方向から 5 月29 日 AM 4：５８頃  3 声鳴きました。自宅

では『初認』です。6 月 1 日  AM５：２８頃  3 声鳴きました。 

中村后子  拝島1A 

322 ホトトギス 2009/6/2 声 峯尾真澄自宅（暁町） 午後８時４５分、２声のみでした。  峯尾良雄・眞澄 八王子6K 

322 ホトトギス 2009/6/3 １羽 山下弘文自宅（長房町５
４番） 

本日(３日）aｍ３：３８自宅（長房町)南側をホトトギスが１羽鳴
きながら通過しました。今期２度目です。 

山下弘文  八王子4J 
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322 ホトトギス 2009/6/3 １羽 山浦秀雄自宅（長房町
79 番） 

私も鳴き声で目を覚ましました。すぐ時計を見たら、３：３８で
したので、同じ個体だと思います。私は、今期初めてです。 

山浦秀雄  八王子4J 

322 ホトトギス 2009/6/3 １羽 福本順吉自宅（高尾町

1532-2）付近 

自宅付近で観察したホトトギスをまとめて報告。 

場所：自宅前金比羅山 ・５月３０日ＰＭ１１時頃３声鳴いたの
を確認。多分通過だと思います。金比羅山では「初認」です。 
同場所：５月３１日ＡＭ４：１６鳴いた。場所：多摩森林学園辺り・
５月３１日４：３０分ごろと８：０４分ごろの 2 回ほど鳴いたので 

同一固体と思われます。 
場所：自宅前金比羅山・６月１日ＰＭ：６：２４分ごろ鳴いた。 
同場所：６月２日ＰＭ６：３０分ごろ鳴いた。 
同場所：６月３日ＡＭ９：３１分ごろ鳴いた。 

山下さんや山浦さんが聞いたものと同一固体かも知れませんね。 

福本順吉  八王子2G 

322 ホトトギス 2009/6/3 １羽 門倉美登利自宅（横川
町） 

私も鳴き声で目を覚ましました。鳴き方が、あまり上手でないの
で、思わず応援してあげたくなり、目が覚めました。時計を見た
ら、６月３日の ３：４０でした。家が、山下さん、山浦さんの家

の、山の北側なので同じ個体でしょうか？ 私は、横川町の自
宅で聞くのは、初めてですので、うれしくなり、報告します。  

門倉美登利  八王子4K 

322 ホトトギス 2009/6/3 １羽 もみじ台への登り口付近 もみじ台への登り口付近西側で最も近くに鳴き声が確認できた。 白川司・史子  与瀬9E 

322 ホトトギス 2009/6/7 １羽 戸吹保全緑地 緑地のあちこちを鳴きながら飛翔 粕谷和夫  拝島2E 

322 ホトトギス 2009/6/7 １羽 北浅川・東京天使病院 鳴き声 清水盛通  拝島2B 

322 ホトトギス 2009/6/7 １羽 北浅川・陵北大橋付近
（グランド脇） 

グランド東側から声、その後南へ鳴きながら移動。 北浅川・大沢橋陵
北大橋定期 C 

拝島1B 

322 ホトトギス 2009/6/7 １羽 恩方小付近 恩方小南側から声。 北浅川・大沢橋陵

北大橋定期 C 

八王子0K 

322 ホトトギス 2009/6/9 声 福本順吉自宅前、金比
羅山 

自宅付近で観察したホトトギス一週間をまとめて報告。 
6 月 3 日、PM4：41・6 月 4 日、PM4:43・6 月 5 日、AM11:17 
6 月 6 日、PM4:41・6 月 7 日、AM4:34・6 月 8 日、ＰＭ5:30 

6 月 9 日、ＡＭ８：３７・ＰＭ６：２１・6 月 10 日、ＡＭ６：１０ 

福本順吉  八王子2G 

322 ホトトギス 2009/6/12 １羽 南高尾・ふれあい館前 杉木立の奥 福本順吉  与瀬9E 

322 ホトトギス 2009/6/12 １羽 南高尾・一丁平分岐点
左尾根付近 

 福本順吉  与瀬9E 

322 ホトトギス 2009/6/13 声 小仏川・駒木野公園付近 鳴きながら飛ぶ 粕谷和夫  八王子1G 

322 ホトトギス 2009/6/13 声 高尾山・蛇滝登山道 鳴きながら飛ぶ 粕谷和夫  八王子0F 

322 ホトトギス 2009/6/15 １羽 自宅 ａｍ３；３５自宅北で声 大川征治  拝島8A 

322 ホトトギス 2009/6/18 声 長房町山下自宅の南側

近く 

１７日 am6:08 南淺川と舟田川の合流点あたりから声 

１８日  am3:51 長房町自宅の南側近間で、１分間ほど鳴き
続けた（多分静止して） 

山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2009/6/18 声 高幡台団地緑地 昼近くと午後の 2 時半を過ぎて再び裏山からホトトギスの声
が聞こえています。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2009/6/18 声 福本順吉自宅前、金比
羅山 

自宅付近で観察したホトトギス一週間をまとめて報告。 
場所：自宅前、金比羅山。 
日付・時間：６月１１日ＰＭ、４：０１ 
       ６月１２日ＰＭ、５：１６ 

       ６月１４日ＡＭ，２：３３・３：４５・４；２１ ３回 
       ６月１６日ＡＭ，４：１３・ 
       ６月１７日ＡＭ，３：４０・ 
       ６月１８日ＡＭ，３：０４・ 

福本順吉  八王子2G 

322 ホトトギス 2009/6/18 １羽 長沼公園 公園南側でヒマラヤスギの木の梢に止まりたいていた。ま
た、再三鳴き声が聞かれた。 

門口一雄他
3 名 

 八王子9F 

322 ホトトギス 2009/6/18 声 今野美代子自宅   八
王子市中野町 

3 時 27 分、声のみ、自宅では今期初認。１回だけ鳴いた。 今野美代子  拝島6B 

322 ホトトギス 2009/6/20 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸の林 

上空を鳴きながら飛行 宮越・柚木（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

322 ホトトギス 2009/6/26 １羽 宇津貫丘陵 ウグイスがさえずり、ホトトギスの声も聞こえてきた。 粕谷和夫他  八王子7F 

         

６．繁殖        

5 カイツブリ 2009/5/19 ２羽 多摩川右岸・多摩大橋
下流側ひょうたん池 

緑地調査のあと多摩川に立寄った。ひょうたん池では１つの
カイツブリの巣が浮いており、2 羽のカイツブリのうち 1 羽は

抱卵中だった。 

若狭誠 繁殖５
② 

立川0C 

5 カイツブリ 2009/6/13 ５ 羽
羽 

多摩川右岸・ひょうたん
池（多摩大橋下流側） 

親 2 小 3 巣があり 大川征治 繁 殖
4② 

立川0C 

45 カワウ 2009/5/22 ３羽 片 倉 の集 いの 森公 園

（2010 年春オープン予
定の公園） 

公園内の調整池縁のミズキに営巣、巣が一つあり、巣中に

親１、ヒナ、巣外に親１。集団営巣にはなってない。 

粕谷和夫他 繁 殖

5① 

八王子6G 

45 カワウ 2009/5/24 ８羽 片 倉 の集 いの 森公 園
（2010 年春オープン予

定の公園） 

8 羽（巣内に成鳥１、ヒナ 3、巣外に成鳥 4） 玉手道雄・し
のぶ 

繁 殖
5① 

八王子6G 
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45 カワウ 2009/6/23 ９羽 片 倉 の集 いの 森公 園
（2010 年春オープン予
定の公園） 

公園内の調整池縁のミズキに営巣、巣が一つあり、巣中と
いうか巣の上と周りに巣立ったと思われるヒナ７羽がいて、
その直ぐ近くに親と思われる個体が２羽（５月 22 日の観察

時は巣中のヒナが１羽しか見えていなかった）。１巣だけで
集団営巣にはなってないが、この家族とは別に数羽のカワ
ウがいた。近くでホオジロのさえずりあり。 

粕谷和夫 繁 殖
5① 

八王子6G 

95 カルガモ 2009/5/16 ９羽 浅川・山田川合流付近 8:40 頃、親１羽、子８羽、ヒナ８羽を引きつれたカルガモが山

田川合流付近のワンドを移動。山田川に入る。（写真をカワ
セミ掲示板に投稿しました。） 

佐藤哲郎 繁 殖

4② 

八王子8H 

95 カルガモ 2009/6/7 １家 片倉城跡公園 カルガモ親子（ヒナ 5 羽）、シジュウカラ、エナガの巣立ち直
後の幼鳥を確認した。 

浜野建男・知
恵子 

繁 殖
4② 

八王子7G 

130 トビ 2009/5/1 ２羽 高月水田 田んぼの上空で 2 羽が急降下など求愛行動と思われる飛翔を
していた。ただトビにしては季節的に遅いような気がする。 

粕谷和夫 繁 殖
4⑤ 

拝島6E 

179 バン 2009/6/25 １家 多摩川右岸・浅川合流
手前、日野クーリンセン

ータ前のワンド 

多摩川の日野市焼却場の東側にある池で今年もバンのヒ
ナが孵りました。ヒナは４羽です。親鳥から餌をもらいなが

ら、元気に泳いでいました。 

福本健 繁 殖
4② 

武蔵府中
4K 

179 バン 2009/6/27 ３羽 浅川左岸・長沼橋上流
側の堤防と用水路に挟
まれは池のような湿地 

親子（親１＋雛２）が観察できた。バンの繁殖である。 カワセミ会ジ
ュニアクラブ
観察会 

繁 殖
4② 

八王子9H 

188 コチドリ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

188 コチドリ 2009/6/10 ２羽 浅川、滝合小学校脇の
河原 

交尾を見た 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4⑤ 

武蔵府中
0G 

188 コチドリ 2009/6/10 １羽 浅川・一番橋上流５００
ｍ 

２個の卵を抱卵中。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
5② 

武蔵府中
1J 

188 コチドリ 2009/6/12 １羽 浅川河川敷大和田橋近
辺 

工事が済んで砂利敷きになった場所に産卵。抱卵中の親鳥
を観察。始め巣にいなかったが、離れた場所に着地して走

って巣に戻り、抱卵を開始した。6/17 に友人がヒナ 1 羽の孵
化を確認したそうです。柵を乗り越え犬や人が入り込んでい
るので、踏まれないか心配。 

今野美代子 繁 殖
5② 

八王子7K 

189 イカルチドリ 2009/5/16 １羽 浅川・中央線鉄橋下流

側 

河原からチドリの声が聞こえてきたので、探してみると巣立ちヒ

ナが１羽、石の河原にいた。近くにイカルチドリ親がいたのでイカ
ルチドリのヒナと思われるが親の餌やりは観察できなかった。 

粕谷和夫他 繁 殖

5⑤ 

八王子9H 

337 ヒメアマツバ
メ 

2009/5/26 ２羽 京王線長沼駅前のガー
ド下 

長沼駅前のガード下の巣にえさを運んでいた。 門口一雄他
3 名 

繁 殖
4① 

八王子9G 

344 カワセミ 2009/5/1 ２羽 多摩川右岸昭和用水堰
上流河原 

ワンド池の土壁で、巣のあると思われる所を行き来してい
た。 

粕谷和夫 繁 殖
5③ 

拝島6E 

344 カワセミ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

親がヒナに魚を渡していた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

344 カワセミ 2009/6/19 ２羽 八王子市北野台 石橋
入緑地の池 

本日、自宅近くの石橋入緑地でカワセミ２羽（一羽は幼鳥と思
われる）を確認しました。数年前にも確認していますが、あまり
大きくない池で営巣し、幼鳥が巣立ったと思われます。池に張
り出した枝に 2 羽がとまり、エサを探している。親と思われる方

がエサを取ると幼鳥の方は親の飛ぶ方についていく。 

浜野建男 繁殖４
② 

八王子8F 

356 セグロセキレ
イ 

2009/5/6 １家 南淺川・南淺川橋下流 巣立ち後の親子 １羽づつの組と親１・子２の組（２００ｍほ
ど離れていたが、多分同一家族） 

山下弘文 繁殖４
② 

八王子3H 

356 
セグロセキレ

イ 

2009/6/1 ２羽 高月水田 親１＋巣立ち直後のヒナ１の親子連れ 粕谷和夫 繁 殖

4② 

拝島6E 

356 
セグロセキレ
イ 

2009/6/1 ２羽 高月水田 親子（親 1+子 1）連れ 粕谷和夫 繁 殖
4② 

拝島6E 

366 ツバメ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００

ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山

﨑久美子 

繁 殖

4② 

武蔵府中

1J 

368 コシアカツバ
メ 

2009/5/6 １０羽
+ 

日野市新井の都営日野
新井アパート 8 号棟 

16 時 30 分、雨、8 号棟の 5 つある階段のうち、最も西よりの
階段の 5 階（最上部）に１つ、最も東よりの階段の 5 階（最上
部）に完全な巣２つがある。そのうち、最も西よりの階段の

巣は、コシアカツバメが出入りしていた。残念ながら、どのス
テージかはわからなかったが、巣の下の床に糞対策の箱が
置かれていたので、定常的に出入りがあるようだ。 
他の棟については観察していないので不明だが、周辺を飛

翔するコシアカツバメの成鳥は 10 羽程度おり、他にも巣の
ある建物がありそうだ。 

渡辺仁 繁 殖
5② 

武蔵府中
3K 

368 コシアカツバ
メ 

2009/5/23 ４羽 高幡台団地 ２日前に見つけた巣はまだ完全には出来上がっていませんで
したが、今朝再び見に行くと２羽のコシアカツバメが塒として使

用しているようで、もう少しで完成する過程のようでした。また
そこから少し離れた所の建物に入って行く２羽をみたので行っ
てみると作り始めたばかりで、点と線といった感じでした。 

佐藤サヨ子 繁 殖
4③ 

武蔵府中
3H 

368 コシアカツバ

メ 

2009/6/7 ２羽 淺川・新井橋下 コシアカツバメが巣材の泥を取っていた。 門口一雄他

6 名 

繁 殖

4③ 

 

373 キセキレイ 2009/5/24 １羽 戸吹熊野神社付近 ♂１羽、餌運び 粕谷和夫他 繁 殖
4① 

拝島3E 

373 キセキレイ 2009/6/19 ３羽 川町谷戸 親子連れ（親１＋子２）、親は大きなトンボを銜えていた。 粕谷和夫 繁殖４

② 

八王子2K 
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374 ハクセキレイ 2009/5/16 １家 秋川街道沿い三菱自動
車の屋上 

親鳥１幼鳥１ 餌を持ち、巣立ち行動を促す親鳥と追いかけ
る雛を確認。 

今野美代子 繁 殖
5① 

拝島4B 

375 セグロセキレ

イ 

2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００

ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山

﨑久美子 

繁 殖

4② 

武蔵府中

1J 

386 ヒヨドリ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

388 モズ 2009/4/30 ５羽 北浅川・陵北大橋下流

右岸 

モズのファミリーに遭遇しました。５人家族です。対岸の遠く

からデジスコで「ウチみたいだー」とほのぼの観察していたと
ころ高倍率ズームデジカメを持った年配の男性がファミリー
の近くへ現れました。両親鳥はけたたましく威嚇の声を発し
ましたが、カメラを構え更にファミリーに接近、ファミリーは少

しずつ離れ距離を保とうとしますが離れた分だけ接近を繰り
返してしまいには５羽と１人はけたたましい威嚇音と一緒に
下流へと消えていきました。 

竹内開 繁殖４

② 

拝島2B 

388 モズ 2009/5/16 １羽 浅川左岸。長沼橋上流

沼地 

巣立ち雛 粕谷和夫他 繁 殖

5⑤ 

八王子9H 

388 モズ 2009/6/20 １羽 多摩川・滝山城跡下右
岸の果樹園 

幼鳥と思われる個体が果樹園で行動 宮 越 ・ 柚 木
（多摩川滝山
下定期 C) 

繁 殖
5⑤ 

拝島6E 

415 イソヒヨドリ 2009/5/22
～23 

１家 JR 八王子駅南口付近 友人からの情報ですが、カワセミ会でも目撃例があった八
王子駅南口付近のイソヒヨドリが繁殖し、雛が巣立ったそう
です。巣立ちビナを 2 羽まで確認したが、雌が餌を運び込む
ので巣内には雛がまだいるようだと話していました。 

今野美代子 繁 殖
5① 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/5/29 ３羽 JR 八王子駅南口付近 駅南口の東側、八王子シティホテル前（自転車置き場付近）。
11 時 30 分～12 時 15 分まで小雨の中、45 分間観察。♂親１
羽、♀親 1 羽、巣立ち雛１羽。♀親が自転車置き場に植わっ
ている１本の桜の赤くなった実を採って、約 30m 離れた建物

の屋根の軒下で待つ嘴の黄色い巣たち雛に与えた。桜の実
を銜えた♀親の証拠写真は撮れたが、雛にその実を渡すと
ころの写真は撮れなかった。巣は近くにあると思われる。 

粕谷和夫 繁 殖
4② 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/6/1 ２羽 JR 八王子駅南口付近 16 時 30 分～17 時 50 分に観察。♂１羽が数回屋根の上、

アンテナなどに現れ、さえずりのような声を出してくれた。♀
は同じ個体１羽と思われるが数回電柱の上や桜の木に現
れた。桜には熟れた実が付いていて、その実を食べている
ようだったが、本日は 5 月 29 日のような実を嘴にくわえて他

の場所に運ぶという行動は見られなかった。桜にはヒヨドリ
数羽も来ていて実を食べていた。 

粕谷和夫 繁 殖

4② 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/6/1 １羽 八王子南口付近 晴れ１０；４０～１１；１５、着くとイソヒヨ雄が桜の木の近くに
来て桜のみを食べてすぐに飛び去った。カメラを出す間に飛

ばれてしまった。その後近くのアンテナにとまり（写真）などし
ていたが、桜の木には飛来しなかった。警戒されたのかまた
はヒヨドリが多くて来なかったのかは不明。雌は見なかっ
た。また巣はあるとすればビルの屋上とおもはれたが不明。 

大川征治・香 繁 殖
4② 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/6/6 ４羽 JR 八王子駅南口付近 18 時00 分～18 時30 分、♂親1 羽、♀親1 羽＋巣立ち雛2 羽
確認。♀親1羽＋巣立ち雛2羽は屋根上の広告板やアンテナに
一緒にいて、１羽の雛は♀親に餌をねだる姿勢を示した。♀親
は桜の実をとる行動はなく、屋根から少し飛び上がりフライキャ

ッチのような行動を数回繰り返していた。空中の虫を捕っていた
のかもしれない。♀親は時々綺麗な声で鳴いていた。♂親は単
独行動で別の建物の屋根にいるのが観察された。 

粕谷和夫 繁 殖
4② 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/6/12 ２羽 八王子駅南口 雄１ヒナ１、線路の中の電線に雄がとまっていた。雛 1 羽が

その付近をちょろちょろしていた。 

今野美代子 繁 殖

4② 

八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2009/6/13 ０羽 JR 八王子駅南口付近 14 時 50 分～15 時 20 分、30 分観察したが、イソヒヨドリの姿
も声も確認できなかった。営巣地から他に移動したのかも知
れない。 

粕谷和夫 繁 殖
4② 

八王子7J 

432 ウグイス 2009/2/4 １巣 八王子市立松が谷中学
校付近 

緑道の低い植木に昨年の古巣 粕谷和夫 繁殖５
⑥ 

武蔵府中
3F 

432 ウグイス 2009/3/15 ８羽 多摩川・滝山城跡下右
岸林内 

笹藪の中でさかんに囀る． 倉本・古山・
宮越（多摩川

滝山下定期
C) 

繁 殖
4⑥ 

拝島6E 

432 ウグイス 2009/5/1 １羽 多摩川右岸昭和用水堰
上流河原 

警戒音と見られる「谷渡り鳴き」を近くのよって来て盛んにや
っていた。 

粕谷和夫 繁 殖
4⑤ 

拝島6E 

464 エナガ 2009/6/7 １家 片倉城跡公園 カルガモ親子（ヒナ 5 羽）、シジュウカラ、エナガの巣立ち直
後の幼鳥を確認した。 

浜野建男・知
恵子 

繁 殖
4② 

八王子7G 

471 シジュウカラ 2009/5/11 １家 南淺川の土手の桜並木
で、第五小学校の裏 

１１日朝、今年初のシジュウカラの巣立ち雛を見ました 山下弘文 繁 殖
5① 

八王子4J 

471 シジュウカラ 2009/5/23 １家 日野市程久保 つい 10 日前までここの団地は半分以上の建物が幕で覆わ
れていたせいでしょうか、最近頻繁にシジュウカラの姿を目
にするのでよく見ると嘴に餌となる虫を咥えているのでどこ
に入るのか注意してみていると向かいの木立の斜面にある

崩壊防止のコンクリートの中を通ってる排水用の穴の中に
入ってゆきました。雛が誕生していると思われます。     

佐藤サヨ子 繁 殖
5① 

武蔵府中
4H 
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471 シジュウカラ 2009/5/24 １家 今野美代子 自宅周辺  
八王子市中野町 

1 日中、親 1 羽＋雛 6 羽、近所で巣立ったらしく、ニーニー鳴
く 6 羽のヒナを連れた親鳥が近所を 1 日中ウロウロしていま
した。26 日まで確認できましたが、27 日昼現在いません。 

今野美代子 繁 殖
4② 

拝島6B 

471 シジュウカラ 2009/5/25 １家 笹川佳子自宅 (美山町) 午前、自宅の巣箱からシジュウカラが巣立っていきました。10
時ごろ巣箱の穴から口を出し大きく開いて餌を待っている様子
が見られました。親鳥は中に入れず外から巣箱に頭を突っ込
んで餌を与えていました。しかし残念ながら今年も巣立ちの瞬

間は見逃してしまいました。連続 10 回目の巣立ちです。 

笹川佳子 繁 殖
5① 

拝島0B 

471 シジュウカラ 2009/5/27 ７羽 日野市程久保川 川沿いを歩いていると１羽の巣立ちしたばかりらしいシジュ
ウカラが目の前の柵に止まった。まだ色が黄色っぽく小さか
ったが中洲に飛んで草木に止まった。すると目の前の桜に

親らしい１羽が止まった。それからするとどこからともなく５
羽の巣立ちビナが現れ先ほどの１羽も合流して別の桜の木
に飛んで行った。 

佐藤サヨ子 繁 殖
4② 

武蔵府中
2J 

471 シジュウカラ 2009/6/6 １家 山下弘文自宅（長房町５

４番） 

庭の巣箱のシジュウカラの卵をシマヘビに呑まれてしまいま

した。５月３０日には４卵あったのですが、６日に巣箱の屋根
をあけて、覗いたらなんとシマヘビが入り込んでいました。
捕まえようとしたら藤棚をすばやく移動して、手の届かないと
ころに逃げられてしまいました。 設置して数年になります

が、昨年利用されず、今年は復活で楽しみにしていたので
すが、残念です。鉄製の柱の藤棚で、猫は登れないので安
心していたのですが、蛇までは想定しませんでした。体長４
０ｃｍほどの小さい蛇でしたが、卵は残っていませんでした。 

山下弘文 繁 殖

5① 

八王子4J 

471 シジュウカラ 2009/6/7 １家 片倉城跡公園 カルガモ親子（ヒナ 5 羽）、シジュウカラ、エナガの巣立ち直
後の幼鳥を確認した。 

浜野建男・知
恵子 

繁 殖
4② 

八王子7G 

471 シジュウカラ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

474 メジロ 2009/5/3 ２羽 片倉城跡公園 巣立ったばかりのヒナが枝にとまり、親鳥からエサをもらっ
ていた 

浜野建男・知
恵子 

繁 殖
4② 

八王子7G 

474 メジロ 2009/6/18 ３０羽 長沼公園 エナガ３０+とメジロ；巣立ち雛を含む群が移動する。 門口一雄他 3
名 

繁 殖
4② 

八王子9G 

502 カワラヒワ 2009/5/25 ４羽 多摩川・滝山下の水道
橋付近 

11 時半頃、親 2 羽雛 2 羽、河原にいたところ、後の樹で親が
巣立った雛に給餌をしていた。羽を広げて餌を貰う雛が確
認できました。雌親、雄親共にまめに餌をやりつつ林の奧に
誘導していった。 

今野美代子 繁 殖
4② 

拝島7D 

502 カワラヒワ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

516 イカル 2009/6/17 ２羽 高尾山 ３号路、ググと鳴き杉皮のような物を口に一杯銜えた１羽と
も１羽が杉枝に居たがすぐに飛び去った。 

大川征治・香 繁 殖
4① 

八王子0F 

520 スズメ 2009/5/13 １羽 京王線高尾山口駅 京王高尾山口駅高架下はイワツバメが集団で営巣している。そ
のうちの２つの巣はヒマアマツバメが横取りして利用していまし
た（羽が巣の出入り口にあるので確認できる）。5月13 日に観察
すると、ヒメアマツバメの巣（繁殖用かねぐら用かは不明）２つの

うち、一つはスズメが乗っ取ったようでした。たぶん、スズメは繁
殖用の巣として利用していると思われる。 

粕谷和夫 繁 殖
4③ 

八王子1F 

520 スズメ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

526 ムクドリ 2009/4/30 １家 今野美代子自宅   八
王子市中野町 

家の屋根の庇に穴を開けたムクドリの営巣を確認。5/11 に声は
しないが親鳥が餌を運ぶ姿を確認。5/12 に雛の小さい声を確
認。5/16 現在多分3 羽以上の雛が元気に鳴いています。親は朝
の４時から１９時半過ぎまで頻繁に餌やりをしています。 

今野美代子 繁 殖
5① 

拝島6B 

526 ムクドリ 2009/5/24 １家 今野美代子自宅   八
王子市中野町 

自宅で繁殖していたのだが、5/23 土曜に留守にしていたら
日曜には声がしなくなってしまったので土曜日に巣立ってし
まったものと思われます。 

今野美代子 繁 殖
5① 

拝島6B 

526 ムクドリ 2009/6/10 ２羽 浅川・平山橋下流５００

ｍ 

幼鳥が親に餌のおねだりをしておっかけっこをしていた。 山﨑悠一・山

﨑久美子 

繁 殖

4② 

武蔵府中

1J 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/3/15 ２羽 多摩川・昭和堰付近 巣材を運んだり，抱卵のような行動をしていた． 倉本・古山・宮
越（多摩川滝
山下定期C) 

繁 殖
4③ 

拝島6E 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/5/3 １家 片倉城跡公園 池のそばのメタセコイアのの巣では卵を抱いているようだ。 浜野建男・知
恵子 

繁 殖
5② 

八王子7G 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/6/1 ２羽 高月水田 田の畔で、親１＋巣立ち直後のヒナ１の親子連れ 粕谷和夫 繁 殖
4② 

拝島6F 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/6/10 ４羽 浅川・平山橋下流５００
ｍ 

親が３羽のヒナにクルミの実の中から少しずつ食べさせてい
た。 

山﨑悠一・山
﨑久美子 

繁 殖
4② 

武蔵府中
1J 

         

７．行動        

5 カイツブリ 2009/3/28 １羽 南淺川（八王子工業高
校裏手） 

午後南淺川（八王子工業高校裏手）でカイツブリを見まし
た。水はややよどんではいる場所ですが、浅く狭いいところ
で、このあたりでは初めてです。 

山下弘文  八王子4J 
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5 カイツブリ 2009/5/1 ２羽 高月浄水場池 2 羽一緒にいて、うち１羽が巣のようなところで抱卵行動のよ
うに見えた。池の奥のため遠くてよくわからないこと、巣と思
われるものは浮巣にしては小さ過ぎるように見えた。高月方

面に行ったら確認をお願いします。カワウのねぐら場所（白
い糞がある）の近くです。 

粕谷和夫  拝島6E 

58 ゴイサギ 2009/5/27 声 山下弘文自宅（長房町５
４番） 

27 日 am2:17（ホトトギスの声）の１０分ほどあとに、ゴイサギ
が鳴きながら通過しました。久しぶりです。  

山下弘文  八王子4J 

58 ゴイサギ 2009/6/18 １羽 北浅川・陵北大橋下流 
手作り橋近く 

小さな池の奥、草むらに囲まれた薄暗い中に気配を感じ、双
眼鏡で覗くとゴイサギが 1 羽たたずんでいた。 この周辺では
稀少種。写真は難しいと思ったが、証拠写真を数枚撮る。  

丸山二三夫  拝島1B 

60 ササゴイ 2009/5/25 １羽 高月水田近くの秋川 若鳥、10 時頃、1 羽で飛翔してきた。近くに親鳥らしき姿はあ

りませんでした。 

今野美代子  拝島6F 

93 オシドリ 2009/1/11 １羽 谷地川 昨年見られたオシドリがまだ見られた 冬鳥一斉調査 立川0B 

94 マガモ他 2009/2/11 １４０
羽 

高月浄水場池 高月浄水場池の岸辺で休んでいたカモ達が日没後水面に
出て、賑やかに鳴き出し１８時過ぎに次々に池から飛び出し

て行った。方向は多摩川の方面、餌場に向かったとみられ
る。池にいたカモはマガモ 60 羽、カルガモ 40 羽、コガモ 20
羽、ヨシガモ 12 羽、オカヨシガモ 16 羽、オナガガモ１羽で、
18時15分過ぎには池はひっそりしてしまったので、全てのカ

モが飛び立った模様。 

粕谷和夫  拝島6E 

96 コガモ 2009/2/14 ４０羽 浅川左岸・長沼橋上流
湿地 

長沼橋上流湿地で昼間休んでいるコガモが夕方採餌のた
め他の場所で飛び立つがどうか確認した。ガマの中や枯れ
たササの中などに潜んでいたコガモが日没後暗くなり出した

１７時５５分ぐらい頃から池の中央に三々五々出てきて、あ
たりが暗くなった１８時５分頃から１８時１５分頃の間に次々
に飛び出して行った。約 40 羽であった。暗くて行先は良くわ
からないがが、採餌のための飛び出しと思われる。 

粕谷和夫  八王子9H 

96 コガモ 2009/5/6 １羽 南淺川・南淺川橋下流 コガモ雌１ （１日にも） 山下弘文  八王子3H 

161 キジ 2009/3/15 １羽 北浅川・陵北大橋下流
沈下橋下流左岸 

声、声とドラミングを確認できました。 竹内開  拝島2B 

161 キジ 2009/4/10 1 羽 長池公園 9:40、♂、よこやまの道につづくサンクチュアリの裏の道を歩

いていると、右側でがさごそ音がする。のぞいてみると竹や
ぶの中をキジが歩いていて、こちらに気付いたらしくあわて
て奥に入っていった。 

浜野建男  武蔵府中

1C 

261 ユリカモメ 2009/5/25 １羽 多摩川・滝山下の水道

橋付近 

夏羽、11 時半頃、頭の黒いカモメが川の中の大きな岩の上

で立ったり座ってうたた寝したりを繰り返していました。頭の
みならずクチバシも足も随分黒くなっていました。 

今野美代子  拝島7D 

263 セグロカモメ 2009/4/6 １羽 浅川・長沼橋  大川征治・香  八王子9H 

337 ヒメアマツバ

メ 

2009/2/7 ５羽 日野市高幡、浅川の高

幡橋下流 

12:00 頃から 10 分間ほど。比較的小型の腰の白いツバメが

上空をひらりひらりと飛んでいた。10 分ほどで上流に消え去
った。お腹が黒く、顔も黒っぽい上に飛翔姿が鎌形との特徴
からヒメアマツバメと同定した。（写真で確認済み）  

岡 本 昭 男 、

岡本昭子 

 武蔵府中

3K 

337 ヒメアマツバ

メ 

2009/3/11 ２羽 京王線長沼駅前のガー

ド下 

長沼駅前のガード下のイワツバメの巣をのっとり羽毛で覆っ

た巣から飛び去る。 

門口一雄他

3 名 

 八王子9G 

337 ヒメアマツバ
メ 

2009/6/6 １５羽 浅川の市役所付近 イワツバメが 20 羽ほど市役所付近で飛翔していた。探鳥会
直後 15 羽のヒメアマツバメが飛来しイワツバメと一緒に飛翔
した。久しぶりにヒメアマツバメの群れを見た。イワツバメの

群れは中央高速道橋から来たのだろうか。探鳥会（若狭
誠、白川司、白川史子、氷渡とし子） 

探鳥会（若狭誠、白
川司、白川史子、
氷渡とし子） 

八王子5K 

344 カワセミ 2009/1/4 1 羽 浅川・一番橋右岸下流３
００ｍ付近 

数分間わたり同じ水面に再三飛び込み、水浴び？と思われ
る行動をとっていた。 

門口一雄他
8 名 

 武蔵府中
1K 

344 カワセミ 2009/5/15 １羽 浅川・暁橋 18 時半頃、ホバリングしているカワセミを視認。飛び込んだ
後何かを捕獲し近くの石に止まりました。 

今野美代子  八王子7K 

349 アオゲラ 2009/1/3 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2009/2/11 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2009/3/31 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2009/4/10 1 羽 長池公園 9:43、よこやまの道につづくサンクチュアリの裏の道を歩い
ていると、左側の木立の中からアオゲラの声が聞こえた。探
していると二度ほど飛んで別の木の比較的高い幹にとまり、

ときどき鳴きながらしばらくキョロキョロあたりを見ていた。ず
っと観察していると、やがて飛び去っていった。 

浜野建男  武蔵府中
1C 

349 アオゲラ 2009/4/14 １羽 小宮公園 繁殖か？ 大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2009/5/3 1 羽 片倉城址 本丸広場の南側に面した雑木林の中から鳴き声が聞こえ

た。双眼鏡で確認し近付いてみると、くぬぎの木をだんだん
上にのぼっていった。 

浜 野 建 男 、

知恵子 

 八王子7G 

349 アオゲラ 2009/5/15 声 多摩川・滝山運動場 水
道橋付近 

アオゲラの声を確認しました。姿は確認できませんでした。 今野美代子  拝島7D 

349 アオゲラ 2009/5/20 １羽 高幡台団地緑地 ♂１羽、シジュウカラやエナガ、メジロ、ウグイスも交じっての混
群をみていると後ろの方でドラミングの音がした。探すとコナラ
とコナラの間からのぞけるクヌギのところにアオゲラがいた。ち
ょうど緑の葉っぱがあるところで頭が見えたり見えなかったりで

したが、見えた時には頭の赤色がはっきり見えました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 
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363 ヒバリ 2009/3/19 １羽 京王堀之内駅の南側 12 時ころ、京王堀之内駅の南側（メッシュ武蔵府中２E)の空
き地の上空で 1 羽。さえずっている姿を確認。 

登坂久雄  武蔵府中
2E 

379 ビンズイ 2009/5/1 １羽 高幡台団地緑地 コナラの木の枝に中学生たちが作った小さな止まり木に止

まっていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

379 ビンズイ 2009/5/2 ２羽 小宮公園 ２羽ピッタリ寄り添って横枝に止まっていました。佐藤さんの
ML でも報告されていましたがこの時期でもいるのですね。
大川さんの小宮定期４月報告では確認されていませんでし

たので報告します。 

竹内開  拝島7A 

382 タヒバリ 2009/1/16 １０羽 ヒヨドリ山  大川征治  拝島7A 

396 ミソサザイ 2009/1/3 １羽 小宮公園 今冬季初認 大川征治  拝島7A 

396 ミソサザイ 2009/5/14 １羽 南高尾・護摩橋左の沢  福本順吉  与瀬9D 

406 ルリビタキ 2009/1/3 ３羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

406 ルリビタキ 2009/1/11 １羽 南高尾・ふれあい館前 さえずっていた 福本順吉  与瀬9E 

406 ルリビタキ 2009/3/31 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

408 ジョウビタキ 2009/3/31 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

420 クロツグミ 2009/4/15  大垂水・大平林道他 林道に下りて捕食していた。 福本順吉  与瀬8E 

424 シロハラ 2009/2/22 １羽 日野市東豊田 2 丁目 
若宮神社隣の緑地 

15:00 福島孝子  武蔵府中
1K 

431 ヤブサメ 2009/4/8 １羽 高尾山  大川征治  八王子0F 

440 オオヨシキリ 2009/5/2 １羽 川口川・中野橋近く ９時５０分頃、葦のなかを鳴きながら移動 峯尾良雄・眞澄 八王子6K 

440 オオヨシキリ 2009/5/20 １羽 浅川・ふれあい橋左岸
上流６０m 葦原 

13:00、右岸桜木陰に佇む。突如 「行子、行子、行子、行行
子子、行行子子」と声が.......本日渡来第一声と思はれる。可
成りのインターバルで４回繰返し終了せり。 

渡辺敬明  武蔵府中
3K 

450 センダイムシ
クイ 

2009/5/1 １羽 山下弘文自宅（長房町５
４番） 

裏山で数声囀り am6:00 山下弘文  八王子4J 

464 エナガ 2009/6/18 ３０羽 長沼公園 エナガ３０+とメジロ；巣立ち雛を含む群が移動する。 門口一雄他 3 名 八王子9G 

471 シジュウカラ 2009/3/14 １羽 浜野建男自宅の庭（八

王子市北野台） 

9:00 ごろ、自宅庭の巣箱、シジュウカラ一羽が庭にやってきて、

巣箱の上に止まり、そのあと穴から中をのぞいて飛び去った。 

浜野建男・知

恵子 

 八王子8F 

471 シジュウカラ 2009/3/28 １羽 浅川左岸・長沼橋上流
側の堤防 

クヌギの新芽を啄ばんでいた。同じ木にスズメも数羽いて同
じような行動をしていた。 

カワセミ会ジュニア
クラブ観察会 

八王子9H 

474 メジロ 2009/1/17 ２５羽 福本自宅（高尾町） 我が家の庭にあるピラカンサの実をめがけてメジロの大群

が押し寄せています。1 週間程前より来始め今朝は 25 羽数
えました。地面を散らかしています。他にガビチョウ、ツグミ、
ヒヨドリ、が来て大変です。あと少しで実が無くなりそうです。 

福本順吉  八王子2G 

491 アオジ 2009/4/10 幾羽 谷地川・新旭橋と下田

橋の間 

新旭橋と下田橋の間の谷地川右岸では、この時期、新旭橋と下

田橋の間の谷地川右岸では、この時期、幾羽ものアオジが藪を
出入りしています。今朝、その内の一羽が私の５㍍ほど先のニ
セアカシヤの木の枝に留まり、囀りを始めました。その姿を確認
しながらアオジの囀りを確認したのは初めてのことです。 

神谷古牧  立川0B 

516 イカル 2009/1/7 100羽 北浅川・松竹公園 恩方小方向から公園南側の木々に移動 丸山二三夫  八王子0K 

516 イカル 2009/1/14 ５０羽 恩方 松竹公園あたり イカルの大群をみましたので報告いたします。１３時頃、大
群が３０分ぐらいに右、左に移動して壮観でした 

峯尾良雄  八王子0K 

516 イカル  2009/4/18 ６羽 多摩川・滝山城跡下右

岸・果樹園周辺 

果樹園やニセアカシアの林を６羽で行動。 倉本・宮越（多摩川

滝山下定期 C) 

拝島6E 

516 イカル 2009/4/24 １羽 山下弘文自宅（長房町５
４番） 

囀りながら南に移動 am6:03 山下弘文  八王子4J 

517 シメ 2009/1/2 ６０羽 多摩川右岸昭和用水堰

上流河原 

約60羽の集団が河原のヤナギの木などに止まっていた。一

緒にいたカワラヒワより数が多かった。 

粕谷和夫  拝島6E 

517 シメ 2009/3/1 １５羽 浅川右岸の千代田区テニ
スコート付近（日野市落川） 

15 の群、雑木林。ケヤキの下でエサを採っていた。 門口一雄他
8 名 

 武蔵府中
4K 

526 ムクドリ 2009/6/10 ３０羽 北浅川・八王子福祉園テニ

スコート横の小田野公園 

９：25 分ごろ、芝生の上を飛び回ったり、採食していた。 中村后子  拝島1A 

529 カケス 2009/4/10 ３羽 高幡台団地緑地 路上で私を見ている鳥を確認しようとしたらすぐさま樹上の
ぼってしまった。何の鳥なのかと思って近づいてみると、3 羽
のカケスが樹の梢すれすれに飛んで行った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

531 オナガ 2009/1/7 ５０羽 北 浅 川 ・ 深 沢 橋 上 流
100m 付近 

北から南へ、木から木へと次々移動 丸山二三夫  拝島1B 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/1/4 １羽 浅川・ 一番橋下流の中
州付近 

水の中の石を動かしたり、裏返すなどの行動をとり、水虫と
おもわれるものを捕って食べていた。 

門口一雄他
8 名 

 武蔵府中
1J 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/1/17 １羽 多摩川・昭和堰下 昭和堰直下でオニグルミの堅果をくわえて上昇しては落と
し，くるみ割りを試みる行動を繰り返す． 

倉本・宮越（多摩川
滝山下定期 C) 

拝島6E 

536 ハシボソガラ
ス 

2009/6/16 １家 南淺川・第五小学校の
裏手 

白斑付きハシボソガラス、以前から時折翼に白斑がでる個
体を目撃していましたが、１６日朝は４羽のうち３羽の白斑

付きを目撃しました。行動からするとどうやら家族で、親１羽
が従来からのもの、２羽が子供で、内１羽は顔面にも小さい
白斑があり、広げた翼にも白があり、他の１羽も飛ぶと翼に
白斑が出ました。４羽目は通常の姿でしたが、行動からは親

か子か見当はつきませんでした。 

山下弘文  八王子4J 

901 コジュケイ 2009/1/3 １２羽 片倉城址公園 本丸広
場のいちばん奥（住吉
神社の上） 

9:00 本丸広場のいちばん奥（住吉神社の上）を左藪から右
の藪に集団で移動した。  

浜野建男  八王子7G 



 58 

901 コジュケイ 2009/2/5 ４羽 北野台・石橋入り緑地 自宅近くでコジュケイを見ました。7:05、公園内を歩いている
と、歩道の前をコジュケイ 3 羽が横切った。近付いてみると
茂みにもう一羽おり、あわてて飛び去っていった。昨年から

何度か姿あるいは鳴き声を確認しています。今年になって
はじめての確認となりました。  

浜野建男  八王子8F 

45 カワウ 2009/2/11 ３５羽 高月浄水場池 池際の木に集団でねぐらを形成（18 時） 粕谷和夫  拝島6E 

374 ハクセキレイ 2009/4/3 520

羽 

JR 八王子駅北口・熊沢

書店前 

天気：晴、18 時 10 分から 18 時 40 分の間に熊沢書店前の

樹 １本のクスノキに約 420 羽、葉を落とした枝だけの 1 本の
イチョウに約１00 羽、計520 羽のハクセキレイがねぐら入りし
た。ハクセキレイのねぐら入りをカウントしていたら丁度門倉
美登利様が通りかかり、一緒にカウントした。 

粕 谷 和 夫 、

門倉美登利 

 八王子7J 

         

８．集団ねぐら       

374 ハクセキレイ 2009/6/1 ６０羽 JR 八王子駅北口・熊沢

書店他前 

天気：晴、18 時 55 分から 19 時 25 分の間に熊沢書店他前

の１本のクスノキと 3 本のイチョウに約 60 羽のハクセキレイ
がねぐら入りした。セグロセキレイも数羽いたが数不明。ま
たハクセキレイの幼鳥も混じっていた。ハクセキレイは 18 時
50 分頃からねぐら樹周囲のビル屋上に集まり始め、いつも

のように屋上から落下するようにねぐら樹に飛び込んだ。ク
スノキにはハクセキレイがねぐら入りする前 18 時 20 分頃に
スズメ数羽がねぐら入りした。 

粕谷和夫  八王子7J 

526 ムクドリ 2009/1/12 5000

羽 

多摩川・日野用水堰（平

の堰）の上流右岸 

晴れ,観察時間,16:20～17:00, 

昭島水辺の楽校から観察。日野用水堰の上流右岸側（八王
子市側）の竹やぶにムクドリが集団ねぐらをとる。デジタルカ
メラで上空を飛翔する群れの一部を撮影したところ画像上で
3,400 羽が数えられた。おそらく全体で 5,000 羽以上になると

思われる。塒時前集合では、左岸昭島側の住宅地の電線
や、日野用水堰上流中州の樹木に集合する。また、多摩川
の浅瀬で群れで水浴びする。ねぐら入り直前には、千羽以
上が一斉に水浴びし、群れが水しぶきで霞むほどの激しさ

だった。この集団ねぐらはいつも観察できるので、一年を通
して形成されているように思う。 

渡辺仁・直美  拝島8C 

         

９．通過        

338 アマツバメ 2009/4/1 ７羽 多摩森林科学学園上空 午後４時ごろ・多摩森林科学学園上空 福本順吉  八王子2H 

386 ヒヨドリ 2009/4/19 110
羽 

浅川・長沼橋～中央線
鉄橋間  

7:30～8:20 頃、１０羽～４０羽ほどの群れ４群計１１０羽＋が
北東へ飛ぶ。 

佐藤哲郎  八王子9H 

405 コルリ 2009/5/15 声 長池公園 昨日と本日（5/15,16）長池公園でコルリのさえずりを聞きま
した。いずれも朝６時半ころ。長池公園でコルリを確認した
のは、今回が初めてです。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

409 ノビタキ 2009/4/18 １羽 浅川・大和田橋上流３０

０ｍ 

菜の花にとまり探餌。他コチドリ、カワセミ、イワツバメ、ヒメ

アマツバメ、ムクドリ、スズメ。 

峯尾雄太  八王子7K 

459 オオルリ 2009/4/13 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

523 コムクドリ 2009/4/19 １羽 浅川・八高線鉄橋下流１
００ｍ左岸 

9:25、♂１羽、河畔の木立の中を移動 佐藤哲郎  八王子8J 

523 コムクドリ 2009/4/19 ４羽 浅川・浅川橋下流 浅川橋堰の下流のヤナギの木に、渡り途中のコムクドリ♂1
羽、♀３羽がいた。ヤナギの芽吹いた葉を食べているようで
あった。 

定期ＣＴ（鶴巻橋～
大和田橋、若狭誠
他） 

八王子6K 

         

10．事故、その他      

502 カワラヒワ 2009/6/26 １羽 兵衛川沿いの歩道 巣立つ直前か直後と思われる雛の死体が１羽歩道に落ちて
いた。 

粕谷和夫他 事故 八王子6E 

910 ソウシチョウ 2009/1/7 ３羽 小仏川の通称どんどん
と呼ばれる屈曲点で右
岸に上流方向に移り約
100m の所 

小仏川の通称どんどんと呼ばれる屈曲点で右岸に移り約
100m の所である１ヵ所が雪が残っているように白くなってい
た。よく観察すると氷の結晶で、ちいさな霜柱に結晶が発達
した綺麗なものであった。これを写真撮影しているとルリビタ

キが出てきて、さらに変わった声が聞こえてきた。変わった
声はソウシチョウで３羽を確認することができた。 

粕谷和夫他  八王子1G 

910 ソウシチョウ 2009/1/16 ６羽 高尾山６号路琵琶滝先 地上近くを移動 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

910 ソウシチョウ 2009/1/16 ４羽 高尾山６号路飛び石付
近 

地上近くを移動 琵琶滝コース定期
カウント 

与瀬9E 

910 ソウシチョウ 2009/3/13 ４羽 小仏城山と一丁平の中
間点付近の西側約５０ｍ 

マヒワと同じ場所で、伐採された樹木の間を行き来している
のを視認した。 

白川司・史子  与瀬8E 

910 ソウシチョウ 2009/3/28 １０羽 秋川街道川口橋バス停
から北側へ 300 メートル
ほど入った山道の脇に
ある3坪程の小さな篠の

藪 

秋川街道川口橋バス停から北側へ 300 メートルほど入った山道
の脇にある 3 坪程の小さな篠の藪の中（元キャンプ場のお地蔵
様の所）にソウシチョウが 10 数羽います。初見は今月の 10 日
で、行くといつも見ることができます。昨日も近くでじっとしている

と藪から次々と飛び出して来て近くの小枝で囀っていました。 

内藤公三  拝島2D 

910 ソウシチョウ 2009/4/11 １羽 長沼公園 公園中央入口から１００ｍほど入った付近のコナラの梢で囀
っていた。 

門口一雄他
2 名 

 八王子9F 
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２００９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

77名の会員が調査を

行った。 

４．結果 

  結果は第２表の通

りであり、19 区域

（沢筋、谷筋）のう

ち、18 区域で合計 91

羽のオオルリ♂を確

認した。これまでの

18 年間で、最高であ

った昨年より本年は減少した。沢別では、⑩力石周辺、⑪松竹周辺、⑭小仏城山、⑮高尾山琵琶滝、

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 12 種、留鳥他 49 種、計 61 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。ツツドリ以外は全て昨年より減少した。本年はミゾゴイ（2 ヶ所）、ハヤブ

サ（1 ヶ所）、ヤマドリ（1 ヶ所）、フクロウ（1 ヶ所）、ヨタカ（1 ヶ所）、コサメビタキ（1 ヶ所）、ク

ロジ（1 ヶ所）、ウソ（1 ヶ所）などの希少種が観察された。またアオジは小津地区で幼鳥連れのファ

ミリー（５羽＋）の移動が観察され繁殖と考えられるが、八王子のような低標高地での繁殖は珍しい

のではないかと思われる。来年以降の継続観察が期待される。また、同じ小津地区ではミゾゴイの繁

殖、イカルチドリの採石場の砂礫での営巣と思われる行動が観察された。 

以下は担当者のコメントです。 

清水盛通（フクロウ、ヨタカは鳴き声のみ）。中村啓二（ゴルフ場にぬけるコースでサシバの声らし

い鳴き声を数回聞きましたが、姿が見れず確信が無いので除いておきます。一番奥の林内をバイクが

走り回っていました。鳥以外にも影響ありそうです）。川戸恵一（残念ながら今年は滝の沢、釜の沢

のどちらでもオオルリの声を聞くことが出来ませんでした）。 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２００９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 1

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 1

⑥ 醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5  廣川潔 1

⑦ 醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5  佐藤哲郎 21

⑧ 和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3  古山隆 1

⑨ 明王峠下（明王渓谷、クラ骨沢、ビロウ沢） 5.5  門口一雄 2

⑩ 力石周辺（力石沢、南土代沢、駒木野沢他） 5  山崎悠一 2

⑪ 松竹周辺（板当・滝の沢林道、八王子城跡北） 9  丸山二三夫 8

⑫ 元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4  若狭誠 9

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 5

⑰ 大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3  福本順吉 2

⑱ 表高尾（中沢川、入沢川、榎窪川） 10  柚木鎭夫 2

⑲ 初沢川（初沢川） 3  浜野建男 2

計 101 77
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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 2009

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 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 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 0

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12 11 6

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6 4 6

⑦醍醐下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 5

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 2

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5 7 4

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9 14 9

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7 11 10

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5 5 1

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3 4 4

⑭小仏城山 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7 5 11

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7 6 9

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5 4 2

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 16 8

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9 5 5

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 2

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111 91
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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 2009 年４月～６月）   
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２００９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、程久保川を含め、会員が分担して

５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

 結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあり、2009 年

は 21 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谷地川での 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。親子連れは長沼橋上流左岸湿地にて観察（浅川：佐

藤哲郎）。カルガモは学習したのでしょうか？カラスのいない場所を選んで子育てをしていました（程久

保川：佐藤サヨ子）。この２．３年、川口川の水量が少なくなり、今年も５月は干上がって川床の見える場

所が何カ所かあった。その後、梅雨に入り水量も少しずつ増えてきた。そのためかどうかわからないが、

繁殖の時期が例年より遅くなっていた。６月下旬から７月上旬に産まれたばかりのカルガモを確認するこ

とができた（川口川：小澤礼子）。７月４日カルガモ計２５、内１２羽がまとまっていた。その中に若鳥が

いたのかも知れないが、識別できず（湯殿川：長谷川篤）。川の両岸の木が全て切られていた。マガモ雄

が 1 羽見られた（谷地川：大川征治）。これ以外の報告は別頁の鳥信を参照 

 

（第１表）   ２００９年カルガモ繁殖期カウント結果（単位：組、羽） 

担当者 単独 カルガモ
（代表者） 組数 親数 子数 成鳥数 数総計

北 ①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 1 1 5 7 13
浅 ②陵北大橋～松枝橋 清水盛通 0 0 0 16 16
川 計 1 1 5 23 29
浅 ③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 1 7 24 32
川 ④鶴巻橋～大和田橋 若狭誠 4 4 22 19 45
本 ⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 8 8 17
流 ⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 1 1 5 14 20

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 15 15
計 7 7 42 80 129

川 ⑧川口橋～明治橋 内藤公三 2 2 6 21 29
口 ⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 5 6 13 43 62
川 計 7 8 19 64 91
南 ⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 4 4
浅 ⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 1 1 6 25 32
川 計 1 1 6 29 36
⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 1 1 9 28 38
⑬山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 2 4 11 30 45
湯 ⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 1 1 5 10 16
殿 ⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 1 1 5 15 21
川 計 2 2 10 25 37

21 24 102 279 405

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 2 2 15 8 25
⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 2 3 9 4 16
⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 0 0 0 10 10
⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍嶋玲子 3 3 8 11 22
⑲大栗川（鑓水～大竹橋） 波田哲男 2 2 8 21 31
⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川潔 1 1 11 13 25

31 35 153 346 534総計

親子連れ
備考

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅川本支流カルガモ親子組数年変化 

 

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
2009 21 24 102 4.9 279 405

年 単独成鳥 総計

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
2009 1 7 7 1 1 2 2 21 2 5 3 31
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２００９年 多摩川ツバメ集団ねぐら（速報） 

まとめ：粕谷和夫 

多摩川ツバメ集団ねぐら一斉調査（7 月 25 日前後）が行われた。多摩川の秋川合流付近から府中四谷

橋までのカワセミ会担当区域では、規模は小さいが、久し振りに以下の 4 ヶ所でねぐらが観察された。

３の日野用水堰（平の堰）は 2002 年までは 2 万羽を超える規模のねぐらだったので、かつての規模の再

現が待たれるが、そのための環境整備をどう進めるか大きな課題である。 

 

１．多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近（神山和夫 7 月 25 日観察） 

ねぐら入り数：30 羽、水面に突きだしているヨシなどにねぐら入り。 

 

２．多摩川左岸・秋川と多摩川の合流付近～拝島橋（清水盛通 7 月 28 日観察） 

ねぐら入りしたと思われるツバメ：1000±羽。ねぐら入りは福生側の公園から見て対岸の高月浄水

場から高月城址付近と思われる。 

 

３．多摩川右岸・拝島橋～多摩大橋（渡辺仁 7 月 25 日観察） 

日野用水堰（平の堰）で、わずかに残ったヨシにはねぐら入りせず、水面に張りだしたヤナギの枝

にねぐら入りした。ライトスコープでもねぐら入りを確認。数は少ないながら、当地では久々の集

団ねぐらの確認となった。 

 

４．多摩川右岸・淺川合流付近～府中四谷橋（鈴木秀夫 7 月 26 日観察） 

今年は、ねぐら入りが観察された。ねぐら入りしたツバメ２００羽±、ライトスコープで手前の数

羽は確認した。カワウが百羽強とまっている高圧線の下、右岸から 50m ほどの浅川の流れ付近です

（四谷橋上流の河口から 36.6km 地点付近）。何故、1km ほど下流の大きなねぐら（府中四谷橋下流

のねぐら）を使わないのか疑問が残る。今年は、ムクドリの大きな群れが何回も南東へ飛んでいく

のか観察された。さらにハヤブサが現れて、空中で獲物を捕らえたのも観察できた。 
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訂正とお詫び 

前号（４２号）に誤りがありました。お詫びして訂正します。 

 

１．鳥信 Ｐ４９ 上から１４番目の鳥信を以下に訂正します。 

333 アオバズク 2008/9/8 ２羽 山下弘文自宅

（長房町） 

今朝（８日）深夜２時４８分にアオバズクの声で眼が覚めました。真似

をしてみたら、なんと２羽が家の南側の電線で止まり場所を争い、す

ぐに裏に飛び去りましたが、その後も間をおいて鳴き続け、３時４０

分まで付き合いました。昨年の１０月２０日に沖縄で声を聞いたこと

はありますが、こんな時期までの自宅周辺での記録はありません。

聖跡桜ヶ丘の友人から、９月下旬に鳴いたと５０年以上前に聞いた

ことがありますが、何があってこんなことになったのか不思議です。 

尚、９月１０日未明にまたアオバズク１羽が来ました。これで三晩続

けての寝不足です。時間は、am2:02～20、 3:10 から数分 、 3:27 か

ら数声で、続けて三晩というのは初めてです。 

山下弘文 八王子4J 

 

 

 

 

 

 

 

八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 

 

 

 

エルニーニョ現象とやらの影響なのか、梅雨明けが遅れ、多雨と日照不足に加え梅雨があけても北の
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高気圧が優勢です。農作物のできばえが心配ですが、サシバの渡りも気になる季節。 

2003年、八王子を通過したサシバの羽数が激減しました。全国的にも同じ現象で、冷夏の影響で繁殖

がうまくいかなかったのではないかという見解もありました。 

今年は繁殖がうまくいって、たくさんのサシバが南にわたってほしい。サシバの渡り調査にも、たくさ

んの人が参加して南に渡るサシバを見送ってほしいものです。 

 

 粕谷会長の「鳥信の意義と内容」で、いままでどう鳥信をだしたらよいか不安だった人も、頭が整理

され、躊躇なく鳥信の投稿ができるのではないかと思います。鳥信を発信し会員相互に教えあうことで

興味と技術を向上するためのツールにもなります。積極的に鳥信を発信しましょう。 

蓄積した鳥信データは様々な活用がなされていますが、「ついに確認、八王子でイソヒヨドリの繁殖」も

蓄積した鳥信データをうまく活用した記事です。 

 

 １９ヶ所ある「オオルリ他夏鳥調査」の調査地。昨年は、参加者が多い松竹周辺と元八王子の２か所

を紹介しましたが、今回は、「初沢川」と「醍醐川上流」をとりあげ、新たに昨年から担当した浜野建男

さんと廣川潔さんに投稿していただきました。 

夏鳥調査地は、変化に富んだ自然豊かなコースが多くあります。自然の気配を全身で感じながらの調査

です。来年は、夏鳥調査にも参加してみませんか。 

 

（若狭 誠） 
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