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２５周年記念事業などについて 

粕谷和夫、今井達郎（聞き手） 

今井 カワセミ会がはじまって２５年、私が入って２３年。 いままで５周年、１０周年、１５周年、

２０周年とやってきたけれど、２５周年にこんなことをやりたいという構想をお話しください。 

粕谷 もう２５年たってしまったという感じですね。カワセミ会の活動は今でも会員の質の充実などを

考えるとまだまだ右肩上がりにあると思

う。そういう中での２５周年で何をやる

かは、現在２５周年実行委員会と幹事会

で検討を進めている段階ですが、企画展

を来年６月東急スクエアで開催すること

は決まっています。 

 

企画展について 

今井 今まで野鳥展（企画展）を４回やって

いるが、この前高幡不動でやったときは

よくここまでやれたなと感心した.。 

今度の２５周年もみんな期待しているし、立派なものになるのでしょう。 

粕谷 内容はこれから決めてゆきたいが、２年前から取り組んでいる東京都保全地域の野鳥調査は２５

周年の目玉としてぜひ入れたい。保全地域に野鳥がどういう役割を果たしているのか、調査期間が

短かったので不十分になるかもしれないが、まとめたい。 

あとは、大川さんから提案されている野鳥の繁殖についても非常に良い提案ではないかと思うので

そういう提案があったらとりあげたらどうかと思っている。 

会員の作品や野鳥の写真、調査パネルの展示も、どのような内容にするか検討してゆきたい。 

できれば展示を見てくれた人に「カワセミ会の活動や調査結果概要」をコンパクトに編集し、Ａ３

見開きの持ち帰られるような資料を渡したい。 

今井 資料がないと帰ったら忘れてしまいますね。資料もあとに残るし。 

粕谷 カワセミ会には編集がうまい人がたくさんいる。見せ方や編集はとても大事だと思う。 

今井 新しい若い気鋭な人も入ってきているし、多くの人に参加してほしいですね。 

粕谷 そう、いままで企画展をやるごとにカワセミ会のスケールが一回り大きくなってきている。 

そういうことからいっても５年ごとの企画展は非常に大事で、特定の人がやるのではなくみんなで

やることがとても大事なことです。 

 

企画展以外の内容について 

今井 企画展以外で考えていることは何でしょうか。 

粕谷 ２５周年全体としては、すでに動いているものもあります。 

９月２９日から長池公園で「八王子で見られる野鳥たちとその動向」と題した展示を実施し、来年

３月にはエコプラザで同様の展示を行います。 

７月４日には、「市民調査全国大会」で「野鳥の定期カウントを 20年続けると何がわかるか」とい

うテーマで発表しました。佐藤哲郎さんが作った分かりやすいパワーポイントが好評でした。 
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１２月４日立教大学で行う「タカの渡り全国集会」は、会として呼びかけた画期的なものです。 

今井 全体をまとめると大きなものになりますね。 

粕谷 今井さんから多大なご寄付をいただきましたが、これを基金にして野鳥のカラー図鑑を作ってみ

てはどうでしょう。ホームページとリンクすると非常にいいと思う。３０周年の時まで時間をかけ

て編集し、誰にも使ってもらえるものにするといいですね。 

今井 私なんかは思いもよらない企画で、お役に立てられればうれしいです。 

粕谷 それから、河川改修シンポジウム的なことをやりたい。 

特にワンドの大切さ、ワンドを守りながらの河川改修することについての勉強をする必要があると

思う。一番悲しいのは浅川大橋下流のワンド、長沼橋下流右岸のワンドがなくなってしまったこと。 

今井 多自然型の川づくりというのがあるはずなのに。 

粕谷 行政側と対立関係にならずにいかにわかってもらうか。知らないでやっているところがあるので。 

今井 普通の人はきれいになったとびっくりしているが、喜んでいられない話になっている。 

 

今後の会の運営などについて 

今井 カワセミ会はいい会になりましたね。今後の会の運営などはどのようにお考えですか。 

粕谷 カワセミ会の活動で一番誇るべきものは調査活動で、なんといっても継続させなければならない。

２０年くらいではまだ増えた減ったと議論できるデータじゃないんで、これを１００年２００年も

つづけてゆくことがすごく大事だと思っている。人間の方は寿命があるので次の世代の人に受け継

いでもらうことが大事なことです。２５年たつとすでに受け継いでいるところが何か所かあり、誇

るべきことです。ジュニアクラブをはじめたのも若い人を育てるという背景からです。 

今井 ジュニアクラブにもっと力を注ぐか。 

粕谷 また、全国を見れば同じことをやっている団体があり、そういうところとネットワークを組んで

いければと思う。その一環としてサシバとツバメのねぐらについてはネットワークしている。 

あとは、クマタカの営巣と高尾山にアカショウビンの夢。クマタカは営巣の環境をいかに維持して

いくかの問題がある。アカショウビンだって高尾山は人が多いといってあきらめずに、先ずサワガ

ニを高尾の沢にいかに復活するかがカギとなるし、このへんの勉強会ができたらと考えている。 

同様に、谷戸の田んぼを復活させてカエルやヘビが増えればサシバが営巣できる環境ができるし、

川のワンドもそうだし、環境を作ることと市民にわかってもらうことが最も大事な方向だと考えて

いる。 

 

いつまでも元気に活動してゆく秘訣は 

粕谷 今井さんは米寿をむかえて探鳥していることはすごい。 

今井 カワセミ会に入っていいことばかり。探鳥会では早起きし、鳥を見ればハッとし、よく歩くし、

そういうのがボケずに私の命をここまでつないできたもとじゃないかと思っている。 

私にとってカワセミ会はどういう会かということはこの会報に原稿を書いたので見てほしい。 

みんなが親切に教えてくれるし、親しくなれるし探鳥がとても楽しく、もう２４～５年たった。 

１１年間やったカウント担当も大変勉強になった。 

６月に行った山形のチョウセンアカシジミは良かった。じっくりと見られた。 

粕谷 今井さんなら１００歳まで可能ですね。                

 （記：若狭 誠） 
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２５年のあゆみトピックス 
 

２５年間のトピックスと、それにかかわった会員の一言です。 

今の活動につながるきっかけになったことや発見などのトピックスをピックアップ、 

これを年順に並べ２５年の歩みを追ってみました。 

 

第１回探鳥会（八王子カワセミ会の発足）1985 

 八王子カワセミ会の第１回探鳥会は昭和 60 年（1985）1 月 15 日に浅川の大和田橋から右岸堤防を長

沼橋まで行き、左岸堤防を大和田橋まで戻るコースで行いました。参加者は藤江豊、城所庫之助、城所

望子、城所京子、門口一雄、門口裕子、門口麻子、城所正久、粕谷寿美子、粕谷和夫の 10 名でした。

湯殿川出会いが工事中というメモが残っています。この第１回探鳥会の実施をもって、「八王子カワセ

ミ会」の発足としています。 

 第 2回は同じコースで同年 3月 17日、9名参加。カワセミが北野清掃事務所前で出るというメモが残

っています。第 3 回も同じコースで同年 5 月 12 日、13 名参加。カワセミが右岸長沼橋上流で出る、国

道 16号バイパスの新浅川橋開通というメモが残っています。（粕谷和夫記） 

 

カワセミ会の名称 1985 

昭和 60年（1985）に会を発足させるにあたり、名称を「八王子野鳥クラブ」とか、「八王子野鳥の会」

とか「八王子愛鳥会」というような平凡な名前を避けたかったことによります。野鳥の象徴としての「カ

ワセミ」、スター的な鳥としての「カワセミ」を会の名前に使うことにして、多くの人にこの会に関心

を持って頂く事をねらいとしました。反省として「カワセミだけを見ている会」と誤解され易い名前で

あったことです。 

その後、カワセミ会の活動領域を八王子市内だけでなく日野市を含む浅川流域に広げたので、名称も

2001年に八王子カワセミ会から八王子・日野カワセミ会と変えました。（粕谷和夫記） 

 

始めての遠出探鳥会（ブッポウソウを見る会）1985 

 昭和 60年 6月 2日（日）の早朝、6時～9時に津久井湖三井大橋で開催しました。三井大橋で営巣す

るブッポソウの雄雌が観察できました。参加者 5名（藤江豊、藤江輝子、斉藤高昭、榛沢務、粕谷和夫）。

天気晴で「朝食はカップラーメンを自炊」とメモされています。鳥合わせ結果は、ブッポウソウ♂♀、

ムクドリ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、セグロセキレイ、コジュケイ、トビ、ホオジロでした。

（粕谷和夫記） 

 

極楽寺でアオバズクの声を聞く 1986 

 八王子カワセミ会設立当時の会員城所庫之助氏は八王子市大横町の極楽寺の直ぐ近くに住んでいま

した。城所氏は夏の夜は極楽寺で営巣しているアオバズクの声が毎晩自宅に聞こえて来ると言っていま

したので、昭和 61 年（1986）年の夏のある夜、城所邸でアオバズクの声を聞く会を催しました。集ま

った会員は粕谷和夫、斉藤高昭、榛沢務、藤江豊の 4名でした。お酒を頂き、庭に出てアオバズクの声

を聞いたことが懐かしく思われます。その後、極楽寺の話によると営巣木が強風で倒れて無くなったた

め、アオバズクは来なくなってしまったとのことです。 

 

昭和 60 年代の八王子甲州街道繁華街のツバメの巣 1986～ 

 昭和 60年代までは八王子市内の甲州街道で JR八王子駅入り口から西へ向かい本郷横町（秋川街道口）

までは、八王子商店街の中心地で両側の歩道は完全にアーケードが整備されていました。このころはア

ーケードに人通りもおおく、終日買い物客で賑わっていました。粕谷はこの地域で昭和 61～63 年の 3

年間、ツバメの巣の調査をしました。61 年には 22 もの多くの巣を観察しましたが、62 年は 14 巣、63

年には 4巣と減少し、その後は営巣しなくなってしまいました。減少し、営巣しなくなった原因はよく

わかりませんが、甲州街道商店街の衰退とツバメの巣の減少がパラレルになっていることは事実です。

（粕谷和夫記） 

 

第１回公開探鳥会 1987 

 公開探鳥会とは、市の広報や新聞に開催記事の掲載を依頼して、市民に参加を呼びかける探鳥会です。

目的は多くの市民に野鳥についての関心を向けていただく事や会員の拡大を狙いとしています。第１回
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公開探鳥会は 1987年 2月 22日に鶴巻橋から松枝橋のコースで開催しました。当日は霙気味の悪天候で

したが、木村晴美氏、三好恒雄氏が参加し、即、カワセミ会に入会されました。その後も年 3~4回ペー

スで公開探鳥会を行っています。公開探鳥会で始めてカワセミ会と出会い、入会される会員が多くなり

ました。（粕谷和夫記） 

 

「ヤマセミ」営巣のこと 1987 

昭和 62年 4月下旬、多摩川滝山下の野鳥カウント調査の時だった。 

総合グランドの山側に河川工事事務所がある建物の裏側の赤土の絶壁の上方で「ヤマセミ」が出る穴を

発見した。そこで早速粕谷会長に伝え斉藤高明会員と確認に行った。それからほとんど 1日置き位に現

地にでかけ観察していたところ、近くの電柱に「ヤマセミ」が飛来し、しばらくすると又 1羽飛来した。

そして交尾をするのを観察した。その後巣穴に出入りを繰り返している。会長に報告すると、「営巣が

伝わるとカメラマンがきっと押しかけると思うので、ヒナが育つまでは誰にも知らせずにおこう」とい

うことになった。 

ところが翌月滝山下に野鳥カウントに行った時たまたま事務所の人に出会うと「先日カメラを掲げた人

が急な赤土の崖をよじ登っているのを発見した。急いで注意したのだが」・・・・・と云われた。望見

すると、巣穴の廻りが崩されていた。 

さては・・・と思ったが以来野鳥カウントの度に現地を観察したのだが、自分の担当中には遂に「ヤマ

セミ」は現れなかった。（三好恒雄記） 

 

第１回大晦日探鳥会 1987 

カワセミ会恒例の大晦日探鳥会の第 1 回は、1987 年（昭和 62）12 月 31 日の銚子で開催されました。

天気晴で、参加者は粕谷和夫、斎藤高昭、三好恒雄の 3名です。当日の鳥合わせ結果は以下のとおりで、

シノリガモ、チシマシギなどを観察しています。大晦日探鳥会は 1988 年以降の欠かすことなく毎年実

施されています。 

ウミウ、オナガガモ、シノリガモ、チシマシギ、ユリカモメ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、シロ

カモメ、ウミネコ、ミツユビカモメ、ハクセキレイ、タヒバリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス。

（粕谷和夫記） 

 

会報「かわせみ」創刊号作成のこと 1988 

会員十数名の組織の頃、粕谷会長宅の集まりで会員相互の交流と組織の充実の為「会報」の発行を提

案すると、早速賛同され、会長から編集長に指名されたのが 1988 年の正月頃だったと記憶している。

仕舞い込んでいたワープロを引っ張り出して何とか原稿が出来上がり、当時副会長だった藤江さんの会

社の印刷機で会員の榛沢さん、故田中英吉さんの 3人で朝から夜中までかけて印刷し後日会員総出で製

本し、その年の 8 月に創刊号が出来上がった時皆「やった！」と歓声を挙げてから 22 年が経過した。

そして 3代目の編集長となり、内容は実に会の発展を象徴する充実振りで、今創刊号を手にしていると、

走馬灯のように思い出が駆け巡る・・・ 

齢八十の坂をゆっくりと歩んでいる今日、カワセミ会の活動と発展を衷心より祈念してやまない。 

（三好恒雄記） 

 

会報「かわせみ」に広告 1988 

 創刊時の会報を紐解くと「ジャックル浦島屋」の広告が載っています。何故か疑問に思われる方もい

ると思います。当時の会報の印刷、製本は全て会員の手作りで当時カワセミ会副会長の藤江豊氏が経営

する「ジャックル浦島屋」の事務所と印刷機を無償で提供していただき、「その見返りという意味で広

告を掲載した」ということでした。（粕谷和夫記） 

 

ヒメアマツバメの越冬コロニーを始めて確認 1988 

 都市鳥研究会会報（Vol.5No.1、1988年 5月刊）に八王子市東浅川にヒメアマツバメの越冬コロニーが

あると掲載されました。早速現場に行き町田街道と京王高尾線の交差している所の京王線高架下（東浅

川小学校と元畜産試験場跡地の間）で確認できました。ここはイワツバメの集団営巣地でイワツバメの

巣の一部をヒメアマツバメが利用しているものでした。その後、このコロニーの追跡調査を八王子カワ

セミ会会員の川上恚氏が担当しました。 

 東浅川のコロニーは 1990 年に京王帝都電鉄が京王線高架下の空間を利用して２階建て住宅を建設し

たため 1994 年に消滅してしまいました。そのためか、約 3.5km 東側に位置する私立八王子高校（JR 西
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八王子駅付近）の体育館のイワツバメのコロニー内に東浅川のものと同程度のコロニーが形成されまし

た。しかし、ここも 2002 年に体育館の床を人工芝にするため天井から落ちて来るヒメアマツバメやイ

ワツバメの糞対策として体育館の周りに侵入防止のネットを張り巡らしました。このため、ここのコロ

ニーも消滅してしまいました。 

 今では JR 八王子駅構内のイワツバメのコロニー内などに分散していますが、ヒメアマツバメの人に

よる受難は今後も続くようです。（粕谷和夫記） 

 

ハクセキレイの集団ねぐらを始めて確認 1989 

 ハクセキレイは夜、集団ねぐらを作ります。当初 2 か所で確認されました。1989 年（平成元年）10

月に八王子カワセミ会の斉藤高昭氏により、西東京三菱北野ショップ（国道 16 号バイパスと北野公園

通り交差点付近）と 1990年 11月に八王子カワセミ会の田中英吉氏により八王子横山町三角広場（国道

20号と八王子駅北口西放射線道路交差点付近）で確認されました。その後毎月 1回のねぐら入り羽数の

カウントを続け、今でも JR 八王子駅北口のねぐらなどで月 1 回ではないがカウント調査を続けていま

す。 

また、セグロセキレイの集団ねぐらを 1996 年 11 月、八王子カワセミ会の関根伸一氏が発見しました。

場所は川町の桑畑で、12月に入り霜が降りて桑の葉が落ちてしまうとセグロセキレイの姿が見えなくな

り、ねぐらはどこへ移動したか今でも確認できていません。（粕谷和夫記） 

 

浅川の野鳥基本 50 種の作成 1989 

 1989年（平元）4月、初心者向けの野鳥識別解説書を作成しました。浅川流域で観察できる野鳥の中

から基本種を 50 種選び、それぞれに簡潔な説明文と図をつけた冊子（B5 版 10 頁）です。同年 4 月 28

日の読売新聞多摩版にこのことが取りあげられ、5月 14日に浅川（大和田橋～長沼橋）で開催される探

鳥会参加者に配布すると記載されています。その後パンフレットは「浅川の野鳥 54」として改定され活

用されています。（粕谷和夫記） 

 

第１回野鳥観察指導（支援）の実施 1990 

 1990年 1月 27日に八王子市立楢原中学校 PTAの依頼を受けて、浅川の鶴巻橋～松枝橋のコースで探

鳥会の支援を行いました。カワセミ会による野鳥の観察指導（支援）はこれが第１回で、その後は八王

子市・日野市内、近隣の市内の小中学校や各種の他団体から多数の支援依頼を受け、現在に至っていま

す。これらの指導（支援）は会員のボランティ参加を基本としていて、主催者から謝礼が出るもの、出

ないものなど様々ですが、謝礼を頂いた場合はカワセミ会の一般会計に寄付という形で繰り入れていま

す。（粕谷和夫記） 

 

カワセミ会のシンボルマークの制定 1990  

 1990 年（平 2）、会員の片桐文一氏が作成したシンボルマークがカワセミ会のシンボルマークとして

採用することが幹事会で決定しました。（粕谷和夫記） 

 

バードガイド  1991 

 探鳥会で初心者に野鳥の説明をするために図鑑より現実見のある実物大の教材があったらいいなと

思い、粕谷が小山万太郎会員に相談したところ、小山会員が薄型の模型を作ってくれました。1991年（平

成 3 年）のことです。浅川でよく見られる 50 種が作成されカワセミ会に寄贈していただきました。名

称をどうしようかと迷いましたが、野鳥の説明用ということでバードガイドと呼ぶことにしました。今

では小学校で野鳥の観察指導に使うだけでなく、イベントや浅川で見られる野鳥の展示などでも活用さ

れています。（粕谷和夫記） 

 

浅川わくわくワークショップに参加 1991 

 1991年、八王子青年会議所の提唱で浅川わくわくワークショップが開催されました。ワークショップ

は 3月から 7月までフィールドワーク、デスクワーク計 8回開催されました。参加団体は八王子ランド

マーク研究会、八王子カワセミ会、浅川地区環境を守る婦人の会、浅川勉強会、高尾・浅川の自然を守

る会、多摩川漁協八王子支部、日野清流会、八王子青年会議所の 8団体でした。成果品として残ってい

る「浅川わくわくマップ」には以下のようなまとめが記載されています。「浅川に思いを巡らす人々が、

平等の立場で互いに他の意見を尊重しながら語り合う場を作りたい。そんな思いを形として現したのが

『浅川わくわくワークショップ』なのです。」（粕谷和夫記） 



 7 

八王子市の鳥選定 1991  

 八王子市の鳥が「オオルリ」だと言う事は今では八王子市民の多くが知るところですが、八王子市制

75 周年の記念事業の一環としてカワセミ会の要望が叶い制定されたのは 19 年前、あと 6 年をもって市

制百周年を迎えると思うと感慨深いものがあります。 

当初カワセミ会では身近な鳥としてカルガモを推薦しましたが十人から成る委員の大半は観光的にも

有名な高尾山で見られる珍しい鳥がいいのではと推す声が多く出ました。選定会議の中で五種が選ばれ

市民投票の結果、一位オオルリ、二位カルガモという結果に落ちつき、それを機に毎年オオルリの夏鳥

調査が恒例となりました。 

当初 25 羽を数えたオオルリも年を数える毎に増え、またオオルリを見る探鳥会も一般公開され多くの

市民の市の鳥に対する興味が高くなって来たのは喜ばしいことと思います。私もいずれ孫を連れてオオ

ルリを見に行けたらと楽しみにしています。 

八王子市がオオルリの生息しやすい緑豊かな自然環境を推進していくことを願います。（木村晴美記） 

 

オオルリ調査開始（現在は夏鳥調査） 1992                             

1991 年に八王子市制 75 周年を記念して市の鳥にオオルリが決まったが、市内にオオルリがどれくら

い渡ってきて営巣しているのか皆目見当がつかない。「市の鳥制定の要望書」を提出した当事者として、

市内のオオルリの概要を知っておく必要があるのではないか。また、オオルリが生息する広い山域をく

まなく調査するのは、多くの会員を有するカワセミ会が最適だとのことで、翌年（1992年）から挑戦す

ることになった。 

調査方法は、林道などを歩き姿や鳴き声で確認できるものをカウントすることとし（♀は外す）、地図

を広げ分担地域を決めた。調査時期は、渡って来て直ぐの縄張り宣言？から子育ての 6月までのよく鳴

く期間とした。 

私は、山登りが得意とのことで、陣馬街道の関場から和田峠までの左側の沢筋を担当することになった。

当時はオオルリの鳴き声による識別に自信がなく、姿で確認しようと鳴き声のする方向を見定め、双眼

鏡や望遠鏡で見て確かめ、早朝から夕方までかかり 2 羽確認した（現在は年 3 回実施し 4～6 羽確認し

ている）。 

オオルリ調査の楽しみは、ヨモギ採りと新緑の中の森林浴登山である。山奥の林道脇に生える柔らかな

ヨモギを摘み、草花を見ながらの探鳥は格別である。（門口一雄記） 

 

サシバの鷹柱を始めて観察 1993 

 粕谷は秋のサシバの渡りルートが八王子にも有るに違いないと思っていたが、なかなか証明できませ

んでした。1993 年 9 月 26 日にそれを証明するための観察を 4 か所（陣場山頂、高尾山金毘羅台、滝山

城跡、八王子城山）で行いました。当日は前日の曇天から一変して快晴となりました。12時近く、滝山

丘陵国民宿舎前に陣取った滝山班が滝山丘陵の上空を鷹柱となって旋回しながら上昇し、南西方向に向

かった 100羽のサシバを捉えました。ここで始めて鷹柱に出会った粕谷は興奮気味で他の観察地の担当

にアマチュア無線で連絡をしました。その結果、八王子城山班は小仏峠方向に進む滝山からの一部を捉

えることができました。 

 その後、1994 年から毎年秋の渡りの数か所で定点カウントを実施して今日に至っていますが、1998

年 10月の北浅川（大沢橋~陵北大橋間）の定期カウントチームが松竹公園で 465羽のサシバに出会いま

した。（粕谷和夫） 

 

オオタカの巣を始めて確認 1993 

 1990 年代になって八王子でオオタカの営巣を始めて確認したのは 1993 年で天合峰を守る会の小池清

氏によって天合峰で確認されたものです。この年同巣で 3羽の巣立ちが確認されました。次いで 2番目

の巣は 1994 年で、八王子市堀の内の宮嶽谷戸のモミの木に架けられた巣を八王子カワセミ会会員粕谷

和夫、馬場裕氏、馬場百合亜氏が野鳥観察中に見つけました。しかし、この巣はその後の強風で巣ごと

地面に落ちてしまい、割れた卵が確認されました。ここのオオタカは翌年の 1995 年には前年の営巣木

モミから沢を挟んで約 50ｍ東のコナラの若木に営巣し、2羽が巣立ちました。 

 オオタカは密猟者やカメラマンに巣を狙われるため営巣状況を公表できないという悩みがあります。

そのため、1997年に八王子カワセミ会、多摩丘陵の自然を守る会、宇津貫みどりの会の有志が集まり「南

多摩オオタカ・里山連絡会」を発足させました。この連絡会の目的は「東京南西部の南多摩地域とその

周辺のオオタカ等の危急種及びオオタカが住む南多摩の里山とその周を守るための諸活動を行う」と規

約に明記されています。この連絡会はオオタカとオオタカが住む里山の保護に関する情報の交換を今で
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も細々と続けていて、2009年には東京都環境局自然環境部長から「東京都における希少猛禽類繁殖状況

情報提供について」という依頼を受けて、八王子のオオタカの繁殖状況を提供しました。（粕谷和夫記） 

 

浅川にカンムリカイツブリ 1993 

 会報かわせみ 11 号、故田中英吉氏の「カンムリカイツブリ観察記」によると、5 月 3 日暁橋上流で 1

羽のカンムリカイツブリを発見、しばらくその場所にいたが 5 月 25 日以降は水管橋下流、大和田橋下

流付近に移動、7月初めの大雨以降は姿が見えなくなったとのことです。（会報かわせみ 11号） 

 

八王子グリーンフェスティバルに参加  1993 

 1993 年（平 5）5 月 9 日、富士森公園で開催されたフェスティバルに参加し、バードカービング、野

鳥写真、巣箱などを展示するとともに、フィールドスコープで野鳥観察の指導を行いました。その後、

場所が八王子市役所裏の浅川河川敷に移され、さらに JR 八王子駅北口西放射線通りに移され、名称も

環境フェスティバルに変更されましたが、カワセミ会は毎年継続して出展しています。（粕谷和夫記） 

 

10 周年記念植樹 1994 

カワセミ会の 10 周年記念に「やまざくら」を植樹することとなり、門口一雄さんと担当、早速やま

ざくらの苗木探し、植栽の染井吉野は有るも、やまざくらの取り扱いがなく、南浅川の植木屋に取り寄

せてもらった。場所は門口さんが交渉、小田野中央公園とし、4 月の探鳥会に合わせ、皆で汗だくで植

樹、早速植樹を囲んで乾杯した。以来、4月は小田野解散のお花見探鳥会が定着した。（川上 恚記） 

 

バードソンの開催 1994 

 「バードソン」は自然保護先進国であるイギリス発祥の競技で、バードウオッチングと野鳥保護のた

めの募金活動を組み合わせたイベントです。 カワセミ会は発足 10周年記念として発行した「数え上げ

た浅川の野鳥」の資金をバードソンにより捻出しました。1993年の 12月に予行演習を行い、1994年 12

月 4 日に八王子市・日野市内の終日バードウオッチングを 10 ブロックに分けて一斉に行い、67 種の野

鳥を観察して、234口のスポンサーから 131万円の募金を集めることが出来ました。（粕谷和夫） 

 

「人と野鳥・共に生きよう浅川で」宣言 1995 

 八王子カワセミ会の結成 10 周年の記念事業の一つとして、記念式典を 1995 年（平成 7）11 月 12 日

に八王子労政会館で開催しました。当日は津戸英守氏による記念講演「多摩川の野鳥今昔」などがあり、

「人と野鳥・共に生きよう浅川で」と題した宣言文が全員一致で採択されました。（粕谷和夫記） 

 

川口町の丘陵でフクロウの巣 1995 

 1995年 5月、八王子カワセミ会会員の福島弥四郎氏が川口の丘陵にフクロウの巣があるので確認して

欲しいと連絡がありました。行って見ると川口町の南側の丘陵を上って行き、尾根に近い桜の古木の根

元の洞穴に白い産毛の雛が２羽いましたので、確認して直ぐ退散しました。（粕谷和夫記） 

 

第１回四季の会（野鳥の声を聞く会） 1995 

 四季の会（谷合侑代表）から視覚障害者の探鳥会（野鳥の声を聞く会）の支援依頼があり、第 1回の

野鳥の声を聞く会が 1995年 5月 13日に高尾山の 4号路（ケーブルカー山上駅から深山橋まで往復）で

開催されました。視覚障害者の両側にボランティアの支援者がつくハイキングで、カワセミ会のリーダ

ーが班に分かれてオオルリ、キビタキ、カラ類などのさえずりを解説しました。その後、毎年 5月の第

3 土曜日に開催されるこの会の支援を依頼されていましたが、四季の会のメンバーが高齢になり、高尾

山に行くのが困難になってきたということで、今では開催されていません。（粕谷和夫記） 

 

ツバメ集団ねぐらの発見 1996 

八王子･日野カワセミ会が多摩川のツバメ集団ねぐら調査に始めて取組んだのは 1995年で、多摩川の

秋川合流付近から谷地川合流付近で調査し、ＪＲ八高線鉄橋付近でねぐら入り前の約 1000 羽のツバメ

の飛翔を確認しましたが、ねぐらの場所を特定することが出来ませんでした。1996年は数名で、アマチ

ュア無線を使い調査し、拝島橋下流約 1kmの左岸昭島側のヨシ原中のラジコン飛行場周辺に集団ねぐら

が形成されていることを確認しました。 

その後、カワセミ会として組織的に調査を開始し、多摩川右岸（八王子側）日野用水堰（昭島側ねぐら

の対岸）上流の中州にも大きなねぐらがあることを発見し、2003年には 2万羽を超えるねぐら入りを確
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認しましたが、2005 年以降は消滅してしまいました。2002 年にカワセミ会の呼びかけで多摩川で活動

している野鳥関係の市民団体を構成団体とする「多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会」を立ち上げ、

今でもこの連絡会のメンバーとともに復活の願いを込めて集団ねぐら探しを毎年行っています。 

（粕谷和夫記） 

 

野鳥撮影のマナーで喚起 1996 

 1996年、府中市浅間山で野鳥の写真を撮っている人のマナーが悪く、そこで探鳥会をしていた府中野

鳥クラブのリーダーが注意したところ、カワセミ会の会員だと名乗ったとのことでした。この知らせを

受けて、本当にカワセミ会の会員であったかどうかは確認できなかったが、残念なことであり、今後再

びこのようなことが起きないように会員全員に対し、「自然の中で鳥にやさしく」という異例の注意喚

起書を送りました。（粕谷和夫） 

 

東京都緑化功労賞受賞 1996 

1996年 5月 19日、第 47回全国植樹祭が東京都（東京湾のゴミ埋め立て地）で行われ、カワセミ会は

東京都知事から緑化功労賞という知事表彰を受けました。（粕谷和夫記） 

 

ハイイロチュウヒの越冬 1997 

1997 年の 1 月 12日、確か冬鳥一斉調査をした日でした。谷地川の中流から、会員の O 夫妻、N 夫妻

と私の 5人で、時間をかけて谷地川を下って行きました。新旭橋を過ぎ、終着地である谷地川浄化施設

まで来ると、枯れたススキ等の草原の上を、茶色い大きな鳥が舞飛んでいました。私は初めて見たので

すが、その大きさ、草原の上を低く飛び、特徴的な V字形の翼の開き方から、それがチュウヒであるこ

とは、容易に判りました。暫く全員で見ていましたが、やがて N婦人が尾の横斑等の特徴から「ハイイ

ロチュウヒの雌ではないか」と言われました。私は細かい知識もなく、結論の出ぬままその日は散会と

なりました。しかし、当時のノートには、１，尾の腹側に 3本の黒い横線、２，尾の背面付け根に白線 、

３，腹が黄みがかった地に黒い斑模様等の特徴を記録しています。 

後日、確認をして頂いた F会員から、ハイイロチュウヒの雌に間違いがないことを確認して頂きました。 

 その後 2月の中旬まで、この地に留まっていました。当時、谷地川浄化施設を中心とした多摩川の河

川敷に行けば、ほぼ確実に観察できましたが、印象的なのは、当時通勤ルートにしていた、日野市新町

の北端から、見るハイイロチュウヒです。この地は、多摩川に向かう北側が、高さ数十メートルの崖の

上なのですが、そこから、数百メートル北側の多摩川の河川敷を、ゆったりと飛ぶハイイロチュウヒを

毎日のように見ることが出来ました。肉眼で確認できたのです。 

そして、その年の 3月 9日、カワセミ会の月例探鳥会で、当地から数キロ上流の滝ヶ原グランド周辺で、

大勢の方と共に見送ったのが、最後となりました。（神谷古牧記） 

 

小宮公園にヤツガシラ出現 1997 

平成 9年 2月 6日 晴天 午前 10時 30分 日課のワンちゃん散歩コースの公園で、思いがけなく「ヤ

ツガシラ」と出逢いました。 

公園管理事務所前の広場西側、列植されたサワラがあり、その地面で採餌しているスマートな黒白の縞

模様の綺麗な鳥に、目がクギ付けになりました。 

「えっ、ヤツガシラっていう鳥だったかなぁ？でも、なんでこんな所に？」 

図鑑で特徴のある鳥だとぼんやり覚えていただけで、実際目の前の鳥に出逢ってとまどい確信がもてな

い私でした。 

すぐ、事務所に駆け込んで鳥の本を開きました。「ヤツガシラ」だと確信、所長さんにも知らせました。 

時々大きな目立つ冠羽を立てては閉じて、採餌に忙しそうで、近くに犬を連れた人が通っても飛び立た

ず、人をあまり恐れない、野鳥らしからぬ「のんびりやさん」のように感じました。 

この鳥の出現で、カメラマンや鳥見の人たちでいっとき静かな公園が賑やかになり、マナー面でご近所

から苦情も出たほどでした。 

その後、私はその日から 3月 1日までたびたびこの珍しい鳥を観て楽しむことができました。 

（本島てるみ記） 

 

第１回篠刈探鳥会 1997 

 宇津貫みどりの会は、八王子ニュータウンに残る雑木林（残存緑地）の手入れをボランティで取組ん

でいます。手入れ作業の内容は雑木林の篠を鎌で刈る仕事です。1996年、東京都緑の推進委員の会でこ
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の篠刈作業に参加の呼掛けがありました。そこでカワセミ会としても年 1回くらいは探鳥会を兼ねた篠

刈を行って、ニュータウンの緑を守るための協力ができないだろうかと思い、同年 3 月 30 日、粕谷が

下見をしました。当時、八王子ニュータウンは造成中でした。みどりの会が手入れをしている場所は丘

陵と谷津田で構成される里山で、傾斜地に雑木林が残り、田んぼ跡はホタルの湿地がありました。雑木

林は篠刈が終わった所と未だの所が歴然としていて、終わった所にはスミレなど春の野草が花を咲かせ

ていました。みどりの会もカワセミ会の参加に協力的で、翌年の 1997 年 2 月 2 日に第１回篠刈探鳥会

を両会の共催で開始し、今でも 2月又は 3月に継続して実施しています。内容は前半が探鳥会で後半に

雑木林の手入れ作業で、「緑のために汗を流す探鳥会」が実現しています。（粕谷和夫記） 

 

高尾山でブッポソウを観察 1997 

 1970 年代まで毎年高尾山にやって来て営巣していたブッポウソウは 1980 年代後半から高尾山では完

全に姿を消してしまいました。そのブッポウソウが 1997年 5月 17日の八王子カワセミ会の高尾山探鳥

会で観察できました。１号路を登って行き、金毘羅台に向かう階段から見たケーブルカｰのある尾根の

葉の無い木の枝に 1羽の鳥が止まっていました。フィールドスコープで確認するとブッポウソウでした。

渡りの途中のものと思われます。（粕谷和夫記） 

 

巣から落ちたチョウゲンボウの野生化 1997 

 1997年の 8月、八王子横山町のビル 4階の換気口で、繁殖したチョウゲンボウの雛２羽が落ち、猫に

狙われた所を保護。都林務課へ届け飼育許可を得て約２ヶ月、鷹匠のご指導を受け、最初は砂肝、成長

によってウズラを毎日与え、さらに飛翔訓練と餌捕り訓練を行ったがその飼育は大変苦労だった。10月

の好日昼ごろ、新浅川橋下流右岸で、大勢が立会い放鳥、2 羽とも空高く舞え上がり、旋回後、八王子

駅方面へ飛び立ち、無事野生化し安堵した。（川上 恚記） 

 

イワヒバリ越冬地発見とその調査立会 1998 

 1998年「平成 10年」11月 29日私が友人 3名と普段と同

じように奥多摩に探鳥に向かった。いつものように奥多摩

のある場所を探鳥中 5・6羽のイワヒバリが脇の石垣に生え

た苔に止まり何かを啄んでいた。その中の 1 羽が足に黄色

と薄紫色の標識を付けていたのです。標識はカラーリング

だった。そこで帰宅してから翌日 30日に山階鳥類研究所へ

電話で聞いてみたところ上越教育大学自然系理科の M・N

先生のグループが研究している事が判明した。 山階鳥類

研究所が M・N 先生に連絡していただき、折り返し先生よ

り直接私に連絡がありましたので状況を説明したところ、

大変驚き、又喜んでも戴きました。まさかイワヒバリの越冬地が奥多摩にある事を知らなかった為のよ

うです。すぐに場所の地図を依頼されたので送りました。早速調査に行きますとの事でした。イワヒバ

リは乗鞍岳で捕獲して体重測定、大きさ、血清を取り、戸籍化をはかりカラーリングで区別して放鳥し

たそうです。カラーリングは両足に付いており、右足には環境庁のアルミリングが付いております。先

生の話ではこの場所は一大越冬地です。との事でした。 

全国に判明している越冬地は 6箇所あるとの事でした。これが私のイワヒバリとのお付き合いの切っ掛

けでした。その後 12月 20日に奥多摩で初めて先生とグループの学生達に逢うことが出来た。先生達は

環境庁の許可を得てかすみ網を使用してイワヒバリを捕獲しての調査を行っていた。このとき私は生ま

れて初めてイワヒバリに触らせて貰い感激した次第です。その日は調査の様子に立ち会った。それから

1999 年「平成 11 年」2 月 20 日にも同大の学生達に逢い、1 羽を捕獲し調査して放鳥する場面に立ち合

った。3 月 6 日にも学生達に逢ったがこれを最後に調査は終了したようです。後日何回も同場所に探鳥

に行ったがイワヒバリはいたが調査は行われていなかった。後日、先生からイワヒバリの剥製や調査資

料、など送っていただき感謝しています。剥製はバードカービングの参考になりました。毎年 1・2 回

は奥多摩へイワヒバリを目的に探鳥に出かけております。 

 今年 2010「平成 22 年」４月に行ってみたがイワヒバリはいませんでした。このときにはセンダイム

シクイ（初認）が盛んに鳴いていました。 （福本順吉記） 
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「ツバメ Q＆A」作成の思い出   2001 発刊  

カワセミ会結成 15周年事業が終わって直ぐ、会長から次の 20周年に向けた取り組みとして「ツバメ

の巣探し」に挑戦しようとの提案があった。その一段としてツバメを知るため「ツバメ Q&A」の作成を

幹事会で決定し、実行委員会を立ち上げた。 

ツバメについて疑問に思うこと、分からないこと、知りたいことなどの質問「Q」を会員にも呼びかけ

数十個の「Q」が集まった。素人の私達に出来ることは、研究者の方々が書いたことを忠実に引用し「Q」

に対して適切な答え「A」を書くことである、と決めてからは気が楽になった。各委員が分担し、ツバ

メのいろんな文献のコピーを持ち寄り、みんなで一問一問検討するうち、ツバメのことが少しずつ分か

り委員会は楽しく盛り上った。 

冊子の挿絵を三好さんと、鳥の絵を描き始めたばかりの倉本さんに無理を言ってお願いし、沢山の作品

を描いていただいた。倉本さんからは「これがきっかけで絵に没頭し、私の今がある。」と感謝されて

いる。 

この Q&A 作成でツバメについて自信がつき、次のツバメの巣探しや子育て観察へと進めたと思う。ま

た、日がたって日本野鳥の会から、ツバメ Q&A を使わせてくれとのことで使用料を頂いたことには驚

いている。（門口一雄記） 

 

ツバメの巣の全域調査 2001～2002 

早いもので八王子･日野地区でのツバメの全域調査から 10 年が経過している。地域を 20 分割して半

分ごと 2001 年 2 年の 2 年に分けてローラ作戦で行った。目的はどのくらい巣があるかの資料を蓄積す

ることと、野鳥に対する思いやりや住みよい環境とは何かを考える機会にしようとの事であった。調査

は暑い時期でもあったが、各班住宅地図を片手に受け持ちの区域をくまなく数回回って調査した。踏査

中不審者に間違われないようにツバメ調査中のプレートを着用したが、ツバメの巣は軒先などの見えに

くいところに多く覗き込まないと見えないため不審者と間違えられたり犬にほえられたりもあった。ネ

ットなどでカラス避けや蛇避けの工夫をした家も見られ冷たいお茶をいただきながらツバメの話をお

聞きしたりすると多くの家で愛されているのが感じられた。調査を続けているとツバメの飛ぶ動きを見

て巣の位置がほぼわかるようになってきて、ますます調査に熱が入ることになった。会員が力をあわせ

熱心に調査をしたのが懐かしく思い出されます。（大川征治記） 

 

ツバメ営巣調査 2001～2002 

二十数年前、鳥好き仲間数人が集まった鳥見。いまでは、あちこちで

観察会も開かれバードウォッチングという言葉も聞くようになった。当

時は三脚にスコープを付け持ち歩いていると、不審な目で見られたり何

を覗いているのかと問いただされたり肩身の狭い思いであった。 

ツバメはご存知のように家屋の軒下など人が多く行きかう場所で巣

を作る。天敵であるカラスからヒナを守るため人間を用心棒にしている

のである。昔は、外からも良く巣が見えた。当然、天敵であるカラスか

らも良く見える。しかし、ツバメも賢くなっていて直接見えない位置に

巣をつくるようになった。巣を見つけるには、ポーチの裏側とかを覗き

こまないとなかなか見つからない。必然と敷地内に進入するわけである。

それでなくともスコープを持ち市街地をうろついていると要注意人物

である。当然何度もおまわりさんに呼びとめられ職務質問を受けた。 

調査の結果は、八王子・日野市域で 2,042個の巣が確認された。日野市域では、市在住の谷氏が 1991

年から 1998 年に調査された記録があり、この結果と合わせＧＩＳに入力。10 年間で比較すると、駅周

辺、幹線道路沿いに多く確認されていたが、10年前に比べると散らばり傾向が見られます。住宅が増え

市街化が進んだのが一因かと思われますが、ツバメの巣からも市街化の進み具合がわかるようです。 

                                                    （阿江範彦記） 

 

紙芝居「カワセミさんとオオルリ君」の制作 2002 

 カワセミ会にはプロのなみのデッサンの名手もいらっしゃいますが，私は自他共に認める画才ゼロ。

紙芝居を制作するので１枚描いてほしいとの提案は，そのまま当時高校生だった長女に丸投げしたので

した。 

野鳥観察を通じて感じる日ごろの「おもい」を鳥を通じて子供たちに伝えるため，また，小学校の総合

学習の時間などでの活用も想定して紙芝居が企画されたのは 2002 年のことでした。粕谷会長によるカ
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ワセミさんとオオルリ君の会話を軸とした

原作がまず完成，これに合わせた計 16枚か

らなる絵を 11 名で分担描画することにな

りました。その結果，出来上がった紙芝居

は１枚１枚のタッチがさまざま，それがま

た味のある仕上がりとなりました。ちなみ

に娘の担当した 3 枚はいわゆるヘタウマ，

（丸投げした親が言うのもなんですが）上

手な絵とは対極ながら漫画的で子供受けす

るものとなりました。 

紙芝居の上演には語り手が必要ですが，こ

こでもカワセミ会は何組かの人材に恵まれ

ていて，とくにＹ夫妻の息の合った語りに

は定評がありました。この紙芝居，今日で

も本会ホームページで公開されているとと

もに，子供向けのイベントで活躍していま

す。 

右の絵は、紙芝居の少し後に長女が谷津

干潟にいった時に描いた絵が出てきました

ので，ご愛嬌に添付します。 

 （宮越俊一記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数え上げた浅川流域の野鳥２の発刊 2006 

会発足 20 周年事業のひとつとして、カウント記録をまとめることが決まった。記録のまとめは 1996

年 2月に発刊された「数えあげた浅川の野鳥」に続くものであり、この記録はそのほとんどを会長がま

とめられた。今回は、一人でも多くの会員で分担、協力して行うこととなり、公募や指名などで 8名の

編集委員を中心に 18名の会員の協力を頂いた。 

平成 17 年 9 月 24 日の第 1 回編集委員会から平成 18 年 2 月 25 日まで 6 回に及ぶ編集委員会。その後、

データの取りまとめ、印刷会社に入稿、平成 18年 4月 12日の最終校正まで 200日間に及ぶ作業であっ

た。 

編集は、多くの会員たちが継続して数え上げた貴重なデータを基に進められた。言葉の定義から始まり、

章立て、書式の標準化、原稿の作成、写真の準備、校正など。会議では、こだわりのある方も居られ予

定とおり作業が進まなかったり、突然の豪雨で中断したり、パソコンの操作方法で寄り道したりしまし

た。 

色々な考え方をもっておられる複数の会員で一つの冊子をまとめることの難しさがあったような気が

しますが、今では、面白さが残った発刊でした。 

このような場面があった場合は是非参加されることをお勧めします。面白いですよ。 

（阿江範彦記） 
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「市民調査全国大会」レポート 
         浜野建男 

はじめに 

 COP10  生物多様性条約第１０回締約国会議が 2010年 10 月、愛知・名古屋で開催され、世界各国か

ら約 8,000名 （各国政府関係者・国連関係者・NGOなど）が参加予定です。  

 この開催を盛り上げるため、（財）日本自然保護協会が開催

した、地域の自然を守る市民調査活動について発表する「市

民調査全国大会」が 2010年 7月 3日、4日に開催されました。

我々カワセミ会は 25周年記念行事の一環として、参加 65団

体の一つとして粕谷会長が「野鳥の定期カウントを 20年続け

ると何がわかるか」というテーマでプレゼンテーションを行

いました。その模様をレポートします。 

 
会場 

 代々木公園に隣接した国立オリンピック記念青少年総合センターで行われました。このセンターは東

京オリンピックの選手村の跡地を利用して昭和 40年に作られた青少年教育施設で、非常に広い敷地に複

数の大きな建物があり、今回もたくさんのイベントが開かれているようでした。 

 
発表 

 7 月 3 日は基調講演、分科会が行われ、市民調査の発

表は 7月 4日に行われました。会場はセンター棟 5階の

6つの研修室、そのうちの１つがブース発表（展示）、３

つの研修室が口頭発表の会場となりました。粕谷会長の

発表は「まち・里の活動」の午前の部の 5番目、12:20-12:40

でした。発表内容は以下のとおりです。 

 ・カワセミ会概要 活動内容などの紹介 

 ・野鳥定期カウントの実施状況 

 ・数値が示す野鳥の動向 減少した野鳥、増加した野鳥、数に変化の無い野鳥 

 ・野鳥の減少した原因は何か 河川改修によるワンドの減少など 

 ・野鳥定期カウント継続の意義 自然保護活動、会員への動機付け、一般市民への啓蒙 

 ・今後の課題 調査精度向上、後継者、データ解析方法、他団体との連携 

 ・質問 －ガビチョウが増えて、他に減った鳥は？→特になし 

     －カウントの方法は？→厳密なラインセンサスではなく、見える範囲、声でもカウントする 

     －データ提供して役立った事例は？     －ヨシとオオヨシキリの関係 

 
感想 

 会場となった研修室は 25名程度で一杯になる広さでしたが、熱心な聴講者も多く粕谷会長がプレゼン

されているときは立ち見の方もかなりおられました。また前後のプレゼン（井の頭バードリサーチ、龍

ヶ崎バードウォッチングクラブ）も野鳥にかかわるもので非常に興味深く聞くことができました。粕谷

会長もプレゼンで触れておられますが、他の団体との交流も大変有意義ではないか思います。粕谷会長

は説明の最後にこう述べられています。「20 年程度のデータでいろいろものを言うのはまだまだおこが

ましい。百年ぐらいのデータ蓄積が必要と思っており、継続は力なり、を今後も実践していきたい」 
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野鳥の定期カウントと 20 年続けると何がわかるか 

粕谷和夫 

2010 年 7 月 4 日に（財）日本自然保護協会主催の「市民調査全国大会」で「野鳥の定期カウントを

20年続けると何がわかるか」というテーマで発表しました。カワセミ会では、 河川（浅川、多摩川）、

丘陵地、山地という幅広い環境で毎月１回の野鳥定期カウントを 20地区で実施しています。定期カウン

トを開始した時期は地区により異なりますが、1990年から浅川、多摩川、都市公園をほぼカバーできる

体制が整いましたので、2009年までの 20年間の野鳥の動向を分析してみました。 

 分析方法は種類別に定期カウント各年の最大出現月の羽数を年次別にならべて、グラフ化し増加傾向

にあるか、減少傾向にあるかをみるという単純な方法です。20年という短い期間で増減を判断するには

無理があるかも知れませんが、結果をまとめると以下のようになりました。20年の継続カウントの成果

です。 

 

 明らかに減少傾向を示した鳥：マガモ、カルガモ、コガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、ミコアイサ、

ユリカモメ、カッコウ、ヒバリ、オオヨシキリ 

  

やや減少傾向を示した鳥：カイツブリ、イソシギ、キジバト、アカゲラ、ヤブサメ、ヤマガラ、スズメ、

ハシブトガラス 

 

やや増加傾向を示した鳥：ダイサギ、トビ、ノスリ、オオタカ、バン、オオバン、イカルチドリ、ホト

トギス、ヒメアマツバメ、カワセミ、イワツバメ、モズ、ミソサザイ、キビタキ、オオルリ、ウグイス 

 

増減の少ない鳥：コサギ、キジ、コチドリ、キアシシギ、アオゲラ、コゲラ、ツバメ、コシアカツバメ、

キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、カワガラス、クロツグミ、ツグミ、エナガ、

ヒガラ、カシラダカ、アオジ、カワラヒワ、イカル、ムクドリ、ハシボソガラス、コジュケイ 

 

 カモ類は全て減少傾向を示しました。しかし、トビ、ノスリ、オオタカのワシタカ類はやや増加傾向

を示しました。以下に「減少傾向を示した鳥」の代表として、オナガガモの例を示します。オナガガモ

は 1990年に 1000羽を超えましたが、がその後減少をし続け、2009年には 2羽しか観察できませんでし

た。信じられないような減少傾向です。下表と下グラフがオナガガモのデータです。他の鳥も全て種類

別にこのような表とグラフを表すことにより、種類別の増減や地域別の増減を捉えることができます 
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このように野鳥のカウントを定期的に継続して実施すると、当該地域における野鳥の動向を「数値」

で捉えることができます。野鳥は生態系の上位を占める生きものであるため、増えたか減ったかという

動向が自然環境が良くなったとか悪くなったというようなことを反映するといわれています。このため、

野鳥の定期カウントは、「自然環境のモニタリング」の役割を果たしているといえます。このような活動

を市民が皆んなで取組み、その結果を記録して公表することは、一つの「自然保護活動」であると位置

づけられます。 

 

 

 「継続は宝なり」です。今後も皆で取り組んでいく課題を以下に列記します。 

(1) 精度の向上： 調査（観察）結果の信頼性を高めるためには野鳥の識別力の向上が必要です。 

(2) 後継者の確保：担当者が年々高齢化していくので、後継者を育て、次代に活動を引き継いでいくこ

とが大切です。 

(3) データの解析方法の開発：蓄積されたデータを自然環境保全にどう活用するか、専門家の支援を受

けてデータの解析を行うことが必要です。 

(4)他団体との連携：同様の活動をしている全国の他の団体と交流、連携して定期カウント活動の充実強

化を図りたい。 

 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
浅川・大沢-陵北 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浅川・陵北-松枝 2 3 0 3 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅川・松枝-鶴巻 65 58 70 44 27 37 32 14 19 0 19 8 8 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
浅川・鶴巻-大和田 120 51 57 63 100 182 193 143 116 193 174 127 135 76 141 90 48 33 3 5 19 12 2 0 0
浅川・大和田-長沼 140 200 183 173 158 101 207 209 155 161 98 88 56 17 13 15 7 0 0 0 0 0 0 0
浅川・長沼-一番 97 128 129 186 132 85 52 78 55 83 31 72 3 0 5 0 0 0 0 0
浅川・一番-多摩川 525 172 167 184 195 150 117 56 62 49 37 60 17 23 19 0 0 0 0 0
川口川・川口-明治 0 0 0 4 14 31 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
湯殿川・白旗-時田 39 25 46 64 46 53 45 79 30 32 35 59 15 36 10 13 6 2
多摩川・滝山城城跡下 130 112 72 52 105 12 55 6 0 1 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩川・谷地川合流付近 5 0 0 19 2 1 104 0 4 0 1 0
多摩川・浅川合流付近 11 20 28 24 12 20 4 15 16 8 4 0 0 0 0 0 0 0
小宮公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片倉城跡公園 3 6 4 0 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長沼公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尾山・小仏川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尾山・蛇滝コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尾山・琵琶滝コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尾山・大垂水コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尾山・日影沢コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 120 256 445 431 395 1047 740 746 812 800 663 489 490 367 389 226 261 101 86 148 56 26 15 7 2

オナガガモ　羽数の推移
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天合峰の野鳥たち 

粕谷和夫 

通称「天合峰」と称している里山は八王子市北西部の川口丘陵の一角にある。標高 200～300ｍの地域

で約 170ha の広がりがあり、8 本の沢が入り込む典型的な里山が幾つも連なっている。1973年に当時の

日本住宅公団が山林、農地を買収、住宅団地やリサーチパークを計画したが、身近な自然を守ろうとい

う住民の運動の広がりやオオタカの営巣発見などで開発は中止され、手つかずに自然のまま残された。

しかし旧公団が撤退したあと、2004 年に八王子市住宅・都市整備公社が引きつぐ形で約 140ha を買収、

現在八王子市などが物流拠点構想計画を進めている。 

 

              （天合峰を守る会ホームページから引用） 

 

カワセミ会会員有志、その他この里山に比較的住所が近い人を中心に、オオタカの棲む里山の保護に

関心のある者が集まって「天合峰野鳥観察グループ」を 1996年 2月に発足させ、野鳥の調査を開始した。

このグループは 11 名の会員（代表：粕谷和夫）の内、毎月１回、3～6 名が参加して、オオタカの営巣

を静かに見守りながら、野鳥の調査を始め、その他に野生動物や植物の観察をしてきた。調査は美山町

側の 3か所の谷戸（谷戸の沖、松木入り、紙屋入り）及び谷戸と谷戸を結ぶ尾根の公道を歩いてライン

センサス方式で行った。1996年及び 1997年の調査結果をまとめ、（財）日本野鳥の会「蘇れ！里山」募

金の支援を受けて、「生きている里山・天合峰の野鳥たち」を 1998年に発刊した（B5版 86頁）。その後、

2005 年まで調査を継続してきたが、会員が高齢化して続行が困難になり 2006 年以降は休止している。
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今般、1996年から 2005年までの 10年間のデータをまとめたので以下に報告する。 

□出現した野鳥は 75種であった。内訳は留鳥 35種、夏鳥 9種、冬鳥 25種、通過 4種、不明 2種である。

繁殖が確認された種は、トビ、オオタカ、キジバト、フクロウ、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、モズ、

ウグイス、キビタキ、サンコウチョウ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、ハシボ

ソガラス、ハシブトガラス、コジュケイ、ガビチョウの 20種。ヤマドリ、キジ、ホトトギス、キセキレ

イ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、クロツグミ、ヤブサメ、センダイムシクイ、オオルリ、カワラヒ

ワ、イカル、カケス、オナガの 14種は繁殖の可能性はあると思われたが、確認は出来なかった。 

 ミゾゴイは 2003 年 10 月 12 日、紙屋入の渓流沿いの地面から飛び立ち、約 50ｍ先の木の枝に止まっ

たもので、通過中のものと思われた。タシギは 1999年 10月 16日、谷戸の沖の田圃（休耕田）のイノシ

シ出没跡の水溜まりにいたもの。フクロウは 1999年 5月 16日に尾根筋で幼鳥の声を聞いたもの。ミヤ

マホオジロは 2002年 12月 15日に沢筋の枯れ草混じりの地上にいて、林内に消えたものである。 

 オオタカは 1993 年に営巣・巣立ちを確認、その後毎年営巣が確認されていたが、2004 年に圏央道天

合峰トンネル工事の影響で巣を放棄して以来、戻ってきていない。サンコウチョウは 1996、1997、2003、

2004年と 4年繁殖期に観察し、1998年には前年の古巣を確認した。ハチクマ、サシバは通過のもので、

繁殖は確認できなかった。 

天合峰一帯は、スギ、ヒノキ林が少なく大部分が落葉広葉樹林である。また、関東山地に接している

ため、丘陵地性のほかに山地性の動植物が見られ、自然の宝庫になっている。天合峰には、植物が約 820

種、動物が約 1220種生息しているといわれ、このうち、国、東京都の絶滅の恐れがある希少種約 70種

が含まれている。希少植物では、ラン科のクロムヨウラン、希少動物では、ムササビ、キツネ、テン、

トウキョウサンショウウオ、オオムラサキ、ゲンジボタル、ヘイケボタルなどが生息している。天合峰

では、以上のような多くの動植物が 75種もの多種の野鳥の生息、内 19種の野鳥の繁殖（さらに 15種の

野鳥の繁殖の可能性がある）を支えている。 

しかし、今この豊かな自然が破壊されようとしている。「八王子市川口地区物流拠点整備事業・基本

計画（案）」によれば、北側は、圏央道トンネル東の川口町滝沢から西の戸沢峠まで、東西延長約 1.5㌔

にわたって物流施設用地が造成され、現在、北側から見える尾根の中腹が消え、景観は一変。みどりが

消え、コンクリート化される。川口町の滝沢、十内入、上川町の釜沢、西ノ入、三和田、戸沢の上流は

尾根が崩されて消えてしまう。天合峰の自然の生態系はこわされ、生きものたちの生息場所も消えてし

まう危機を迎えている。 

物流拠点構想を変更して、1998年に発刊した「生きている里山・天合峰の野鳥たち」で提唱した「生

態系保持公園構想」の実現を改めて訴えるものである。 
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天合峰野鳥カウント結果 
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野鳥保護活動 

 

カワセミ会では、今年も小下沢林道で野鳥の密猟防止パトロールを行いました。４月は雨のため中止、

2 回目の 5 月 9 日は 14 名の会員が朝 6 時に集合し「密猟パトロール中」「野の鳥は野に！」などおもい

おもいの腕章をつけ、小下沢の広場を出発しました。早朝の森はみずみずしく、オオルリやカラ類が鳴

き交わし、ミソサザイが眼の覚めるような鳴き声を響かせていました。早朝のためか、人通りが少なく

時折車が通る程度でした。路肩に止めているドライバーに声をかけましたが、ハイキングや山菜採りと

のことでした。地道な取り組みですが、密猟者が少しでも減るよう願っています。来年も多く会員の参

加をお願いします。 

 

一方、6月 5日には、JR八王子駅近くの西放射線通りで開催された環境フェスティバルに参加しまし

た。カワセミ会のテントでは「野鳥なんでも相談」「浅川の野鳥のビデオ放映」「紙芝居」などを行いま

した。また、密猟防止のパネルや会員から募集した野鳥保護の標語を短冊にしてつるし密猟防止を PR

しました。フェスティバル参加者 4万人（実行委員会発表）、カワセミ会テント来訪者 298人、会員参加

者 33名で盛況でした。 

（担当：門口一雄） 

 

 

 

愛鳥家のみなさん  

野鳥を飼うことは禁じられています 

人も野鳥も地球の仲間 

野の鳥は野に！ 

野鳥をかごの鳥にはしません 

野鳥を捕らないで！ 

飼わないで！ 

美しい鳴き声をいつまでも！ 
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野鳥の定期カウントは楽しい 

（一番橋～多摩川合流の巻） 

  門 口 一 雄 

 カワセミ会が浅川流域 18ヶ所で毎月行っている定期カウントの一つ「日野市の一番橋～多摩川合流」

までの約 4kmを担当しているチームの活動の様子を報告します。 

 この地区でカワセミ会が野鳥の定期カウントを始めて２０年になりますが、この間担当者も何人か入

れ替わり、現在のようなスタイルになったのは数年前からです。毎月「探鳥会あんない」で定期カウン

トの予定を掲載し会員の参加を呼びかけるようになってからは、参加者が増え、いろいろな面でよい結

果をもたらしています。 

① 多くの目で探すため、確認する野鳥の種類や数も増えた。 

② 野鳥の行動や生態に気づく機会も増え、自然の不思議さに感心したり、感動したりする機会が増

えてきた。 

③ 鳥以外の動植物や河原の変化などに気づくことが多くなった。 

実際の調査は、無理せず、好きな時、好きな区間の参加も自由です。素人集団が行うものですから、

識別が難しい時は、みんなで図鑑と見比べ、ワイワイガヤガヤ意見を出し合いながら種をしぼりこ

むこともあります。また、仲間との再会や、ふれあい橋で一休みしながらの情報交換は楽しいもの

です。 

 

ここでの見所は、４月は堤防の桜と群れになって渡るツバメやイワツバメです。20～40羽のツバメが

川面やその上空を輪を描きながら次々と上流方向に飛び去ります。５月はキアシシギが涼しげな声をた

て飛び交い、忙しく旅立っていきます。６・７月は地付きのアオサギ、イカルチドリ、ホオジロ、カワ

セミやシジュウカラ達の巣立ち雛をみることです。あどけない顔立ちや仕草に笑いが出ます。また、調

査区域の近くの団地でコシアカツバメが、一番橋と高幡橋の橋げたではイワツバメが集団営巣していま

す。橋の周りでは数１０羽のイワツバメの乱舞がみられます。８月は、キアシシギやムナグロが川岸に

立ち寄り秋の気配をいち早く感じます。９・１０月は秋の渡りです。川面に春とは逆に、上流から下流

へツバメの群が次々に「行きつ戻りつ」しながら飛び去り、上空ではサシバやヒヨドリの群が忙しく通

過するのを探す楽しみがあります。そして１１月からは冬鳥たちが楽しめます。アシハラではオオジュ

リンにアオジ、河原にはツグミ、セキレイの仲間が戻りにぎやかになります。（野鳥の生息数の増減など

の詳細は、「数え上げた浅川の野鳥を参照してください。」 
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2010年カウント調査特記事項より抜粋 

月日と参加

人数 

確認種

数 
特  記  事  項 

1月 3日 

8名 
44 

・ワシタカ 5種（オオタカ、ノスリ、ツミ、チョウゲンボウ、トビ）確認。 

・1番橋下流３００ｍ付近で、カワウ１００±の大群が飛来。 

・ジョウビタキの雄同士、ツグミとヒヨドリがそれぞれ縄張り争い？をしていた。 

2月 7日 

10名 
38 

・一番橋下流２００ｍ付近の草地で、オオジュリン１２、メジロ１７、シジュウカラ数羽及び

カワラヒワ数羽がそれぞれ群れる。 

・オオジュリンが、ヨシやブタクサなどの穂先に再三止まり、草地（枯れ草）の上を飛び

回る（このような行動は始めてみた。） 

3月 20日 

12名 
36 

・ハクセキレイがイカルチドリを追い回していた。 

・キジのペアに猫が近寄るが♂に睨まれ？退散する。 

・一番橋下流３００ｍのアシハラでオオジュリンの群（9羽）確認。 

4月 4日 

9名 
46 

・イワツバメ、ツバメ、ヒメアマツバメ、アマツバメの渡りと思われる群が、下流から上流

方向に通過するのが再三見られた。 

・タカ類4種（オオタカ、ツミ、チョウゲンボウ、トビ）が飛来。チョウゲンボウはエサを抱え

送電線鉄塔の上で食べていた。 

・ハシボソガラスが電柱の上に巣を架け抱卵中（巣材は蔓が多くハンガーなし。） 

・ハシボソガラスのペアが水中の石をひっくり返し川虫？を食べていた。 

5月 2日 

11名 
33 

・コムクドリ♀１；日野高校前浅川右岸のオニグルミ及びヤナギに居るのを観察。 

・コシアカツバメ２；新井橋上流２００m付近を飛んでいるのを確認。今年初認。 

・カジカガエル；日野グリーンセンター前付近の川で鳴くのを確認。 

6月 6日 

12名 
34 

・オオタカ１；ふれあい橋上空でムクドリかツバメ？を追いかけるが、多くのツバメ・イワ

ツバメに囲まれ失敗。 

・アオサギ、イカルチドリ、セグロセキレイ、エナガなどの幼鳥が見られた。 

7月 4日 

13名 
34 

・オオタカ１；高幡橋上空を旋回。これにツバメの仲間 10数羽が威嚇する。 

・カルガモ親子 2組（１－８、１－５）を確認した。 

・八王子市内大学連合の男女学生 30数名が、合流部から上流に向かいゴミを拾って

いた。（ねぎらいの声をかけ、アオサギをスコープで見せた。） 

左の写真 

昨年 10 月 4 日のカウントでは頭上

100ｍにサシバのタカ柱が２回も！ 

全員で歓声をあげました。 

    （撮影：佐藤サヨ子） 

 

このコースはカウント種数が多く 

４５・６種に達することもあります。 

カウント調査には、多くの会員が参

加しています。 

 
 
 

携わる鳥仲間（2010年に 2回以上参加された方） 
岡本昭男、岡本昭子、門口一雄、門口裕子、菊地昇、小塩菊子、小久保雅之、小張義雄、 
小張昌子、斎藤朋江、佐藤サヨ子、佐藤洋一、廣川潔、中村啓一、出口富子、渡辺敬明 
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山形探蝶・探鳥会 

（２０１０年６月１８日～２０日） 

原田佳世 

 私にとっては久々の遠征参加でした。懐かしいお顔、お初にお目にかかるお顔と様々でしたが、会の

いつもの和やかな雰囲気は変わりませんでした。当初の雨予報も覆し、会長のネットワークのお蔭で適

宜なご案内人を得て、盛り沢山で充実した３日間となりました。 

 初日は今回の目的の一つである川西町チョウセンアカシジミの保護区へ。なんと羽化は数日前から始

まったとのこと、なんという Good Timing! 数十頭いたの

でしょうか、ロープで仕切られたデワノトネリコ林の葉に

じっとしていることも多く、カメラに容易に撮ることが出

来るので、皆さん大興奮。長年保護活動をされた S氏から

の直々の経験談を。心に残るものでした。次の訪問地、下

小松古墳群はヒメサユリの真っ盛り、ハッチョウトンボ、

モノサシトンボ、植物ではウラジロヨウラク、ニッコウキ

スゲの他、湿地ではトキソウ、アサヒラン、キンコウカな

ど尾瀬を思わせるような花々にも迎えられました。丘陵地

から見下ろす霞の向こうに浮かぶ川西町（旧小松町）は、先日亡くなった井上ひさし氏の故郷。 

 さらに会長のご友人 I 氏の農場へ。大規模稲作農家の種から収穫までを見学させて頂きました。こん

な高価な農機具、米保存用冷蔵庫等が必要とは・・私の知らない世界でした。 

I氏が「いつの間にか増えてる」という畑の雑草を、私たちが「キュウリグサ、アメリカフウロ、ハハコ

グサ等等」まさに一つ残らず教えてあげたのは、微笑ましい時間でした。カワセミ会、面目躍如？ 

 2日目、3日目この調子ですと、長くなるので手短に。小国町出身の森林インストラクターF氏と共に、

飯豊町の「源流の森」「健康の森」「温身平」で、ブナ、ミズナラ林を散策しました。私たちに馴染みの

ない植物では、ハクサンカメバヒキオコシ、オクチョウジザクラ、ミズタビラコ、コケイラン、ヒメシ

ャガ、オオボダイジュなどが見られました。 

 さて、もう一つの目的、アカショウビンは昼間という

時間帯のためか、狙っていたポイントでは出会えません

でした。3 日目の早朝探鳥、突然の大雨にもめげず外に

居残った数人が、「梅花皮荘」近くで声を聞くことが出来

ました。しかし、森奥深く姿を見るには至りません。バ

スで宿を出る際、朝のポイントへ出向き、バスに乗った

ままでしたが、今度は全員でアカショウビンの「キョロ

ロロ・・」という声を確認、そして飯豊の地を後にする

ことが出来ました。 

 山形が少し身近になった遠征でした。最後に、計画等

でお骨折り頂いた会長、又 3 日間を楽しくご一緒して下

さった参加の皆様（会計を担当された H様）わざわざ時

間をさいて私たちを案内して下さった地元の方々に、心

より、御礼申し上げます。 
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山形探蝶・探鳥会の折りの俳句 
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琵琶湖探鳥会 
（２０１０年１月１５日～１７日） 

内藤 公三  

 

２０１０年の最初の遠出探鳥会である２泊 3日の琵琶湖探鳥会に参加させてもらった。大寒波が押し

寄せていた時と重なり、３日間とも雪が降ったり止んだりの天候であったが水鳥の多さには圧倒された。

また、湖北では鉛色の雲の下で雪が降っていても、南に進むと太陽が輝く青空であったりして琵琶湖の

大きさを改めて実感した。 

一日目は湖北町の水鳥公園で最も北にある湖北水鳥センターで観察した。ここは私達が連泊した旅館

「湖北荘」から歩いて２、３分の所にあり、館内には２４台の望遠鏡が設置され自由に見ることができ

た。窓の外には琵琶湖が広がり、すぐ近くの所にカモの群れが羽を休めているのが見られた。その中に 

コハクチョウやカンムリカイツブリ、オオヒシクイ等が見られた。沖に目をやると更にたくさんの水鳥 

がいて、遠くて私にははっきりとは識別できないものもあったがトモエガモ、ヒドリガモ、ミコアイサ、

ヨシガモ、ウミアイサ、ホオジロガモ、オカヨシガモ、キンクロハジロ等々が混じっているということ

だ。その後周辺の田んぼを探鳥した。そこではケリ、タゲリ、雌雄のキジ、そしてタシギの群れを見る 

ことができた。 

 二日目は早朝に湖岸に立った。そこでお目当ての鳥がいることを教えてもらった。望遠鏡を覗くとコ 

ハクチョウの群れに混じってサカツラガンとハクガンがいた。めったに見ることができない２種の鳥に 

同時に出会えたことに感激した。聞くところによるとハクガンが琵琶湖に来たのは２９年振りだと言う。 

あまりの奇遇に驚かされた。 

 朝食の後、マイクロバスに乗って近くの田んぼを移動した。バスは狭い農道を走ってくれて、水の張

ってある田んぼではヘラサギ 1羽を確認することができた。車窓から眺めているとコハクチョウはあち

らこちらで餌を啄んでいて、オオヒシクイやたくさんのマガンも見ることができた。 

 目標のオオワシを探して山本山に近付いたときカメラを持った大勢の人がいるのに気がついた。オオ

ワシがいたのだ。オオワシは山の上の方にいるものとばかり思って山の頂き近くを見つけていたが、中

腹より下のすぐ近くの木の枝にガッシリと留まり、頭は左右に動かすが、体は微動だにせず実に堂々と

していた。水鳥センターに飾られていた羽を広げた２ｍ４０ｃｍの模型を思い、飛び立った姿や獲物を

捕らえる姿を見たいと思ったが、出会えただけで幸せだった。２日目にして目標にした野鳥に１００％

出会えてメンバー全員楽しくおいしい夕食を味わった。 

 三日目はマイクロバスに乗って周辺の田んぼを見た後、琵琶湖の南に進んで行った。辺りの様子も変

わり雪が消えてまぶしい日差しが降り注いでいた。 

 この日はまさに探鳥であった。野鳥センターで得た情報をもとにズグロカモメ、クビワキンクロ、オ

ジロワシを探すのである。稀にしか出会うことが無いと言われる野鳥を探して、湖岸を行きつ戻りつし

て双眼鏡や望遠鏡を覗いた。何千、何万という水鳥の中から１羽、２羽の鳥を見つけることは至難の業

である。まして私にはとても叶わず先輩の後に着いて行くだけであった。残念ながら３種の鳥には出会

うことができなかったが、この３日間の探鳥会で８０種近い野鳥に会え、そのうち１５種は私にとって

は初見の鳥であり大収穫であった。 

 この遠出探鳥会を企画し引率してくれた粕谷会長さん、門口さん、そして同行したメンバーの皆さん

に感謝しつつ大満足で帰路に着いた。 
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「八王子カワセミ会」に出会うまで 

今井達郎 

 私の現役時代は、立川市内の公団住宅の３階に２０年間住んでいました。 

さて、定年後の第２の職場も終りに近付いたとき、老後をこの３階で過ごすのは堪えられないと考え、

土地付住宅を探していました。東京都住宅供給公社が開発した、住宅地の分譲広告が眼に留まり、直ち

に申し込みました。それが現在住んでいる八王子市川町の「グリーンタウン高尾」という住宅団地です。 

 ６３坪余の土地が手に入り、住宅の設計図を考え、建築会社を決め、住宅が出来上り、新居に移転し

たのは昭和６１年３月でした。周囲の住宅は疎らで、更地の方が多い状態でありました。 

 ５月に入ると裏山から夜に鳥の声が聞え始めました。キョキョキョ・・・・と鳴き続ける声と、ホッ

ホー ホッホーと鳴く２種の鳥の声に、「これは自然豊かな土地に居を構えたと喜び、その鳥の名前を知

りたくなりました。私の鳥についての知識は スズメ・ハト・カラス位でした。そこで早速「日本野鳥

の会」に入会を申し込みました。会員証の番号は 86-019801 でした。これは 1986 年入会の 19,801 番目

の会員と言うことでしょうか。東京支部の会員にもなり、高尾山・多磨霊園・多摩川・明治神宮の探鳥

などに参加しましたが、思うように鳥の知識が身につきません。リーダー周囲には、鳥好きらしい婦人

が取巻き、新参者はリーダーの望遠鏡に近付くことができません。鳥合せの結果は、私の確認した鳥は

１/３にもなりません。 

 ほゞ２年経過した１９８８年（昭和６３年）３月６日に、八王子カワセミ会の公開探鳥会を市の広報

で見付けて参加しました。参加者が少いこともあってか、リーダーの望遠鏡を覗かせてもらうことが出

来て感激しました。次の６月１９日の浅川探鳥会の折に入会手続きを取りました。 

 この年の年末探鳥会は真鶴半島で、この時名古屋に単身赴任中であった粕谷会長に初めてお目に掛っ

た次第です。 

 平成元年１月１５日に「第１回八王子カワセミ会総会」が天神会館で開催され、これに出席して役員

の方々ともお会いして、カワセミ会の会員になった実感を覚えました。総会の出席者は１５名で、名簿

にある会員は３９名でした。 

 さて、日本野鳥の会に入会のキッカケとなって夜に啼いていた鳥は、ヨタカとアオバズクと判明しま

した。しかし、翌年、ヨタカは一晩啼いただけで、その後ヨタカの啼き声を耳にすることは無くなりま

した。アオバズクの声も今日まで全く聞くことがありません。住宅が増え、入居者が多くなったので、

その活動地域を他に移してしまったものと思われます。 

 それ以降２２年に亘る八王子・日野カワセミ会の活動への参加は、会員の皆様との交流・よく歩き回

り、鳥を見てハッとする刺激が、８８才になった私の健康、ボケ防止に貢献していると信じ、感謝して

いる次第です。 
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安曇野だより №２9 
大関 豊   

１． ヤマガラの巣箱乗っ取り 

安曇野の遅い春もようやくやって来ようかという３

月の末、我が家の巣箱に今年もシジュウカラがやって

来ました。巣材を運び込む姿がいつもながら愛らしく

そっと観察しておりました。 

ところが、いつの日か巣を出入りするのはヤマガラ

に変わっていて、どうやら、ヤマガラが巣箱を乗っ取

ったもようです。巣材もコケから動物の毛になってヤ

マガラの巣作りは本格化してきました。シジュウカラ

とヤマガラでは、おそらくヤマガラの方が強いのでし

ょうね。もしもヤマガラが営巣すれば我が家では初め

てのことなのでその推移を見守ることとしました。 

ヤマガラの営巣は、その後も順調で抱卵に入ったと

きは一旦静かになりましたが、孵化した後の餌運びは

分かりやすいものでした。餌を銜えてやって来てもす

ぐに巣箱には入らず周囲の様子を伺がうようにして、

しかも、鳴きながら飛び回ってから入ります。ま、お

そらく用心のためなのでしょうが、鳴くのでかえって

目立つのです。部屋にいても、声は聞こえるので（お、

やって来たな）とすぐに分かってしまいます。 

ひんぱんに餌を運ぶようになって、しばらくのちの

５月中ごろ、やけに騒がしい日がありました。そろそ

ろ巣立ちかも～写真に撮っておこうかな、と思いまし

たが足の怪我（６針縫った）もあって翌日まわしにし

ました。が、これが失敗、翌日は朝から姿も見えず静

かなもので巣箱を覗いてみたらもう巣立ったあとであ

りました。あとのまつりとはこのことです。 

一方、乗っ取られたシジュウカラはというと、直後

には番でやってきて庭でうろうろしていました。見て

いて切ないものがありましたので新しい巣箱を作り設

置しました。すぐには利用しませんでしたが、６月下

旬になって、家の周りでシジュウカラのさえずりがし

ますので（もしかしたら…）と注意していましたとこ

ろその新しい巣箱に入っているのを確認（写真）しま

した。時期的にたぶん２回目の営巣でしょうが、まず

は良かった、作った甲斐があったというものです。 

野鳥たちも巣場所に苦労しているのでしょうね。来

年は仲良く営巣できるかな。 （２０１０年７月記） 
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「ミゾゴイ」についての報告 

福本順吉   

平成２２年４月２０日（火）まだ睡眠中の午前２時３２分頃、突然の「ボオーツ ボオーツ」という

声で目が覚めた。約 2・30分程鳴いていただろうか、ベランダに出てその間繰り返し鳴いているのを聞

いていた。自信がなかったのでカワセミ会の Oさんに念の為聞いたがやはり「ミゾゴイ」だと確認でき

ました。我が家の前にある小さな山ですが夏になるとオオルリやキビタキ、センダイムシクイ、ホトト

ギスなど来るところです、時々フクロウなどが通過中に立ち寄って鳴いています。以前にはブッポウソ

ウなどが鳴きながら飛び交わしていたところでもあります。今回はそんな山への「ミゾゴイ」について

の報告を致したいと思います。 

４月２０日（初認）に起こされてから９日間連続で鳴いていました。2・30分で終わる時もあれば 1・

2 時間ぐらい鳴いていた事もありました。４月２０日に ML 会員にメールでお知らせしましたところ、

会の M.Kさんより F地区の情報連絡がありびっくりした次第です。他との同一個体かどうかはわかりま

せんが鳴いていた事もあるとの事でした。４月２０日より２８日まで９日間連続で鳴き２９日、３０日、

１日の３日間は鳴きませんでした。続いて５月２日から５月５日まで４日間鳴き、その後は鳴かなくな

りました。 

多分繁殖に入ったのではと思われました。私も鳴いた方向あたりを双眼鏡などで調べてみましたが一

切判りませんでした。そんな時に会の M・S さんから貴重な写真と調査状況を教えていただき誠に有難

く感謝しているところです。近隣の奥さんからも昨夜鳴いていたのは何ですか？と 2・3人にも聞かれ、

その都度図鑑などから写真のコピーをとり説明してあげたりしましたが、絶滅危惧種の鳥とのことで驚

いていました。 

無事に繁殖していれば既に幼鳥も元気良く巣立っていったと思います。来年も是非又来て睡眠中の私

を？起こしてくれないかと期待しています。 

 

観察した記録（鳴き声のみで姿は確認できず。） 

平成２２年４月２０日（火）午前０２時３２分頃～「初認」 

〃  ４月２１日（水）午前０１時３０分頃～ 

   〃  ４月２２日（木）午後０８時４５分頃～ 

  〃  ４月２３日（金）午後１０時００分頃～ 

〃  ４月２４日（土）午後０９時１７分頃～ 

〃  ４月２５日（日）午後０９時３２分頃～ 

〃  ４月２６日（月）午後０８時０６分頃～ 

〃  ４月２７日（火）午後０７時０１分頃～ 

〃  ４月２８日（水）午後０６時４８分頃～  ９日間連続で鳴いた。 

４月２９日、３０日、５月１日の３日間は鳴かなかった。 

平成２２年５月０２日（日）午前０１時５８分頃～ 

〃  ５月０３日（月）午後１１時２６分頃～ 

〃  ５月０４日（火）午後０９時２２分頃～ 

〃  ５月 0５日（水）午前０２時０５分頃～ 
５月５日以降は何故だか判りませんが一切鳴いていません。 

 
まとめ    ★ 観察した鳥：ミゾゴイ １羽  ４月２０日初認 

★ 観察場所：K地点（問題あるため場所は発表せず） 
★ 観察した期間：１３日間（声のみ）、内巣の調査３日間（結果場所不明） 
★ 観察期間：平成２２年４月２０日～５月５日 
★ 観察者：福本順吉 
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我が家の軒下に架けた巣箱に於ける 

「シジュウカラ」と「ヤマガラ」の１２年連続繁殖と巣立ちの経過報告   

                                                福本順吉 

今年平成２２年６月１６日と１７日の２日間にかけて

我が家の東側の軒下に架けた巣箱より９羽のシジュウカ

ラが巣立っていった。何と１２年連続で繁殖したのでそ

の状況（次頁）と経過など写真を添付して報告します。 

以前市内の古本屋で何気なく棚に目を向けた時に「窓

あけたらキミがいる」という本があり購入、その中にあ

った巣箱の作り方がでていたので、架ける場所を考慮し

ながら、自分なりに多少の改良を加えた巣箱を平成１０

年の秋に製作してみた。そこで自宅に居ながら楽しめて、

鳥の繁殖に貢献できる？事を思い軒下に架ける事にして、

平成１１年１月中旬頃に最初に東側の軒下に架けて様子

をみていたところ、３月下旬にシジュウカラが巣作りを

始め、５月１３日に７羽が巣立っていった。そこで味を

占めて？もう一つ巣箱を作り、平成１２年の１月下旬に

西側軒下に架けてみた。 

西側の巣箱は道路沿いにあるためか、やはりなかなか

巣作りをしなかった。それでも１２年間の内３回ほど繁

殖した。シジュウカラが１回、ヤマガラが２回繁殖した

のです。 

東側の巣箱は隣家の間にあり道路から離れている為か

も知れません。回数にすると１３回で西側よりだんとつ

に多い。平成１１年の２回目は同じ親の２番子ではない

かと思われます。 

その後友人に巣箱の話をしたところ、それ以来、製作

依頼があり、今までに７個製作した。その巣箱が各地で、

シジュウカラの繁殖に成功して、友人から喜びの連絡が

入っています。これからも我が家と友人宅の巣箱から沢

山のシジュウカラやヤマガラ等が巣立っていくよう心か

ら願っている次第です。 
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我が家の軒下に架けた巣箱に於ける「シジュウカラ」と「ヤマガラ」の１２年連続繁殖と巣立ちの状況 

 

軒下東側巣箱 

平成１１年（1999）５月１３日（木）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

平成１１年（1999）６月３０日（水）曇り 午後、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１２年（2000）６月 ４日（日）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成１３年（2001）５月１３日（日）晴れ 午後、ヤマガラ    ・５羽・巣立ち。 

軒下東巣箱 

平成１４年（2002）５月２１日（火）晴れ 午前、シジュウカラ・８羽・巣立ち。 

平成１５年（2003）５月２３日（土）曇り 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

平成１６年（2004）５月  ７日（金）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

平成１７年（2005）５月１９日（木）晴れ 午前、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１８年（2006）６月１９日（月）晴れ 午前、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１９年（2007）５月２３日（水）晴れ 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成２０年（2008）６月１２日（木）小雨 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成２０年（2008）６月２１日（土）小雨 午前、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

平成２１年（2009）７月１８日（土）晴れ 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成２２年（2010）４月２９日（日）晴れ 午前、ヤマガラ    ・６羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成２２年（2010）５月  ６日（木）晴れ 午前、シジュウカラ・巣作り始めた。 

平成２２年（2010）６月１６日（火）晴れ 午後１時１６分頃から、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

平成２２年（2010）６月１７日（水）晴れ 午前８時３０分頃から、シジュウカラ・４羽・巣立ち。 

＊２２年のシジュウカラは全９羽巣立ちした訳ですが親鳥の餌の配分が平等にいかなかったせいか

４羽は１６日に巣立ち出来ず、１７日の朝８時半頃から巣立ち始めて最後の１羽が巣立ちしたのが

９：０５分だった。今回巣立ちの状況確認と撮影ができたので嬉しかった。また来年平成２３年も繁

殖に成功するよう願っている。 

 

 

まとめ（平成２２年(2010) ６月２０日（日）現在） 

★平成１１年より１２年連続繁殖に成功した。 

巣立ちした羽数：シジュウカラ   ８１羽 内訳：東側巣立ち７６羽、西側巣立ち５羽  

巣立ちした羽数：ヤマガラ     １１羽 内訳：西側巣立ち・１１羽 

合計               ９２羽 
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夜の高尾山探鳥 

山下 弘文 

過日、山浦様と行った夜の高尾の鳥の記録をメールに報告しましたら、会長から会報にというお話を

頂きました。 

 夜の探鳥は、皆様あまりご経験が無いことと思いますが、私の場合、５５年前中学２年の時クラブの

先輩につれられて、夕方や早朝の調査のため、高尾山で一泊しようということになり出かけたのが最初

です。（この晩はケーブルの上駅で、車内に泊めてもらえた良き時代でした。） 

昼間もゆっくり山のあちこちを歩けばかなりいろいろな種類に出会えたのですが、早朝と夜はさらに多

くの種類を楽しめるのではないかとの期待があり、また、昼間の鳥が何時まで鳴き、何時からどの種類

の順に鳴きだすか記録して、文化祭の展示材料にしようと企んだものです。 

 初めての経験は大変貴重で、トラツグミ、フクロウ、ヨタカ、アオバズクやアカショウビンに聞き惚

れ、ムササビの奇声に喜んだものでした。以来、高尾の夜散歩は格好の企画として私の高尾調査の一角

となっています。 

 仲間と一緒だったり、単独だったりしますが、夜の種類は限られていても、何が鳴くかわくわくしま

すし、早朝はいっせいに囀るのを区分けしながら、山中の要所を巡れば棲息する全種類を聞けたような

満足感に浸れました。ブッポウソウやサンコウチョウを堪能できたこともあります。 

 各年一度は夜歩きをやろうと思ってはいますが、果たせないことも多くなり、記録する種類もやや減

ったような気がします。私の忍耐力の減少かもしれませんが、今回も夜はフクロウが２羽居て、ホトト

ギスが随所で広く飛び回っていただけで、ヨタカ、アオバズク、トラツグミ、ミゾゴイ、ゴイサギは聞

くことができませんでした。いつも出かける時には、コノハズクを願いながらスタートしますが、いま

だに成就していません。 

 早朝からの部は、土砂崩れで蛇滝の沢に回れなかったことや１号路だけで早めに下ってしまったこと

もあって、特段の出会いはなく、サンコウチョウ、仏法僧、ヤブサメ、サンショウクイなどが記録でき

ませんでした。ガビチョウが大声を上げていたばかりで、高尾山口駅前の川にもカワセミやカワガラス

は見つかりませんでした。 

 最近の昼間は人が多そうで行く気になれませんが、会員の皆様も夜から朝を試してご覧になったらい

かがでしょう。ご存知の道を懐中電灯だけご持参なされば、特に問題なく過ごせます。沢に入らず、尾

根筋で耳を凝らされることをお勧めします。６月中は大丈夫です。 

 

 最後に５月２１日、２２日の確認種を付記し、ご報告とします。 

＜記録した種類＞ 

ハシボソカラス スズメ イカル カワラヒワ ウグイス センダイムシクイ ヒガラ ヤマガラ 

シジュウカラ メジロ クロツグミ セグロセキレイ キセキレイ ツバメ  

イワツバメ キジバト アオバト ツツドリ ホトトギス コゲラ フクロウ 

コジュケイ ガビチョウ 

＜鳴きだし時刻 ５月２２日＞ 

３：５８ キビタキ  

４：０１ ヒガラ ０３イワツバメ ０５メジロ ０６ツツドリ 

４：１３ ハシボソカラス １６イカル ２０ウグイス 



 31 

自宅でのホトトギス観察記録 

山下弘文  

 本年は、ホトトギスが自宅周辺にかつて無いほど頻繁に現れ、早朝の眠りを妨げられました。 

私の寝室は古い木造家屋の二階の防音対策など無い部屋で、声は良く聞こえます。 

（今年は体調で眠りの浅いケースが多かったのかもしれませんが、以下のとおりの記録で、直近まで続

いており、終わったかどうか定かではありません。会報の締め切りまでということで、この後も記録が

出れば、メールの鳥信で報告します） 

なお、夜の高尾山探鳥（５月２１日夜～２２日朝）では、夜は南斜面・裏高尾など広く鳴き、数

は不明（２羽はいた）で、早朝 aｍ３：３３には 蛇滝の沢にいました。 

 

自宅（長房町５４）周辺の記録＜吉祥院の東で低い尾根に雑木が育った地域＞ 

５月２５日 am4:18~20  自宅 南方向  かなりけたたましく 

２９日 am3:28    南（南浅川川原に広がる）遠く 

３０日 am10:28 吉祥院墓地   pm0:40頃 西側から 

６月 １日 am1:47  am3:34        

３日 am5:41~52 動き回って 

４日 am4:02 南 すぐ聞こえなく   

５日 am4:10  am 4:30  am 5:55   am11:50 西の隣家のさらに西を通過  

９日 am3:30  am4:06  南西遠く  

１１日 am3:27  am3:32  南側割りに近く 

１３日 am2:39                     

１８日 am3:39 

２０日 am3:09 20 24 27  39  45  am4:03  am5:04 5: 08  am6:42 am 8:02   

２１日 am3:28           

２２日 am3:22  am3:42~44  3:58~4:02  am6:51 

２３日 am3:14~17  27~28  35~39  3:53~55 

２５日 am3:52   am4:13       

２７日 am4:45   am5:35 

２９日 am3:04~05  3:10~11  14~15  28~31  33  41  

７月 ２日 am3:44  53          

３日  am3:59~4:03 

５日  am3:57            

６日 am4:03 

１６日 am5:48           

１７日  am4:04 

１９日 am3:58   am4:28      

２１日 am4:23  南側を東から西へ その間５回啼く 

２２日 am3:54   am4:24      

２６日  am4:27 

２８日 am3::34  3:36  3:48  am4:16~17   

３０日 am4:16~18  

３１日 am3:43           

８月 ３日 am3:40頃 

   このあと８日までは、聞いていません 
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野鳥いろいろ－その２  

 今回は和名と英名の色の違いを取り上げてみました。                勝股 朗郎 

 

                

＜和名・英名の色＞ 

和名 英名 参考 

アオ  昔は青も緑も「あを」と呼んだ 

アオゲラ Japanese Green Woodpecker ケラはキツツキの古名「けらつつき」の略 

アオサギ Gray Heron 羽毛の青灰色も昔の「あを」の範囲に入っ

ていたと思われる。 

アオジ Black-faced Bunting 頭から顔の部分の色の日英表現の違い。和

名は「あをじとと」（緑色のしとと）が縮ま

った語で「しとと」*は占いをするときに使

用した「みことり」のこと 

アオツラカツオドリ Blue-faced Booby  日英同じ表現 

アオバズク Brown Hawk-owl 和名は「青葉の頃に渡来するみみづく」の

意から。 

アカ    

アカアシシギ Redshank 英名の shankは「脚のすね」の意味だから、

日英同じ表現 

アカアシミズナギドリ Pale-footed Shearwater 脚の「薄い肌色」の表現の違い 

アカハラ Brown Thrush 脇腹の赤褐色の日英表現の違い 

アカマシコ Scarlet Finch scarletは緋色 

ホオアカ Gray-headed Bunting 和名は頬、英名は頭から後頭部の色を表現

している違い 

キイロ   

キアシシギ Gray-tailed Tattler 日英の目のつけどころの違い。 

Tattlerは「お喋り」の意 

キガシラシトド Golden-crowned Sparrow 和名のシトドは「シトト」*と考えると巫女

（みこ）が占いをするときに使った「みこ

とり」の意 

キマユホオジロ Yellow-browed Bunting 日英同じ色の表現 

キン    

キンバト Emerald Dove 和名は背と翼の上面のエメラルド色が光線

によって黄金色に見えるからか？絶滅危惧

種 IB類 

クサイロ       

クサシギ Green Sandpiper sandpiper だけだとイソシギ（Common S.） 
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クロ   

オオセグロカモメ Slaty-backed Gull slaty- は「スレート色の」 

オグロシギ Black-tailed Godwit 飛ぶときの尾の先の黒い筋の特徴をとらえ

た日英同じ表現 

クロジ Gray Bunting アオジの項参照 

ムナグロ Lesser Golden Plover 和名は繁殖期の胸から腹部の黒、英名は季

節で変わらない背の色（茶色と黒）から 

シロ   

シロチドリ Snowy Plover ploverはチドリ科の渉禽の総称 

シロハラ Pale Thrush 英名は「（腹部が）淡い色のツグミ類の鳥」

の意 

ハシジロアビ Yellow-billed Loon ハシ、-billedは、嘴（の）の意 

メジロ Japanese White-eye メジロは 1920年代に日本からハワイに持ち

込まれたという。 

ベニイロ   

ベニヒワ Common Redpoll ヒワ（鶸）は「細く、たをやか」 

の意味から。英名は「赤い頭」の意（額の

赤い斑から） 

ベニマシコ Long-tailed Rose Finch マシコは猿子と書き猿の顔の赤い色から。

Finchはアトリ科の鳥の総称 

ムラサキ    

ムラサキサギ Purple Heron 背面の紫がかった灰色から日英とも紫がつ

いた。サギ鷺の語源は白い羽の「さやけき」

からか。 

ルリ   

ルリビタキ SiberianBluechat; Red-flanked 

Bluetail 

英名は、頭部、背中、尾羽が青で、脇腹が

オレンジ色の鳥の意 

その他   

キクイタダキ Goldcrest 英名の crest は冠の意味だから日英同じネ

ーミング 

マミジロキビタキ Tricolor Flycatcher 和名は黄（腹）、白（眉）で二色であるが、

英名は黄、白に背羽の黒を加えて三色

（tricolor）か。 

注記：上記鳥名には日本野鳥の会 A Field Guide to the Birds of Japan 以外の出典のものも含む。 
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―― 表紙の絵 ―― 「那智の滝」と「ハシブトガラス」 

倉本 修 

40才過ぎの頃、1ヶ月ほど入院したことがある。

その病室の窓から、奈良との県境の山並みが遠く

にくっきりと見渡せた。 

私は関西に住んでいた。 

生駒山、二上山、葛城山、金剛山と北から南に

連なり、それぞれの山の端の窪んだ所が峠になっ

ていて、古代から河内と大和を往還する歴史の詰

った峠道だった。 

日の出は、生駒山と二上山のあたりから昇って

きた。症状が回復に向い入院当初の不安が消えて

ゆくと、早朝、ベッドの上から朝焼けに染まる東

の空と山並みを眺めながら、あの山々を歩いてみ 

ようと強く思った。 

それまで運動というものは殆どしたことがな

かったが、山歩きくらいなら自分にも出来るだろ

うと思った。しかし何よりの動機は、初めて経験

した入院生活のストレス、そこから解放されそう

だという期待感から、今度こそは身体を丈夫にし

たいと、心の底から願ったことだった。 

 

退院後３ヶ月ほどすぎた頃、初めてザック、登

山用靴、雨具、水筒などを買い揃え、ガイドブッ

クを便りに、楠木正成の千早城で有名な金剛山に

登り、そこから葛城山へ縦走しようと出掛けた。

ところが見事に挫折した。金剛山に登るだけで疲

労困憊し、あとは登り下りの山道を見ただけで、

気力がなくなり思わず坐りこんでしまった。どう

にもならなくなり引き返した。帰りの乗換駅の階

段でも手摺につかまりながら、苦戦を強いられた。

情けなかった。だが２～３日して筋肉疲労の痛み

がおさまってくると、また行きたいとしきりに思

うようになった。そして今度は近くの六甲山系の

初心者向けの、起伏のゆるやかなハイキングコー

スから始めることにした。こうして、山歩きとか

長距離歩行の世界に、のめりこんでいった。 

当時、大阪ユースホステル協会が長距離歩行に

関する様々なイベントを企画し、実施していた。 

50ｋ歩行、100ｋ連続歩行、琵琶湖一周歩行、

伊勢迄歩講、等々、その他にも六甲山全山縦走、

葛城・金剛全山縦走大会とたくさんの歩行会が開

催されていて「その気」さえあればいくらでも挑

戦できた。そして私は「その気」になってしまっ

たのだった。脆弱だった脚の筋肉や、膝、股関節

の靭帯も鍛えられてきて、初めの頃はその都度、

炎症をおこし痛みが起きていたのだが、一年もた

つ内に起きなくなった。大阪ユースホステル協会

では、まず協会が実施する 30ｋ歩行会に参加して

クリアすれば認定証を出し、それ以外の歩行会に

参加できる仕組みだった。 

100ｋ連続歩行のコースは、大阪天満から淀川

を遡行し、京都の手前で東へ折れ、木津川水系に

入り、奈良方向に南下して大阪に帰ってくるもの

で、基本的には河川の土手道だった。車が通らな

いからだ。夕方の 6 時に出発し翌日の午前 11 時

頃出発点に戻ってくるので 15～16 時間、ひたす

ら歩き続ける訳だ。だから夜中に 1度や 2度どう

にも逆らえない睡魔に襲われ、眠りながら歩く破

目に陥る。ハッとして気付くと自分でもふらふら

と歩いているのが判るのだった。そういう時は必

らずスタッフがバイクで近づいてきて、声を掛け

てくれ場合によってはしばらく並行してくれる。

真夜中なので各自の脚力に応じて列は長く延び、

何人ものスタッフが手分けして参加者全員の把

握に努めていた。そのスタッフの苦労たるや大変

なものだと想像できた。彼らは常日頃、「ボクラ、

歩中（アル中）なんです」と笑いながらよく言っ

ていたが全員歩きの猛者達だった。独り歩きにな

り、疲労が溜まってくると脚が鉛のように感じら

れてくる。１歩１歩にも気力が必要になる。立ち

停って坐ったりしたら、もう再び歩き出すことが

出来なくなるのが判っていた。でもスタッフのひ

と言、仲間の誰かが追いついてきて会話ができる

と、そこで一気に気持の転換ができるのだった。 

自分は何故こんな馬鹿げた苦しいことをやっ

ているのだろうと、歩いている途中、必ず思った。

それは自分でも判らなかった。唯、しないでは居

られ無かったとしか言いようがない。 

今でも私の記憶に強烈な印象を残している「伊

勢迄歩講」というイベントは、毎年暮れの 12 月

28日、大阪、玉造稲荷神社で完歩祈願をして出発

し、奈良県、三重県、の山道、街道を歩き通し、

正月元旦の午前零時に伊勢神宮で初詣でをする

という長距離歩行だった。大晦日の 31 日は、早

朝、山村の公民館の仮眠所を出てから、その夜の

０時に神宮に着くため全員必死になった。夜にな

って車と並行する街道歩きになると、スタッフも

神経を尖らせ、何度も声を掛けてきて、励ました

り、後どれ位だとか、良いペースだとか、１人の

落伍者も出すまいと細かく気を配ってくれてい

た。そして念願の神宮へ真夜中０時に辿り着くと、

女の人たちの何人かは泣き出してしまうのだっ

た。歩き切ったという充実感が身体の底から湧き

上がってきて抑えきれないようだった。私もかっ

て体験したことのない感情に襲われていた。身体

中の細胞がすべてイキイキと訴えてくるようだ

った。自分は今まさに生きている。「生」の充実

の真っ只中にいるのだと、腹の底から熱いものが

こみ上げてきた。泣き出した女の人の気持ちが手
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に取るように共感できた。 

夜中の参道は初詣での人々で混み合ってきて

いた。照明はその付近だけで神宮の森は闇に包ま

れていた。私たちは全員で思わず「バンザイ」を

した。自分の人生の中で、あの瞬間を持てたこと

をしみじみ良かったと思っている。それは今も夢

のつづきの様に甦ってくる。 

 

その頃、「熊野古道」が完全整備され、全道通

行可能になったという新聞記事が出た。平安中期

から中世にかけて「蟻の熊野詣で」と言われるほ

どの賑わいをみせた、あの巡礼路である。私はそ

れを１泊２日で歩く計画を立てた。本来ならば由

緒ある王子址の社
やしろ

や祠
ほこら

を詣でながら、２～３日

かけて旅すべき信仰の道なのだが、私は一気に歩

き抜きたかった。脚力は自分の生涯で最も強い時

期になっていて、ハーフマラソンにもよく参加し

ていた。人が居ない限り平坦な道ならば小走りに

なるし、下り道では大抵駆け下りていた。意識せ

ずとも脚の筋肉が勝手に動き出すという状態に

なっていた。 

熊野路では、人はよく死者に出逢うという言い

伝えがある。独り山道を歩いていると、向こうの

霧の中から、すたすたと足早やの人影が浮かびあ

がってくる。すれ違ってから、どこかで見た顔だ

と気付き、はっとする。先年亡くなった兄弟や父

母、親族なのである。死者は冥途へゆく前に、熊

野を詣でるという伝説である。死者の冥福を願い

ながら、ゆき悩んでいる時、ひとは自分だけの心

の面影にめぐり合うのかも知れない。しかし当時

の私には、まだそのような事は無縁だった。距離

の長さも、起伏の激しさも全く不安にならなかっ

た。それと整備されたという古道を、事前に５万

分の１の地形図で相当丹念に調べたので、迷って

時間をロスしない限り、充分に余裕があると考え

ていた。とにかく２日間、良い天気の続く日を選

べばよかった。 

伏拝
ふしがみ

王子址を越えて、熊野大社が遠くに見えて

きた時、ここでは時間を取る積りだった。「一遍

聖絵」の絵巻をよく見ていたので、そこに描かれ

ている本宮跡地を自分の目で確めたかった。現在

の本宮は明治 22 年の熊野川大洪水で大被害を受

け、残った社殿 4社を小高い山腹に移したもので、

旧本宮跡は３つの川が合流する三角州にあった。

うっそうとした樹林を抜けると、ぽっかりと空地

が開けていて低いが精巧な石垣が築かれている。 

人影もなく、ただ静かで梢を渡る風の音だけだっ

た。絵巻によれば、かってこの三角州に社殿が所

狭しと建てめぐらされ、多数の人々の賑わいと、

聖地としての神さびた秩序が守られていたのだ。

現在の本宮の規模は８分の１だという。「蟻の熊

野詣で」といわれた中世には、８倍の社殿と人々

が居て繁栄を極めていた。一遍上人が悩みを救わ

れたのもこの地であった。 

その後いよいよ大雲取越えにかかった。途中２

～３ヶ所で迷ったが、すぐおかしいと勘が閃き大

事に至らなかったのを覚えている。越前峠だった

か船見峠だったか、とにかくどちらかの峠を越え

た時、眺望がひらけて、照葉樹林の濃い緑の樹海

の遠くに、まるで純白の絹の帯のようなものが垂

直に垂れ、下の端は濃緑の中に消えているのが遠

望できた。那智の滝だった。その純白は鮮明で、

浄らかで、周わりの空気が異質のように見えた。

感動した。 

熊野古道は、西国３３所第一番札所「青岸渡寺」

の裏手を出て本堂前で終わる。 

那智の滝を前にして、水煙を立ち昇らせながら

落下してくる圧倒的な水の力に、畏怖の念を覚え

た。生命の根源である水が、途切れることなくな

だれ落ち、滝そのものは轟々たる水音と、滝壺を

覆う雲霧で、人間を非日常の神秘の境界へ誘いこ

んでゆく。 

太古の昔から、この滝の前に立った人々が我知

らず、そうしてきたように、私も頭を垂れ手を合

わせていた。 

那智の滝を描いてみようと思った時、何よりも

純白のなだれ落ちる水を際立たせたかった。そし

てこの滝をご神体として祀っている鳥居をどう

しても描きたかった。うまく仕上がったかどうか

自分ではわからない。 

参拝の後「牛王宝印
ごおうほういん

」という熊野三山のシンボ

ルである「八咫烏
やたがらす

」の護符を買った。15ｃｍ位の

細長い板に、すべての字が一画一画、烏
からす

をデザイ

ンしたもので書きあらわされるという不思議な

護符だった。数多くの烏が、さまざまな姿勢で組
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み合わされ、宝珠や、お札を取り囲んでいる。或

いはしっかりと守っている。3 個の宝珠は血の色

である朱色で押印され、それによって血が通い、

魔力が生じているのである。 

私の牛王宝印は阪神大震災の折、破壊したが未

曽有の大地震から私を護ってくれた。今こうして

生きている。 

「八咫烏」とは何なのだろう。何故、熊野のシ

ンボルになったのだろう。「古事記」に出てくる

神武東征伝説に、熊野に上陸した天皇の軍勢が苦

戦しているところへ、天からつかわされた「八咫

烏」が現れ、神武の軍を大和へと導いた。ここに

初めて登場するのである。しかしこれは神話の世

界である。私は古代文学研究の西郷信綱氏の著作

に親しんできた。「八咫烏」については「古事記

の世界」という著作に示されている氏の説に納得

している。 

鳥見を始めてから、つい「八咫烏」とはハシブ

トなのかハシボソなのかと考えたことがあった。

そして自分の馬鹿さ加減に笑ってしまった。そん

なこと判る訳が無い。 

こうして「那智の滝」のことを思い出しながら

文章を書いていると、新しい「牛王宝印」を求め

たくなった。もう一度、参拝しに行きたいな

あ・・・と思い始めている。 

 

ハシブトガラスは一度は描いてみたいと思っ

ていた鳥だった。清水盛通さんから、すばらしい

写真を頂いたので、懸命に描いて見た。

 

 

 

 

 

ナベの百舌
ひ ゃ く ぜ つ

           渡辺敬明（多摩丘陵緑地帯居） 

微笑むアカショウビン（初対面は霧の中） 

夢うつつ、しきりに鳴くホトトギスの声で目が覚めた。４時だ、まだ早い。朝もやを突いてカッコ

ウが夜明けを告げていた。車外に出ると目の前でウグイスがお馴染みの声を繰り返し、キジバトも控

え目に唱和する。耳を澄ますと、森ではゆっくりと鳥達のざわめきが広がっていた。 

背伸びをしたその時！キョロロロロ…キョロロロロ…近い！待望久しきアカショウビンだ！初対面の

期待に胸が高鳴る。勇躍 霧雨けぶる森の中へ！ 

 

無人の木道端に腰を据え「あの枝止れ」と 50m先

の一角にデジスコで狙いを定め待機する。絶え間な

くカエル・コルリ・キビタキが鳴く、時折キョロロ

ロロも入ってくる。３０分経過。とっ！まさか！「あ

の枝」にハラハラと見慣れぬ鳥が止った。真っ赤な

太目の嘴。アカショウビンだ！ここぞとレリースを

硬く握り締め、強く押し続けた。しかし冷静さは失

わず(？)レンズ越しに目が合った時「アリガト」と

声をかけた。一瞬向きを変え、腰のルリ色の羽毛を

見せ振り返り、微笑んで(？)飛び去ったのです。心

に残る初対面でした。           

 

              振り向きつ 振り返り去る 赤翡翠   鶏鳴 

  

振り向き ほほえむ アカショウビン 
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餌を投げて魚を捕る 

ササゴイ 

                   

             川上 恚  

かなり以前の事ですが、九州阿蘇山の湧

水で有名な、水前寺公園の池に居たササゴ

イが、「餌を投げて魚を捕る」という話しを

聞きましたが、もう 20年も前の事です。以

来ササゴイは何度も見ているものの、実際

に「餌を投げて魚を捕る」姿は見られませ

んでした。 

 ところが、今年 6月知人から「餌を投げ

て魚を捕るササゴイが居る」と連絡を貰い、

急ぎ駆けつましたら、まさしく綺麗なササ

ゴイが餌(川虫)を投げて魚を狙っていたん

です。 

場所は知人が観察中のため明示できません

が、北浅川陵北大橋上流辺りに似た川幅で、

住宅接近の多摩川支流です。 

私は、6 月の早朝 2 時間ほど 2 回行って

見ましたが、両日ともササゴイが出現、実

際に川虫を咥え、そろりそろりと前進、咥

えた虫をポイと水面に落とし、虫の流れを

見つめるササゴイを見て感動。その成功率

は分かりませんが、虫を狙って浮かんでき

た魚を、大きな鋭い嘴で素早く、捕らえて

いました。ササゴイの学習行動を撮った下

手な証拠写真を参考に添付します。 
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浅川流域でヘイケボタル復活か 

                                   粕谷和夫   

ホタルとカエルの調査を 2010年も行いました。2001年から始めて今年で 10年目になりました。今年

は、私の他に川上恚氏、中村后子氏、山浦秀雄氏などの会員及び会員外の鈴木省司氏、添田正氏からも

観察記録が寄せられました。 

 

 ここでは、先ずヘイケボタルの状況を報告します。ヘイケボタルは流水域に生息するゲンジボタルと

異なり、田んぼなどの止水域に生息しています。八王子のホタル専門家の小俣軍平氏は、「One Two え

いと」ほの号（2003年 3月、えいと舎刊）の「八王子のホタル事情」で以下のように記載しています（抜

粋引用）。【ヘイケボタルは稲作農業とともに水田を主要な棲息場所としてきました。農薬を使わない昔

の水田は、多数のヘイケボタルが発生していました。戦後大量の農薬が水田に撒かれた時が、ヘイケボ

タルの 1回目の試練でした。しかし、それでもまだこの時には水田そのものと稲作農業は続けられてい

ました。ところが人口の都市への流入による大規模宅地開発は、ヘイケボタルの発生地である水田その

ものを埋め立ててしまいました。また、放棄された水田は水草が生い茂り、水田をすっかり覆いつくし

てしまいました。今やヘイケボタルは壊滅状態です。】 

 2001年以来のカワセミ会会員他の調査で、ヘイケボタルが観察された場所は以下のとおりです。八王

子市上川口小学校裏の田んぼ、上川町の釜の沢橋・十内入橋付近の田んぼ、川口町の滝の沢橋付近の田

んぼ、御霊谷川の田んぼ、美山町天合峰の休耕田、宇津貫緑地内ホタル沢内の田んぼ、小比企町の由井

三小の児童学童水田、片倉城跡公園。 

 2010年の調査では次の４か所でヘイケボタルが観察されました。①7月 2日・宇津貫緑地・蛍沢・50

匹以上、②7月 2日・片倉城跡公園・約 10匹。③7月 5日・由井三小環境学習水田（湯殿川大橋付近）・

約 5 匹、④7月 10 日・種入り（上川口小裏の谷戸）・100 匹以上。③由井三小環境学習水田以外の 3 か

所では昨年までと比べると今年のヘイケボタルの発生数が多く、復活したのではという期待がもてまし

た。④種入り（上川口小裏の谷戸）では今年から「八王子里山クラブ」というグループが稲の不耕起栽

培を始めました。今後、このような田んぼ復活がヘイケボタルのさらなる復活につながることを願って

います。 

 しかし、ヘイケボタルの幼虫はモノアラガイやヒメモノアラガイとされていましたが、外来種のサカ

マキガイなどの巻き貝類をも餌としているとのことで、八王子のヘイケボタルが果たして外来種のサカ

マキガイにも依存しているかを今後確認する必要があります。 

 

 次に八王子の市街地へのゲンジボタルの 2010年の復活状況ですが、今年は北浅川では清川グランド付

近で、南浅川では北浅川との合流地直前で確認され、昨年よりさらに下流域で観察できました。 

 また、今年は 6月 12日に多摩川の八王子市滝が原運動場南側用水路で、ゲンジボタル約 1200頭を観

察しました。水管橋【拝島水道橋】から上流に向かい高月水田端までの間、ゲンジボタルが連続的に出

現、点滅間隔の短い個体もいましたが、数が圧倒的に多く、その上流側の高月水田用水路でもわずかな

がらゲンジボタルを観察しました。 
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身近なカモが減っている 

～ガンカモ類の生息調査の分析から～ 

（バードリサーチ ニュース Vol.7 No.7  2010.07.27.） 

 

 2000年以降の浅川のカモは激減していますが、全国的な傾向が気になるところです。今般バードリサ

ーチニュースにその分析結果が発表されました。著者の神山和夫氏、笠原里恵氏の了解を得られました

ので、以下に内容を引用します。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 身近にいて数の多い野鳥の変化は、意外と気が付きにくいものです。しかし毎年１月に環境省と都道

府県が行っているガンカモ類の生息調査（通称「ガンカモ一斉調査」）の記録について電子化されている

1996～2009年を分析したところ、明確な増減傾向があることが分かってきました。 

 ガンカモ類の生息調査（以下，生息調査）は 1971 年から続いており、2010 年 1 月の調査では全国で

8724 ヵ所で調査が行われています。今回はこの調査で記録地点数が多い 13 種のカモ類について個体数

変化を解析しました。 

 解析の結果，7 種のカモ（マガモ・ホシハジロ・オカヨシガモ・ハシビロガモ・カルガモ・コガモ・

オナガガモ）が減少し、2 種（ヒドリガモ・ヨシガモ）は変化がなく、そして 4 種（オシドリ・スズガ

モ・キンクロハジロ・カワアイサ）が増加していることが分かりました。減少している種のほとんどは

水面採食性で，増加しているのは潜水採食性のカモ類です。それ以外では、減少している種には水田を

利用する種や、繁殖地が中緯度地域の種が多いことも特徴です。 

 私たちが解析したのは環境省生物多様性センターのホームページで公開されている 1996 年以降のデ

ータですが、カモ類の減少はそれ以前に始まっていたという報告例もありますし、日本の湖沼や河川の

開発が激しかったのは 1960～70年代であることを考えれば、もっと以前からのデータを解析して、どの

ような環境でカモ類が減少していたのかを調べる必要があります。また繁殖地の状況の解明は困難です

が、日本で越冬している種の繁殖地が衛星追跡などの新しい技術を使った調査で明らかになることを期

待しています。 

 ガンカモ類の生息調査の記録は、大勢のボランティアが国や都道府県に協力し、長い年月かけて調査

してきた貴重なデータです。これまでは単純な集計以上の解析が行われていませんでしたが、このデー

タを詳しく解析することで生息調査本来の目的である「湿地の保全」に役立てていくことが重要だと思

います。 

【NPO法人バードリサーチ 神山和夫・笠原里恵】 
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東京都レッドリスト 2010 年版が刊行される 

                                 （粕谷和夫）  

東京都環境局は平成 10 年に作成した「東京都の保護上重要な野生生物種（1998 年版）のうち、本土

部について平成 20年度から 2ヶ年をかけて改定作業を行い、平成 22年 3月に改定版を取りまとめ公表

した。これは、通称レッドリストと呼ばれるもので、東京都が自然環境行政を推進していくための基礎

資料となるものである。 

大場秀章東京大学名誉教授を座長とする検討委員会と同委員会の下に６つの専門部会（植物、哺乳類、

鳥類、爬虫類・両生類・淡水魚類、昆虫類、その他無脊椎動物）が設けられ改定作業が進められた。鳥

類専門部会は金井裕（日本野鳥の会東京港野鳥チーフレンジャー）を座長に川内博（日本野鳥の会東京

支部幹事）に粕谷和夫（八王子・日野カワセミ会会長）の２名の委員により作業が進められた。この作

業のうち南多摩地域についてはカワセミ会の 20年以上続く野鳥定期カウント結果、鳥信のデータが活用

された。 

以下は、今般改定された東京都レッドリスト 2010年版から「鳥類の選定・評価方法及び結果の概要」

の抜粋（引用）である。【鳥類は、東京都の本土部で記録のある種の中から、生息数や生息地域が限られ

る種を検討対象種として合計 178種を抽出し、これらの生息状況を精査して、ランクを判定した。判定

にあたっては定量的要件を用いたが、生息状況についての把握が十分ではない種については、定性的要

件により評価を行った。評価の結果、本レッドリストの掲載種は合計で 162種となり、前回のリストと

比較して大幅な増加となった。これは、環境省基準の採用により、定量的なデータを精査した結果によ

ることもあるが、開発や土地利用の変化も要因と考えられる。】 詳細は以下に掲載されている。 

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/rdb/top.htm（東京都の保護上重要な野生生物種） 

 

 

 

八王子市史の刊行の予定 

（粕谷和夫） 

八王子市の市史編さん室では、平成 28 年度の八王子市市制 100 周年記念事業として、新たな市史の

編さんを進めている。今回編さんする市史は、資料編は平成 23年度から 26年度までに 6巻、本編は平

成 25年度から 28年度までの間に 8巻（1原始・古代、2中世、3近世上、4近世下、5近現代上、6近現

代下、7自然、8民族）を順次刊行する計画である。 

「7 自然」は、植物、昆虫類、両生類・爬虫類、鳥類、哺乳類、地質、その他の分野を含み、各分野の

専門家で構成される自然部会で編集作業が進められている。このうち、「鳥類」は八王子・日野カワセミ

会会長として粕谷和夫が担当することになった。なお、自然部会の会長は畔上能力八王子自然友の会会

長、副部会長は粕谷が市史編さん室から委嘱された。 

現在、植物・鳥類・哺乳類・昆虫など主に生物の分野において具体的な調査を行っている。野鳥関係は

昔のものについては文献調査、最近 20年のものについては、八王子・日野カワセミ会の野鳥定期カウン

ト結果、鳥信のデータなどを活用することとしている。 
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2010 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 20 水

日 

長沼小学校 長沼橋上流左岸 5 33 

1 23 土 カワセミ会ジュニアクラブ エコ広場～長沼橋 3 33 

1 24 日 小宮公園探鳥会 小宮公園内一周 11 28 

２ 6 土 大和田小学校サタデースクール 小宮公園 6 19 

2 18 木 上川口小学校 上川口小学校周辺 5 25 

 3 3 水 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 7 14 

3 3 水 松が谷小学校 大栗川 7 19 

3 13 土 多摩さくら百年物語フォーラム探鳥会 多摩川 日野～多摩大橋 14 37 

3 27 土 カワセミ会ジュニアクラブ、エコ広場親子野鳥観察会 エコ広場～長沼橋 5 29 

4 26 月 上川口小学校 学校周辺 5 26 

5 6 木 上川口小学校 秋川橋～小和田橋 6 25 

5 12 水 由木中央小学校 永林寺 8 16 

5 12 水 松が谷小学校 大栗川 8 18 

5 22 土 カワセミ会ジュニアクラブ エコ広場～長沼橋 5 30 

5 22 土 高尾・福寿園 福寿園 4 - 

6 5 土 環境フェスティバル （２９８人来訪） 33 - 

6 26 土 カワセミ会ジュニアクラブ エコ広場～長沼橋 5 31 
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外部機関主催の探鳥会支援 
○小宮公園探鳥会 

日 時：２０１０年１月２４日（日） 天 気：晴 

コース：小宮公園内一周 

観察した鳥：２８種（ベスト２：ルリビタキ、ヤマガラ） 

カルガモ トビ キジ キジバト アオゲラ コゲラ ヒヨドリ モズ ルリビタキ ジョウビ

タキ 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 ホオジロ カ

シラダカ アオジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

ソウシチョウ 雑種ガモ 

支援者：１１名 

井形定子 井上典子 大川征治 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 久保山嘉男 傍島玲子 中村

后子 長谷川篤 若狭誠 

概要、感想等： 

毎年 1月のこの時期は都立小宮公園主催の野鳥観察会に支援を行っている。今年は天気よく絶好の

冬鳥観察日和となった。集合場所の公園管理事務所前には、早くもルリビタキ、ソウシチョウ、ツ

グミが出現。歩き出すとエナガ、メジロ、コゲラの混群に出会う。ケラの声が聞こえてきたので確

認するとアオゲラだったが直ぐに飛んで行ってしまった。 

エゴノキがいっぱいある所にはヤマガラが来て採餌していた。ここはこの公園のヤマガラスポット

である。今の時期雑木林は農家の人の落ち葉かきの時期である。落ち葉を掃いた所にはルリビタキ、

シジュウカラ、キジバトなどが集まって来ていて、それを目当てにカメラマンも数名来ていた。 

最後にカシラダカ、シメ、ジョウビタキが出てくれたが、全体的には野鳥が少なかった。公園の一

角に東京都が実施しているカラス捕獲用のトラップが置いてあり、餌をまいているので、ハシブト

ガラスがその周りに一杯集まって来ているので、カラスがこれだけ多いと小鳥たちが寄りつかなく

なるのではないかと思った。（担当：粕谷和夫） 

 

○多摩さくら百年物語フォーラム探鳥会 

日 時：２０１０年３月１３日（土） 天 気：晴 

コース：多摩川の中央線鉄橋上流側の右岸堤防に出て、上流側に谷地川沿いに進む。新旭橋で谷地川

を渡って再び多摩川右岸堤防に出て、多摩大橋手前までの約 2.5km 

観察した鳥：３７種（ベスト：カオグロガビチョウ オオタカ シメ）、 

カワウ ダイサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ ノスリ キジ イカルチドリ イソ

シギ セグロカモメ キジバト カワセミ ヒバリ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレ

イ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ ホ

オジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブ

トガラス ドバト カオグロガビチョウ ガビチョウ 

支援者：１４名 

阿江範彦 浅野恵美子 大川征治 粕谷和夫 門口一雄 久保山嘉男 小塩菊子 傍島玲子 出

口富子 内藤公三 丸山二三夫 柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 

概要、感想等 

 多摩さくらフォーラム主催の探鳥会支援。JR日野駅に 60名近い参加者が集合、カワセミ会から

は 14名が支援に参加。 

 多摩川の堤防に出るとダイサギ、アオサギ、カワウ、カルガモなど大きめの鳥が目立ち、初心者

向けには上々のスタートであった。さらによく見るとイカルチドリ、ハクセキレイ、イソシギ、モ

ズ、カワラヒワ、ホオジロと多彩な顔ぶれがそろった。ウグイスはさえずり、キジはさえずりにな

らない一声が河原から聞こえてきた。河原の樹にカラスが 2羽止まっていて、その下にもう 1羽止

まっていた。これがオオタカの若鳥であった。上流からカワセミが飛んで来たが、下流の方へ飛ん

で行ってしまった。 

東光寺グランドではヒバリ 2羽がツグミやタヒバリと一緒に採餌していた。そこに奇妙な大きな声

が聞こえてきた。何だろうと探すとカオグロガビチョウであった。10羽ぐらいいて、寺の方へ飛ん

で行った。 

新旭橋を渡り多摩川に再び出るとシメが樹上にオオタカ、ノスリ、トビが上空に出てくれて満足の

ゆく探鳥会を占めることができた。（担当：粕谷和夫） 
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探鳥の記録（2010 年 1 月～6 月） 

                              ＊中止 ４月２２日 野鳥密猟防止パトロール 

①琵琶湖周辺探鳥会                                 

日 時：２０１０年１月１５日（金）～１７日（日） 

観察した野鳥：81種 

オオハム 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 ダイサギ コサギ 

アオサギ ヘラサギ マガン ヒシクイ ハクガン サカツラガン コハクチョウ マガモ カ

ルガモ コガモ トモエガモ ヨシガモ オカヨシガモ ヒドリガモ アメリカヒドリ オナガ

ガモ ハシビロガモ アカハシハジロ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ ホオジロガモ 

ミコアイサ ウミアイサ カワアイサ ミサゴ トビ オオワシ ノスリ 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 ケリ タゲリ ハマシギ イソシギ タシギ 

ユリカモメ カモメ ウミネコ 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 ビンズイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ トラツグミ シロハラ 

ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ 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 ハシボソガラス ハシブトガラス 

ドバト ガチョウ 

ベスト５：オオワシ タシギ アカハシハジロ サカツラガン ハクガン 

参加者：１１名 

青木静子 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 内藤公三 中村后子 中村啓一 中村千枝 

浜野建男 浜野知恵子 

概要、感想等： 

湖北野鳥センター直ぐ近くの尾上荘という宿に２泊して、チャーターしたマイクロバスで琵琶湖

周辺を回り、３日間で８１種の鳥に出会うことが出来た。初日１月１５日は湖北野鳥センターで野

鳥の飛来情報を教えてもらった。この野鳥センター観察舎からはコハクチョウ、オオヒシクイ、カ

ンムリカイツブリの他、１３種ものカモを観察できた。１３種の中には、トモエガモ、ヨシガモ、

オカヨシガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ、ウミアイサ、カワアイサなど珍しいカモがいたが、少

し沖にいて遠かったことと逆光のため、観察しづらいところがあった。外は牡丹雪だったが、近く

の漁港や田んぼを観察した。集落近くの田んぼでは 1枚の田にタシギが３０羽近くもの集団でいて

驚いた。この田にはケリ、キジの♀♂も現れた。 

 

２日目は未だ薄くらいうちに琵琶湖を覗くとコハクチョウの群の中にサカツラガン 1羽、ハクガ

ン１羽がねぐらを共にしているのが確認できた。琵琶湖でのハクガンは２９年ぶりの飛来とのこと。

センターの話ではサカツラガンもハクガンも同じガンの仲間のオオヒシクイでなく、コハクチョウ

と行動をともにしているとのこと。野鳥センターから南を少し行ったところ（早崎）に田んぼに水

を張ったビオトープがあり、そこもポイントとのことであったので、行ってみるとヘラサギが１羽

来ていた。コハクチョウの餌場になっているという香花寺という集落の田んぼに行ってみるとコハ

クチョウが集団で来ていて採餌していた。その中にサカツラガン、ハクガンが混ざっていないか探

したが発見できなかった。その代わりアメリカコハクチョウを確認できた。オオヒシクイも田んぼ

①１月１５日（火）～１７日（日）遠出探鳥会：琵琶湖周辺探鳥会 

②１月２７日（水）       遠出探鳥会：渡良瀬遊水地探鳥会 

③２月９日（火）        平日探鳥会：九十九里・銚子・波崎探鳥会 

④２月１４日（日）       月例探鳥会：北浅川（松枝橋～陵北大橋）探鳥会 

⑤２月２１日（日）        周辺探鳥会：南高尾探鳥会 

⑥３月１４日（日）       公開探鳥会：浅川ふれあい橋～北川原公園公開探鳥会 

⑦３月２８日（金） 宇津貫緑の会との共催：宇津貫緑地雑木林手入れ探鳥会    

⑧４月１０日（土）       遠出探鳥会：藤野探蝶・探鳥会                                  

⑨４月１１日（日        月例探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

⑩５月９日（日）        公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会                                  

⑪６月５日（土）        月例探鳥会：浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会 

⑫６月１８日（金）～２０日（日）遠出探鳥会：山形探蝶・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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に餌取りに来ていて、その隣にマガン１７羽がいるのも発見した。このマガンは夜のねぐらを琵琶

湖としないで、夜も田んぼで過ごしているらしい。 

 

野鳥センター近くの山本山の麓に行くと数十人のカメラマンが、オオワシをねらっていた。樹上

で休むオオワシの姿は正に威風堂々である。 

 

午後は湖西に足を伸ばした。先ず海津西浜にオオハムがいるというので探したが見つけることが

できなかったので、もう 1か所の候補地今津浜松並木に移動した。このあたりはオオバンを始めヒ

ドリガモその他のカモの数の多いのには驚きだ。沖でハジロカイツブリと思われる５０羽ぐらいの

大きな群が、一斉に海面に姿を表し、再び一斉に潜水する。最後にようやく２羽のオオハムをとら

えることができたが遠くて写真は撮れない。 

 

湖西の次の目標はアカハシハジロだ。新旭風車村付近の浜辺にいるというので、行って探したが、

それ程簡単には見つけることができない。２か所ほどで探したが、見つけられないので、新旭水鳥

観察センターに寄って情報を聞くと六ヶ浜オートキャンプ場付近だという。そこへ戻って沖の方に

いる 1羽のアカハシハジロを捉えることができた。 

 

３日目は琵琶湖の南へ行った。志那にズグロカモメが出ているという事だったが、コハクチョウ

と多数のオオバンとカモがいただけだった。次に烏丸半島に行った。ここもオオバン、カンムリカ

イツブリと多数のカモだった。最後に近江八幡の国民休暇村付近、ここはオジロワシとクビワキン

クロが期待できるとのことだったが、見つけることができなかった。米原に向かう途中に大きな虹

が出て２泊３日の探鳥会を〆てくれた。（担当：粕谷和夫） 

 

②渡良瀬遊水地探鳥会 

月 日：２０１０年１月２７日（水）９：１５～１６：００ 

行 程：八王子駅（6:15発）―八王子ＩＣ－圏央道―関越―１６号―東北道―館林ＩＣ下車― 

渡良瀬遊水地（探鳥）－往路を戻るー八王子（19:00着） 

観察した野鳥：６１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 ダイサギ アオサギ マガモ 

カルガモ コガモ ヨシガモ オカヨシガモ ヒドリガモ アメリカヒドリ オナガガモ ハシ

ビロガモ ホシハジロ  

キンクロハジロ ミコアイサ  

ミサゴ  オオタカ  トビ  ノスリ 

ハイイロチュウヒ チュウヒ  

ハヤブサ  キジ  バン  オオバン 

イカルチドリ  タシギ  イソシギ 

セグロカモメ キジバト カワセミ 

コゲラ 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 ジヨウビタキ シロハラ 

ツグミ ウグイス セッカ エナガ 

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 

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 

ベスト：ハイイロチュウヒ チュウヒ ヨシガモ ベニマシコ オオジュリン 

参加者：２４名 

青木静子 井形定子 井上典子 大川香 久保山嘉男 小張義雄 小張昌子 傍島玲子  

高梨規子 多田恒子 内藤公三 中村経男 中村后子 萩原正昭 長谷川篤 馬場隆進  

馬場啓子 浜野建男 細田冨美子 安原功裕 山崎悠一 柚木育子 渡辺敬明 大川征治 

担当者の一言 

天気にも恵まれ昼間のハイイロチュウヒがみられ、またアメリカヒドリなど６１種類もの鳥が見ら
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れて充実した鳥見ができたと思う。（担当：大川征治） 

 

③九十九里・銚子・波崎探鳥会 

月 日：２０１０年２月９日（火）  

天 気：晴 

集合、出発：ＪＲ八王子駅南口多摩信前、午前６時１５分 

行 程  ：八王子ＩＣー（首都高、京葉道路―東金道路）ー東金ＩＣ東金九十九里道路ー片貝漁港 

ー銚子マリーナー銚子港ー波崎港ー潮来ＩＣー八王子（18:45着） 

観察した野鳥：４６種 

ハジロカイツブリ アカエリカイツブリ カンムリカイツブリ カワウ ウミウ ヒメウ ダイ

サギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ 

コガモ ヒドリガモ オナガガモ スズガモ 

シノリガモ コオリガモ トビ オオバン ミ

ヤコドリ シロチドリ ムナグロ ハマシギ 

ユリカモメ セグロカモメ オオセグロカモメ 

シロカモメ カモメ ウミネコ ミツユビカモ

メ ウミスズメ キジバト ハクセキレイ タ

ヒバリ ヒヨドリ ジョウビタキ イソヒヨド

リ ツグミ メジロ ホオジロ ユキホオジロ 

スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブト

ガラス ドバト 

ベスト：ユキホオジロ コオリガモ ウミスズメ 

シノリガモ ミツユビカモメ シロカモメ ム

ナグロ（7種） 

参加者：２３名 

井形定子 井上典子 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 菊池昇 小張昌子 久保山嘉男  

高梨規子 内藤公三 中村經男 中村后子 奈良敏夫 馬場啓子 浜野建男 細田富美代  

山崎悠一 山崎久美子 柚木育子 若狭誠 渡辺敬明 大川香 大川征治  

担当者の一言 

好天に恵まれてかわいいユキホオジロがまじかに見られ、またコオリガモ、ウミスズメなど４６

種もの鳥が見られて良い鳥見になったと思う。（担当：大川征治）   

                                 

④北浅川（松枝橋～陵北大橋）探鳥会 

日 時：２月１４日（日） ８：００～１０：３０ 

天 気：晴 

確認した野鳥：４１種 

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

ジ イカルチドリ タシギ キジバト カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグロ

セキレイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ アカハラ ツグミ ウグイス エナガ 

シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ 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 クサシギ 

ベスト：タシギ ノスリ クサシギ 

参加者：２８名 

浅野恵美子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川 香 粕谷和夫 門口一雄 川上 恚  

河村洋子 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛通 白川 司 杉森ユリ  

関根伸一 内藤公三 中村經男 中村后子 浜野建男 氷渡とし子 星野光雄 細田冨美子  

丸山二三夫 山崎悠一 柚木育子 渡辺敬明 

感想： 

冬のさなかですが、晴天にめぐまれました。前日の雪で周りの山は真白でした。 

出た野鳥は４１種類で、昨年と同じでした。 

猛禽類が５種類、トビ、オオタカ、ツミ、ノスリ、チョウゲンボウ とでました。  

タシギが数羽でて、全員で観察できました。（担当：清水盛通、関根伸一） 
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⑤南高尾探鳥会 

日 時：２０１０年２月２１日(日) ８：００～１３：１０    

天 気：晴 

場所(コース) ：高尾山口～梅ノ木平～峰の薬師参道～草戸山～城山町グランド～城山湖堤防 

～大戸(解散) 

確認した野鳥：２９種 

カワウ トビ ノスリ キジバト カワセミ アオゲラ 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 モズ ジョウビタキ 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 ホオジロ カシラダカ アオジ イカル スズメ カケス ハシ

ボソガラス ハシブトガラス ガビチョウ 

本日のベスト：エナガ カケス 

参加者：２４名 

青木静子 石橋公子 今井達郎 大川香 粕谷和夫 門口裕子 河田徳子 菊地昇 白川司  

傍島玲子 千葉槙子 中村經男 中村后子 奈良敏夫 馬場隆進 馬場啓子 浜野建男  

浜野知恵子 細田富美代 丸山二三夫 柚木鎮夫 柚木育子 渡辺敬明 門口一雄 

特記事項及び感想： 

峰の薬師参道先の林道が工事中のため、草戸山経由の迂回路を進んだ。三沢峠分岐までは、道幅

が狭く、上り下りの繰り返しで階段が多く森林浴登山となった。町田市の最高峰草戸山からの眺望

を楽しめたことはよかった。 

また、城山湖も工事中で水がなく、例年見られるカモの仲間の飛来がなく、目当てのハギマシコ

もきていなかった。（担当：門口一雄） 

 

⑥浅川ふれあい橋～北川原公園公開探鳥会 

日 時：２０１０年３月１４日(日） ８：００～１１：２０   

天 気：快晴 

場 所：ふれあい橋(浅川)～多摩川合流～北川原公園（多摩川） 

確認した野鳥：４２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 ノスリ オオタカ キジ 

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 イワツ

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

ツグミ ウグイス セッカ エナガ シジュウカラ ホオジロ アオジ オオジュリン カワラ

ヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

本日のベスト：カワセミ オオジュリン シメ セッカ ノスリ バン 

参加者 ４８名（会員３４名、一般１４名） 

阿江範彦 浅野恵美子 伊倉恵子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫  

勝股朗郎 門口裕子 菊地昇 久保山嘉男 小塩菊子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 佐藤洋一  

白川司 曽我允雄 曽我文子 出口富子 内藤公三 仲尾政幸 中橋薫 中村經男 中村后子 

馬場隆進 馬場啓子 廣川潔 福本健 星野光雄 丸山二三夫 柚木育子 渡辺敬明 門口一雄  

特記事項及び感想 

 浅川のふれあい橋から上流が工事中のため、昨年と同じ多摩川合流コースで実施した。 

一般の方の堤防利用が少なくゆっくり探鳥ができた。また、東部会館のトイレが利用できたのも良

かった。 

 開始早々からカワセミ、タヒバリやサギの群が見られた。葦原ではホオジロ、オオジュリン、ジ

ョウビタキ、セッカにモズと次々に出現した。上空ではオオタカ（逆光でチョウゲンボウと誤認し

た。）にノスリも飛び堪能した。多摩川の堤防に回り、珍鳥を期待したワンドではバンが見られた

が、その後釣り道具を持った親子連れやカメラを抱えた子供達が入り鳥は出て来ない。 

多摩川と併行する根川では、護岸の排水口に巣穴を掘っているのか、嘴や頭に土の付いたカワセミ

を観察できた。北川原公園の芝生広場ではヒバリの群を確認した。（担当：門口一雄） 

 

⑦宇津貫緑地雑木林手入れ探鳥会（宇津貫緑の会との共催） 

日 時：２０１０年３月２８日（日） ８：００～１２：００   

天 気：晴 

探鳥コース ：八王子みなみの駅→毘沙門天→宇津貫公園→クボノオキ湧水→宇津貫緑地        
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確認した野鳥：３３種 

カイツブリ カワウ バン カルガモ コガモ オオタカ キジバト アオゲラ コゲラ ヒバ

リ ツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ トラツグミ 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 カシラダカ アオジ 

カワラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ ガビチョウ 

ベスト：オオタカ、ヒバリ、ツグミ 

参加者：カワセミ会８名、宇津貫緑の会５名 計１３名 

粕谷和夫 工藤正子 高梨規子 玉手道雄 玉手しのぶ 内藤公三 中村后子 門口一雄 

感想： 

恒例の宇津貫緑の会と共催で探鳥会及び雑木林の手入れを行った。探鳥コースは昨年と同じ毘沙

門天、住宅街、公園、造成地、調整池のある里山と変化のあるコースをとった。 

野鳥は、公園でツグミ、ジョウビタキ、アオジやカラの仲間が見られ、造成地ではヒバリ、ホオジ

ロ、カワラヒワ、カシラダカが見られた。調整池ではバン、コガモ、カイツブリが泳ぎカワウが羽

を広げていた。特に、オオタカが公園や調整池の上を飛び、ヒバリが造成地の上で囀り飛び回るの

が近くで見られ感動した。 

一方、雑木林の手入れは昨年と同じシノダケ刈を行った。場所も同じところで 1年前に刈った所

に、新しい竹が芽を出し数十 cm 伸びたものを刈り落ちた枝を片付ける作業である。宇津貫緑の会

で用意した鎌や芝刈り鋏を借り、緑の会の方と一緒に約１時間汗を流した。普段の運動不足と慣れ

ない作業のため腰が痛くなったが、早春の日差しを浴び、落ち葉を踏みしめての作業は心地よかっ

た。この作業の繰り返しで竹は絶え、良い里山が出来るとのことであった。 

周りの林を見ると、カワセミ会がこの雑木林の手入れを支援（１年１度のことだが）してきた結果

であろうか、林床の竹や芝は絶えヤマルリソウやカタクリの花が咲いていた。数年前に運んだ椎茸

の原木に沢山の茸が芽を出していた。今年はこの椎茸の収穫も体験させて貰った。昼食は、素敵な

ログハウスで里山の芽吹きを眺め、鳥を探し、緑の会の方が先ほど収穫したしいたけ汁、近くの谷

戸田で栽培した赤米のご飯や甘酒を振舞ってくれた。 

オオタカをはじめ多くの野鳥や草花が生息する里山を守るため、竹や枯れ枝の除去など腰の痛くな

る作業をはじめ種々の活動を続けてきた宇津貫緑の会の皆様に敬意を表する。（報告者：門口一雄） 

   

⑧藤野探蝶・探鳥会 

日 時：２０１０年４月１０日（土）   

天 気：晴 

コース：藤野駅から沢井川沿いに和田の自然公園センターまで行き、鎌沢経由で藤野駅まで戻った。 

観察した鳥：２８種（ベスト２：カワガラス、ノスリ） 

カルガモ トビ ハイタカ ノスリ キジバト アオゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ キセ

キレイ セグロセキレイ ヒヨドリ カワガラス ミソサザイ 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 スズメ ムクドリ カケス ハシブト

ガラス コジュケイ ガビチョウ  

参加者：１７名 

浅野恵美子 大川征治 大川香 大房 粕谷和夫 門倉美登利 河田徳子 工藤正子 曽我允雄 

高梨規子 多田恒子 内藤公三 中村后子 奈良敏夫 氷渡トシ子 丸山二三夫 柚木育子 

概要、感想等： 

藤野駅ではトビ、ツバメが直ぐ近くを飛んでいた。踏切を渡り、トンネルを抜けると桃源郷のよ

うな沢井川の世界が開けてきた。サクラ、ミツバツツジ、レンギョウ、ヤマブキが満開となってい

た。沢井川の期待はカワガラス、今年もいつもの所に 2羽現れてくれた。さらに進むと上流側から

2 羽飛来して、川中の枯れ枝の繁みに入った。見え隠れの状態だったが良く見るとこの 2 羽は巣立

ち雛のようだった。カワガラスの巣立ちは早いと言うことは知っていたが、4月 10 日でもう巣立っ

ているとは驚きだ。カワガラスはその後の上流に進むに従って何回もお目にかかることが出来た。 

諏訪神社付近ではイワツバメが集団で飛翔していた。どこにコロニーがあるのだろうか。陣谷温泉

出会いのところではノスリが出現した。2 羽が帆翔する上にさらに 1 羽が認められた。どうやらハ

イタカらしい。 

和田から鎌沢の方に少し入って見ると湧き水のところでタゴガエルの鳴き声がいっぱい聞こえて

きた。 

観察できたスミレはエイザンスミレ、オトメスミレ、ケマルバスミレ、タチツボスミレ、ノジスミ
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レの 5種。オトメスミレは石垣に 2株あったもので、白い花に紫色の距がよく目立った。 

チョウでは、アカタテハ、キタテハ、テングチョウ、ミヤマセセリ、ルリタテハなどが目立ったが

動きが早いものばかりでじっくりと観察はできなかった。（担当：粕谷和夫） 

 

⑨北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

日 時：２０１０年４月１１日（日） ８：００～１１：００   

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：３９種 

カワウ ダイサギ アオサギ マガモ カルガモ トビ ハイタカ サシバ チョウゲンボウ 

キジ コチドリ キジバト カワセミ アオゲラ コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレイ 

セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ノビタキ ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ  

メジロ ホオジロ アオジ カワラヒワ イカル シメ スズメ ムクドリ 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サシバ ②シメ ③オナガ 

参加者：３２名 

井形定子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子、河村洋子 

小塩菊子 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 白川史子  

関根伸一 高山早苗 千葉槙子 内藤公三 中橋薫 中村經男 中村后子 長谷川篤 浜野建夫 

浜野智恵子 廣川潔 福本健 前田善明 丸山二三夫 若狭誠 

担当者の感想： 

今回は予報よりも好天に恵まれ、青空も広がり暑いくらいの一日だった。時期的には冬鳥から夏

鳥に入れ替わる時期で、鳥の出方が予測しがたいのだが、例年まずまずの種類と話題になる鳥が出

るコース。昨年は４２種。中でも近い距離から見られたオオタカ、稀少種のアリスイ、ヒレンジャ

クなどが見られ、中身の濃い探鳥会だった。 

 そんな期待を持ってスタートしたが、結果は３９種で昨年に近い数字になったものの、みんなが

一斉に双眼鏡を同じ方向に向けるようなシーンもなく、やや盛り上がりに欠ける内容だった。ただ、

例年に無く満開状態の桜が多く残っていたのと、色とりどりの草花や木々の芽吹きが青空に映え、

気分的には救われた印象だ。また、春にはなかなか見られないサシバが３羽旋回飛翔してくれたこ

とは、特筆に価する（私も含め何人かは見られませんでしたが）。 

 鳥合わせのあと、１０周年記念の桜の下で恒例の交流会に移り、今月にめでたく米寿を迎えられ

る今井達郎さんからも挨拶をいただき、楽しいひと時を過ごすことができました。 

（担当：丸山二三夫） 

                                    

⑩裏高尾でオオルリを探す会（公開探鳥会）                                  

日 時：２０１０年５月９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） 

観察した野鳥 ２１種（ベスト２：オオルリ、ミソサザイ） 

トビ サシバ ツツドリ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ ヤブサメ 

ウグイス 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 シジュウカラ 

メジロ カケス ハシブトガラス ガビチョウ 

参加者：８４名（会員４２名、一般４２名） 

阿江範彦 井形定子 伊倉惠子 石橋公子 板倉正 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 菊池昇 小張義雄 小張昌子 佐藤哲郎 佐藤洋一 清水盛通 

白川司 白川史子 曽我允雄 傍島玲子 高山早苗 玉手道雄 玉手しのぶ 千葉槇子  

内藤公三 中村經男 中村后子 野口佐和子 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 廣川潔  

氷渡トシ子 福島孝子 福本順吉 前田善明 丸山二三夫 山崎悠一 若狭誠 渡辺敬明 

概要、感想等 

毎年５月の第２日曜日は八王子市の鳥、オオルリを探す会を八王子・日野カワセミ会主催で開い

ている。読売新聞多摩版や八王子市広報で一般市民にも参加を呼びかけた。好天に恵まれたバード

ウイークの初日で、集合場所の中央高速道近くの小下沢林道入り口付近には一般市民参加者 42名、
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カワセミ会会員 42名、計 84名が集まった。 

コースは小下沢林道を上流方向に向かいキャンプ場跡地から浩宮植林記念碑まで、約 3kmである。

歩き出すとオオルリの声が何か所かで聞こえてきたが、なかなか姿を捉えることができない。途中

のキャンプ場跡地の休憩地で稜線上の木の枝の止まる１羽のオオルリを捉えるも遠すぎて小さな

点にしかみえない。その代わりここではカケスがふわふわと飛んでくれた。終点の記念碑のところ

で鳥合わせを始めるとようやく近くのモミのてっぺんにオオルリが来てくれた。 

この他途中でセンダイムシクイ、ミソサザイのさえずりがあり、クロツグミの声（さえずり）は全

員が確認できたが、姿は先頭グループしか見ることができなかった。 

帰路は有志により植物を観察した。サツキヒナノウスツボがいつもの場所に無かったことが気にな

ったが、オオバウマノスズクサ、ウラシマソウは健在でありほっとした。（担当：粕谷和夫） 

 

⑪浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会 

日 時：２０１０年６月５日（土） ８：３０～１１：２０   

天 気： 晴  

コース： 浅川右岸（鶴巻橋～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：３０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 イソシギ キ

ジバト ヒメアマツバメ カワセミ ヒバリ 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 メジロ 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：セッカ カワセミ  

オオヨシキリ オオタカ 

参加者：１６名 

浅野恵美子 井形定子 井上典子  

白川 司 白川史子 千葉槙子 内藤公三 

中村后子 中村經男 西巻虎彦 前田善明 

若狭 誠 

宇都宮信子 辻 勉 林和子 山崎早智子 

担当者の一言 

キアシシギはすでに北に渡り、オオヨシ

キリのさえずりも最盛期を過ぎたため、鳥

が出てくれるか心配した。 

しかし、望遠鏡でオオヨシキリを見ていた

ら上空にオオタカが現れたり、草に止まったセッカやカルガモの親子連れを見たり、キジの色彩や

草むらから上がるヒバリに感激したりなど、なんとか参加者に満足してもらえる探鳥会になった。 

ゆっくり見たのでいろいろ観察できたが、予定時間を大幅に超過したことは反省点である。 

（担当：若狭 誠） 

 

⑫山形探蝶・探鳥会                                

日 時：２０１０年６月１８日（金）～２０日（日） 

観察した鳥など：野鳥５５種 

カイツブリ カワウ アオサギ オシドリ カルガモ トビ オオタカ ノスリ サシバ クマ

タカ ハヤブサ チゴハヤブサ キジ イカルチドリ イソシギ キジバト ジュウイチ ツツ

ドリ ホトトギス ヨタカ アカショウビン カワセミ 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 サンショウクイ ヒヨドリ カワガラス ク

ロツグミ ヤブサメ ウグイス オオヨシキリ キビタキ オオルリ サンコウチョウ ヒガラ 

ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ ノジコ カワラヒワ イカル スズメ コムクド

リ 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 

イチモンジチョウ ウスバシロチョウ カラスアゲハ クロヒカゲ サカハチチョウ ジャノメ

チョウ ヒメジャノメ モンシロチョウ ヤマキマダラヒカゲ 

ハラビロトンボ ウシガエル カジカガエル 

ベスト：クマタカ オオルリ キビタキ ノジコ チゴハヤブサ カワガラス チョウセンアカシジ
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ミ ハッチョウトンボ テツカエデ ヒメサユリ ヒメシャガ タニウツギ ハナウド 

参加者：１７名 

浅野幸男 浅野恵美子 石橋公子 今井達郎 岡本昭男 岡本昭子 粕谷和夫 河村洋子  

菊池昇 千葉槇子 中村后子 浜野建男 浜野知恵子 原田佳世 廣川潔 柚木鎮夫 柚木育子 

概要、感想等 

初日の１８日は米沢で新幹線を下りてチャーターしたマイクロバスに乗り換え、チョウセンアカ

シジミを求めて河西町に向かった。ここではチョウセンアカシジミの保護活動を長年しているＳさ

んに案内をお願いした。先ず大塚小学校の隣の保護区に案内していただいた。樹齢の若いトネリコ

が 10 数本植えられていて立入禁止のテープが張られていた。チョウセンアカシジミは丁度今週か

ら羽化が始まったとのこと、まさに観察のベスト時期だった。トネリコの回りを 10 数頭が乱舞し

てくれた。大塚小学校では学校をあげてこのチョウの保護活動に取り組んでいるとのことである。 

 

次に農家の屋敷に植わっているトネリコを見せていただいた。江戸時代に植えられた古木で、防

風対策と防火対策のためらしい。3 番目は病院の近くの保護区に行った。ここは以前チョウセンア

カシジミの卵が密猟された場所とのことであった。 

 

川西町にはハッチョウトンボやヒメサユリを観察できる所もあり、その場所は丘陵地の古墳群で

あるとＳさんが案内してくれた。ここは平坦地と接する丘陵地であるが湿地が混在していてハッチ

ョウトンボが小さな赤い姿を見せてくれた。ヒメサユリ、トキソウ、ニッコウキスゲ、ツルアリド

ウシなどの花、キビタキの親子の他アリスイを見た人もいた。 

夕方、Ｓさんと別れ川西町でもう一人一緒に案内していただいた私の知人で農家のＩさん宅に伺っ

た。途中、ツクシガヤという珍しいイネ科の植物の保護区に立ち寄り、Ｉさん宅では大規模稲作の

様子を見せていただいた。 

 

２日目は先ず川西町の大塚小学校隣のチョウセンアカシジミ保護区に立ち寄った。チョウセンア

カシジミの表翅を観察したかったが、閉じた翅は今日も開いてくれなかった。近くの森の杉に止ま

っているタカを見つけた。ハヤブサらしかったが、スコープと図鑑で確認するとチゴハヤブサであ

った。 

 

２日目、３日目の飯豊町と小国町は森林インストラクターをされているＦさん（小国町在住）に

案内をお願いした。先ず飯豊町の「源流の森」に行く。アオゲラが葉を落とした木の幹に止まって

いたのでうまく観察できた。これを見ているとサンコウチョウの声が聞こえてきた。ツルアジサイ

やオオバボダイジュの花が目立った。ヒメシジミらしき綺麗なシジミチョウがニガナの花に来てい

るところを撮れた。川が堰止められてダム湖になっている湖畔のレストランで昼食をとっていると

反対側の岸辺付近にカルガモの他にも小さなカモらしい鳥が認められた。確認するとオシドリの親

子連れであった。 

 

午後は小国町の「健康の森」へ行った。ここは江戸時代に一度伐採されたブナ林で、その後に萌

芽した二次林的なブナ林とのことであった。先ず目に入ったのは、ミズナラなどの枯れた木の点在

だ。Ｆさんの説明ではナラ枯だという。カシノナガキクイムシというカミキリ虫が媒介するナラ菌

の寄生による枯死とのことであるが、木が枯れてしまうのはさびしいかぎりだ。ここで目指したア

カショウビンは空振りに終わってしまったが、ヒメシャガの咲いているところに出会えたのは幸運

だった。小国町に入り、飯豊山の麓の国民宿舎飯豊梅花皮荘に泊まった。夜はヨタカの声が聞こえ

てきた。 

 

３日目は早朝 4時半から探鳥を始めた。本降の雨であったがしばらくすると止んで青空が見えて

きた。ホオジロのさえずりに聞こえるが、姿はノジコであった。アカショウビンの声が聞こえてき

た。しかし、姿を確認することはできなかった。温身平に行った。ここは飯豊山の直下に広がるブ

ナ林だ。タニウツギの花が道脇をにぎわしてくれた。足元にはギンリョウソウやコケイランの花が

あり、モリアオガエルの産卵場所の水溜まりでアカショウビンの飛来をしばし待ったが、待ち人

（鳥）は来てくれなかった。その代わり渓流に出てカワガラスに出会い、ヤチダモの大樹を見て飯

豊山荘に戻ってくると上空にクマタカが現れた。3 日間の探蝶・探鳥会の〆はクマタカであった。

（担当：粕谷和夫） 
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鳥信（主として 2010年 1月～6月）  
今期は 490 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。 

なお、鳥番号前に「F」が付いているのは、本会ホームページの「フォト鳥信」にアップされているものである。 

（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、その他鳥以外の生きものの情報が登録

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         

 9 カンムリカイツブリ 2010/1/23 １羽  浅川・淺川橋下 堰の上 16 時、淺川橋を通りかかると堰の上流、橋の斜め下の水

が多い場所に、カワウ コガモ カルガモと一緒にいてカ

ンムリカイツブリは時々潜っていた。5 分後に下流へ飛ん

でいった。ときどき潜っていたがその後下流へ飛んでいった。 

井上典子  八王子6K 

 56 ミゾゴイ 2010/4/20 １羽  福本順吉自宅（高尾町） 午前２時３２分頃から２０分ぐらい鳴いていた。鳴き声で目

を覚まし自宅２階のベランダより聞いていました。K地点で

は初認です。念の為カワセミ会の O さんに確認しました。

「ボォ⊸ツ、ボォーツ」と繰り返して鳴いていました。通過中

かも知れません。 

福本順吉  八王子2G 

F 60 ササゴイ 2010/6/2 １羽  浅川萩原橋上流 萩原橋下から飛び立ち上流左岸の岸辺にしばらくいた。

最近の浅川では希少。 

若狭誠  八王子6K 

F 60 ササゴイ 2010/6/2 １羽  浅川・浅川橋上流 下流から飛んできて右岸の草の中に暫くいて、さらに上流

へ飛んで行った。若狭さんはその後観察された模様。 

久保山嘉男  八王子6K 

 62 アマサギ 2010/6/19 １羽  高月水田 買い物帰りにたまたま通りかかった高月水田に夏羽根の

アマサギが入っていました。アマサギ夏羽根１羽、14 時ぐ

らい 

今野美代子  拝島6F 

 93 オシドリ 2010/3/12 １羽  高月浄水場池 オス 1 羽、他にマガモ 90、カルガモ 15、コガモ 20、オカヨ

シガモ 20、オナガガモ 5、キンクロハジロ 2、カイツブリ１ 

粕谷和夫  拝島6F 

 93 オシドリ 2010/3/21 １羽  多摩川・昭和堰下流 雌で泳いだり、石に上がって羽繕いなどしていた。 大川征治  拝島6E 

F 93 オシドリ 2010/3/21 １羽  多摩大橋下流 泳いだり石の上で羽繕いしたり、草を食べたりしていた。 大川征治  立川0C 

 98 ヨシガモ 2010/1/2 10羽 高月浄水場池 マガモ 70 羽、カルガモ 50 羽、コガモ 40 羽、ヒドリガモ 10

羽、オナガガモ 16羽、オカヨシガモ 20羽と同じ池にいた。 

粕谷和夫  拝島6F 

F 98 ヨシガモ 2010/2/3 ６羽  高月浄水場池 池は久しぶりにカモで賑わっていた。８種類も勢ぞろいし

た。数えたら合計 177羽で、その内訳はマガモ 45、カルガ

モ 26、コガモ 45、ヨシガモ 6、オカヨシガモ 28、ヒドリガモ

8、オナガガモ 16、キンクロハジロ 2であった。 

粕谷和夫  拝島6F 

F 99 オカヨシガモ 2010/2/3 28羽 高月浄水場池 池は久しぶりにカモで賑わっていた。８種類も勢ぞろいし

た。数えたら合計 177羽で、その内訳はマガモ 45、カルガ

モ 26、コガモ 45、ヨシガモ 6、オカヨシガモ 28、ヒドリガモ

8、オナガガモ 16、キンクロハジロ 2であった。 

粕谷和夫  拝島6F 

 122 ホオジロガモ 2010/4/18 １羽  多摩川昭和堰上部 ♀１羽がカイツブリとともに水面で行動．採餌のために

時々潜っていた． 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 124 ミコアイサ 2010/1/2 ３羽  多摩川・昭和用水堰上流

側 

3羽全て♀型で、一緒にカイツブリ 1羽がいた。 粕谷和夫  拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/1/16 １羽  多摩川滝山城跡下 本流より右岸よりの流れの穏やかな浅い部分で行動 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/1/25 １羽  多摩川・昭和堰下流 以前見られた固体のようで、右翼が痛んでいるようで少し

下げていた。 

大川征治  拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/3/4 １羽  多摩川・昭和堰下流  大川征治  拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/3/8 １羽  多摩川・昭和堰下流 以前２羽いたうちの１羽か？。羽を痛めているようにも見

えた。 

大川征治  拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/3/22 １羽  多摩川滝山城跡下 本流より右岸よりの流れの穏やかな浅い部分で行動 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/4/18 １羽  多摩川滝山城跡下 本流中州に立っていたが，右翼風切羽が垂れ下がってい

る様子．1 月からここにいる個体で，外傷のために飛べな

いためにといると見られる． 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 125 ウミアイサ 2010/6/19 １羽  多摩川滝山城跡下 滞在５ヶ月に及ぶと思われる個体．右翼風切羽が垂れ下

がっていて飛べない様子は変わっていないが，採餌はで

きているらしい． 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

F 133 オオタカ 2010/1/10 １羽  多摩川立日橋すぐ上流 立日橋上流のすぐ近くの木にオオタカが止まっていた。し

ばらく餌を探していたが、やがて上流に飛んで行った。 

福本健  立川2B 

 139 ノスリ 2010/1/14 ２羽  清滝駅上空 旋回上昇南へ 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子1F 

 160 ヤマドリ 2010/1/8 １羽  高尾山・大平林道内 メス 福本順吉他  与瀬8E 
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F 170 クイナ 2010/3/14 １羽  谷地川新旭橋下流合流

水路 

「多摩川さくら百年物語フォーラム野鳥観察会」支援後、

同コースで帰路。谷地川へ注ぐ水路で忙しく採餌に余念

のないクイナが観察出来ました。念のためしばらく覗き込

んでいると、ヒョコヒョコ現れ忙しく採餌に励んでいました。 

渡辺敬明  立川0C 

 170 クイナ 2010/3/17 １羽  谷地川・堰横の旧谷地川 水路横に現われたがすぐに草の中に隠れた 大川征治  立川0C 

 170 クイナ 2010/3/28 １羽  谷地川・堰横の旧谷地川 水路に現われるがすぐに草むらに入るを繰り返した 大川征治  立川0C 

F 170 クイナ 2010/4/18 1羽  浅川・長沼橋上流左岸湿

地 

定期カウント中に見かけました。湿地北側の茂みを移動。

この場所では久しぶりに見ました。 

佐藤哲郎  八王子9H 

 179 バン 2010/1/11 ４羽  浅川・長沼橋上流左岸湿地 成鳥２、幼鳥２ 湿地 10:20 佐藤哲郎  八王子9H 

 179 バン 2010/2/7 １羽  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 柚木鎮夫・

育子 

 武蔵府中

4K 

 179 バン 2010/3/5 ２羽  浅川・中央線下流左岸  大川征治  八王子9H 

 179 バン 2010/3/27 １羽  浅川左岸・長沼橋上流さ

いかち池 

さいかち池でバンが成鳥 1羽が泳いでいた カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子9H 

 179 バン 2010/3/28 １羽  宇津貫残存緑地蛍沢付

近の調整池 

調整池に１羽、他にカイツブリ１、カワウ、カルガモ２、コガ

モ１ 

宇津貫篠刈

探鳥会 

 八王子6E 

 181 オオバン 2010/4/3 ４羽  多摩川右岸昭和用水堰

上流側 

水面に 4羽 粕谷和夫  拝島6E 

 316 アオバト 2010/5/25 １羽+ 戸吹保全緑地 声を聞く 粕谷和夫  拝島3E 

 316 アオバト 2010/6/7 １羽  高尾山・１号路からいろは

の森に降りる付近 

南側から鳴き声が聞えた。 白川司  与瀬9E 

 354 アカゲラ 2010/1/21 ２羽  小宮公園 ２羽が同じ木で近くに居た 大川征治  拝島7A 

 354 アカゲラ 2010/2/14 １羽  高尾山・大平林道ふれあ

い館裏 

森林内 福本順吉  与瀬9E 

 354 アカゲラ 2010/2/19 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 354 アカゲラ 2010/3/3 １羽  宇津木緑地  大川征治・香 拝島8C 

 354 アカゲラ 2010/3/11 １羽  高幡台団地緑地 久しぶりに朝からの青空で早く入りたかったのですが、い

つもより2時間も遅く裏山に入ったので鳥影は殆どなく、ガ

ビチョウさえ姿を見せてくれませんでした。しかし木から木

へ飛びまわっている鳥を確認するとアカゲラでした。です

が、ちょうど太陽の方向で逆光のためカメラを向けること

ができませんでした。残念！  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 354 アカゲラ 2010/3/19 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 354 アカゲラ 2010/3/28 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 354 アカゲラ 2010/4/4 １羽  北浅川・東京天使病院 右岸林から飛び出し右岸側に飛び去る 定期カウント  拝島2B 

 354 アカゲラ 2010/4/7 ２羽  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 

池の近くで鳴く 柚木鎮夫・

育子 

 武蔵府中

4K 

 354 アカゲラ 2010/4/13 １羽  高尾山・いろはの森と４号

路の交差点から約２００ｍ

下った雑木林 

雑木林の中を移動しているのを視認した。 白川司  与瀬9F 

 354 アカゲラ 2010/5/6 １羽  佐藤サヨ子の自宅前の木

立 

♀1 羽、部屋の窓を開けると生ぬるい風が吹いてきて何

気なく向かいの木立に目をやると 1 羽のコゲラのような鳥

がいるのに気付き、急いで双眼鏡で確認するとアカゲラ

の♀でした。葉っぱの裏などを丁寧に見ていたようですか

ら餌となる虫を探していたのでしょうか。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 354 アカゲラ 2010/5/10 １羽  高尾山・いろはの森の中

間付近 

雑木林の中を鳴きながら移動しているのを確認した。 白川司  与瀬9F 

 354 アカゲラ 2010/6/7 １羽  高尾山・いろはの森中間

付近 

鳴きながら樹間を移動しているのを視認した。 白川司  与瀬9F 

 368 コシアカツバメ 2010/5/6 ８羽  浅川・新井橋上流右岸ス

グ 

7:30、セッカに混じり、オオヨシキリが夢中で大鳴き！頭上

をゆうゆうと周回するコシアカツバメ(８羽）と、足元をしな

やかに飛翔するツバメたち。朝から豪華なページェントで

した。 

渡辺敬明  武蔵府中

3K 

 368 コシアカツバメ 2010/6/28 １羽  日野３中 日野３中の教師の方が「見たことがない鳥が 1 羽学校に

飛びこんできたのですが、図鑑で見てもわからないのでこ

の鳥の名前を教えて下さい」と写真を持ってみえられまし

た。写真を見るとコシアカツバメでした。多分団地の中に巣

をつくれないのでどこか場所を探していたのでしょうか？   

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 394 ヒレンジャク 2010/4/19 ３羽  日野市黒川清流公園 １１：３０～１２：４０、ヤドリギに「ヒレンジャクが３羽」来てま

した。（カメラ８台、ギャラリー７名） 

渡辺敬明  武蔵府中

0K 

 394 ヒレンジャク 2010/4/19 ３羽  黒川清流公園 宿り木の実を食べる 大川征治  武蔵府中

0K 

 394 ヒレンジャク 2010/4/20 ７羽  東浅川町 陵南公園 プ

ール前のヤドリ木 

ヒレンジャクがきました。毎日見に行きましたが今年は来

ないとあきらめていた所、今朝７羽のヒレンジャクがヤドリ

木きていました。ヤドリ木の実がまだあるので、まだ何日

か楽しめるとおもいます。ＡＭ ６．３０ 

関根伸一  八王子3H 
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F 394 ヒレンジャク 2010/5/2 ５羽± 小津林道 小津林道夏鳥調査中に出会いました。夏鳥はオオルリ

（７）、キビタキ（１３）、センダイムシクイ（６）、クロツグミ

（２）、ツツドリ（１）、ヤブサメ（２）、コサメビタキ（２）が確認

できました。 

清水盛通  五日市８Ｂ 

 405 コルリ 2010/6/8 １羽  小宮公園 ヒヨドり中学のしたの林で盛んに鳴くが姿は見つからず下

方に移動した。ここでははじめてか？ 

大川征治  拝島7A 

 415 イソヒヨドリ 2010/3/17 １羽  八王子市狭間町イトーヨ

ーカドー裏 

♂、13：35、八王子市狭間町イトーヨーカドー裏マンション

のタウンズ八王子Ｃ棟１２階階段手すり 状況:1 羽で長い

間さえずっていた 1 つ上階にいる私と目が合うと飛び去

った。この付近で何度か目撃しているが、さえずりを聞い

たのは初めて。 

玉手しのぶ  八王子3G 

F 415 イソヒヨドリ 20104/2 １羽  多摩川石田大橋下 多摩川左岸の石田大橋橋桁下にイソヒヨドリのオスが住

み着いているとのことで、見てきました。立日橋の下には

イソヒヨドリのメスがいるとのことだが、見られなかった。 

福本健  立川４A 

 416 トラツグミ 2010/1/9 １羽  小宮公園 斜面で採餌 大川征治  拝島7A 

 416 トラツグミ 2010/2/24 ２羽  小宮公園 2箇所で見られた 小宮公園定期ｃ 拝島7A 

 416 トラツグミ 2010/3/28 １羽  宇津貫残存緑地蛍沢付

近 

地上で採餌、周辺にツグミ３羽 宇津貫篠刈

探鳥会 

 八王子6E 

 416 トラツグミ 2010/4/1 １羽  久保山町東側外周路に

接している石川緑地斜面 

ＰＭ４：１５、風は吹いていたが西びを浴びながら落ち葉を

返していた。はっきりした寅色が鮮やか 

傍島玲子  拝島9B 

 420 クロツグミ 2010/6/4 １羽  高幡台団地路上 きれいなさえずりが聞こえてきたので、建物の近くにある

ヒマラヤスギを見上げると1羽のクロツグミが囀っていまし

た。残念なことに、処方された薬を受け取りに薬局の帰り

だったのでカメラを持っていませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 420 クロツグミ 2010/6/16 １羽  大川自宅フェンス（大谷

町） 

窓を開けたら目の前のフェンスに飛来して止まったがきず

いてすぐに飛び去った。♀ 

大川征治・

香 

 拝島8A 

 422 アカハラ 2010/1/10 １羽  北浅川・陵北大橋上流

150ｍ付近 

左岸竹やぶから川岸に出てくる。 定期Ｃ  拝島1B 

F 422 アカハラ 2010/1/10 １羽  緑町公園 冬鳥一斉調査で山田川を下流に進み、緑町公園で遠くの

枝に止まっているアカハラを確認した。しばらく動かず止

まっていたが、やがて地面の方に飛んで姿を消した。 

浜野建男  八王子6H 

 422 アカハラ 2010/2/6 １羽  北淺川・元木橋付近 左岸側の樹間を移動。 定期Ｃ  拝島1B 

 422 アカハラ 2010/3/4 １羽  北浅川・小田野中央公園

左岸の木 

北浅川・小田野中央公園左岸の木にとまっていた。 中村后子  拝島1A 

 422 アカハラ 2010/3/29 １羽  多摩川・多摩大橋下流 右岸の林にツグミと 大川征治  立川0C 

 422 アカハラ 2010/4/17 ４羽  小宮公園 林床で餌を探したり木にとまりキョロン、キョロンと囀って

いた 

大川征治  拝島7A 

 422 アカハラ 2010/4/30 １羽  高幡台団地緑地 毎年ゴールデンウイークになると裏山に顔を見せてくれる

アカハラが今年もやってきました。帰り道、落ち葉のある地

面から 2 羽の鳥が突然飛び立って 1 羽はすぐ前の地面に

降り、もう 1 羽は傍のコナラの木の枝にとまりました。既に

12 羽のガビチョウを見た帰りだったので、またガビチョウか

と思いながら双眼鏡で確認すると確かに 1 羽はガビチョウ

でしたが、木の枝に止まった鳥はアカハラでした。まだ人慣

れしていなくて写真は撮らせてもらえませんでした。            

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 422 アカハラ 2010/5/1 数羽 高幡台団地緑地 昨日見た付近に今日もいたのですが、初め 1 羽かと思っ

ていたらもう1羽が現れて近くへと歩きだしたらなんと数羽

がいっぺんに上に飛び立った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 422 アカハラ 2010/5/9 数羽 高幡台団地緑地 ガビチョウの天国となった裏山で、目の前をホッピングし

ながら行ったり来たりしているガビチョウたち。その中で数

羽の鳥が飛びあがり緑の木々の中に入った枝に止まって

いる何羽かを確認するとアカハラでした。   

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 431 ヤブサメ 2010/5/11 声  高尾山・日影沢林道（水

道小屋付近） 

ヤブサメの声を聞きました。中村后子、他５名で確認 中村后子他  与瀬9F 

 450 センダイムシクイ 2010/4/21 声  高幡台団地緑地 柚木さんの報告をみて裏山に入ってみたら私もセンダイ

ムシクイの声を聞くことができました 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 456 キビタキ 2010/4/26 １羽  上川口小学校付近 さえずりを聞く 粕谷和夫  拝島0E 

 456 キビタキ 2010/4/29 ２羽  八王子市城山手 ２羽(声)、公園に隣接する緑地から２羽同時に囀っていま

した。 

竹内開  八王子2H 

 456 キビタキ 2010/4/29 ２羽  小宮公園 盛んに鳴く 大川征治  拝島7A 

 456 キビタキ 2010/5/8 ２羽  上川口小学校裏、田んぼ

（種入り） 

雑木林の中をキビタキ♂♀２羽が飛び交っていました。浜

野建男、浜野知恵子、中村后子、他１名で確認 

中村后子他  拝島0E 

 456 キビタキ 2010/5/25 １羽  宇津貫緑地（蛍沢付近） 丘陵内でさえずりを聞く 粕谷和夫  八王子6E 

 456 キビタキ 2010/5/25 ４羽  戸吹保全緑地 4か所で♂の声を聞く 粕谷和夫  拝島3E 

 456 キビタキ 2010/5/28 １羽  石橋入緑地 10:13、公園を北野方向に下っていると♂の声が聞こえ

た。少し前にもほぼ同じ場所で声が聞こえたので、まだ♀

と出会えずラブコールを繰り返しているのかもしれない。 

浜野建男  八王子8F 
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 456 キビタキ 2010/6/1 １羽  宇津貫（和田内の谷戸） 谷戸の斜面林（雑木林）で声 粕谷和夫  八王子7D 

 459 オオルリ 2010/4/13 １羽  高尾山・日影沢キャンプ

場から約２００ｍ登った林

道左側の杉林 

林道左側の杉林の方向から囀っているのが確認できた。 白川司  与瀬9F 

 459 オオルリ 2010/4/29 １羽  八王子市城山手 １羽(声)、公園内で綺麗な声で囀っていました。 竹内開  八王子3H 

 462 コサメビタキ 2010/4/26 １羽  城山城址 いかにも巣を作りそうに動いていたが、あと見ても巣は作

らなかった 

夏鳥探鳥会（大川

征治他） 

八王子1J 

 468 ヒガラ 2010/4/4 ２羽  小宮公園 この公園で見るのは珍しい 大川征治  拝島7A 

 472 ゴジュウカラ 2010/1/14 １羽  高尾山３号路入口付近下

り坂 

モミの幹を移動 琵琶滝コース定期

カウント 

与瀬9E 

 472 ゴジュウカラ 2010/2/11 １羽  高尾山１号路リフト山上

駅すぐ上 

太い幹の下部にいたが、近くの太い幹に移動したあと別

の木のやや太い横枝に移った。その後見失った。 

若狭誠  八王子1F 

F 483 コホオアカ 2010/1/10 １羽  浅川のふれあい橋下流右岸 冬鳥一斉調査時終点直前で発見。 佐藤洋一  武蔵府中3Ｋ 

 486 ミヤマホオジロ 2010/3/29 １羽  多摩川右岸ひょうたん池

と土手を挟んで逆の広場 

朝から（７：００～８：００）小雨・小雪（？）混じりの肌寒い探

鳥日。多摩川右岸ひょうたん池と土手を挟んで逆の広場

でホオジロ(６羽）に混じって眉班 ・喉の黄色と冠羽の目

立つ１羽の♂が、元気一杯採餌に励んでいました。 

渡辺敬明  立川0C 

 492 クロジ 2010/1/25 １羽  多摩川・昭和堰下流右岸 雄で当地では久しぶり 大川征治  拝島7D 

 492 クロジ 2010/2/7 １羽  多摩川・水道橋横 ♂1羽 大川征治  拝島7D 

 492 クロジ 2010/2/11 ３羽 + 高尾山6号路入口妙音橋

上流 5m付近 

登山道をはさんで前の沢側と山側を鳴きながら移動 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子1F 

 492 クロジ 2010/2/20 ２羽  多摩川・水道橋横 オスメスの 2羽 大川征治  拝島7D 

 492 クロジ 2010/3/11 １羽  高尾山 3 号路どんぐりの

看板の手前 

谷側の斜面の地上近くのかれえだに止まっていたが、ま

もなく前の沢の方へ飛び去る 

琵琶滝コース定期

カウント 

与瀬9E 

F 492 クロジ 2010/5/1 １羽  高幡台緑地 あまり鳥影が見られなくなった裏山ですが、今日は目の前

にこの鳥が現れてくれたので喜んでしまいました 

佐藤サヨ子  武蔵府中3

Ｈ 

F 512 ベニマシコ 2010/1/7 ２羽  多摩川の日野市グリーン

センター横の池の周辺 

ベニマシコのオスとメスが毎日餌を食べに来ている。3 度

行きましたが、毎回近くで見ています。カメラマンが大勢

来ています。 

福本健  武蔵府中

4K 

 512 ベニマシコ 2010/1/11 ４羽  淺川・長沼橋上流左岸湿

地 

道路側のブッシュを移動 10:20 佐藤哲郎  八王子9H 

F 512 ベニマシコ 2010/1/11 ２羽  多摩川の日野市グリーン

センター横の池の周辺 

ベニマシコのオスとメスが毎日餌を食べに来ている。3 度

行きましたが、毎回近くで見ています。カメラマンが大勢

来ています。 

福本健  武蔵府中

4K 

 512 ベニマシコ 2010/1/16 ２羽  多摩川滝山城跡下右岸

の藪 

枯れたセイタカアワダチソウほかの藪の中で行動． 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 512 ベニマシコ 2010/1/25 ２羽  多摩川・昭和堰下流右岸 雄の成鳥と雄の若鳥 大川征治  拝島7D 

 512 ベニマシコ 2010/2/7 ２羽  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 柚木鎮夫・育子 武蔵府中

4K 

 512 ベニマシコ 2010/2/7 １羽  多摩川・昭和堰横 綺麗な♂ 大川征治  拝島6E 

 512 ベニマシコ 2010/3/12 ３羽  多摩川右岸・昭和用水堰

上流側河原 

ヨシにオオジュリンが数羽いたので、写真を撮っていると

ベニマシコ 3羽が飛んで来てヨモギの種を食べ始めた。近

くだったので種を啄ばんでいる様子の写真が撮れた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 512 ベニマシコ 2010/4/6 １羽  多摩川・多摩大橋下流右

岸 

足環をつけたベニマシコが川原の草の見を鳴きながら食

べていた。足環の番号などは読み取れなかった。 

大川征治  立川0C 

 512 ベニマシコ 2010/4/18 １羽  多摩川滝山城跡下右岸

の藪 

赤が鮮やかな♂１羽が，右岸のヨシなどの藪の中で行

動。 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

           

 2．初認         

 188 コチドリ 2010/3/18 ２羽  浅川・浅川大橋下流 初認、 浅川定期 CT 八王子7K 

 363 ヒバリ 2010/3/12 ３羽  高月水田 さえずり、今季初認 粕谷和夫  拝島6F 

 366 ツバメ 2010/3/10 １羽  浅川長沼橋下流、滝合小

学校サイド 

 山崎悠一・

久美子 

 武蔵府中

0G 

 366 ツバメ 2010/3/22 ２羽  多摩川滝山城跡下 遠方の河川上を飛行 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 366 ツバメ 2010/3/25 １羽  岡本昭子自宅付近の空

き地（日野市豊田） 

初ツバメ、語尾にホオズキを鳴らす声（オス）をしながら飛

んでいた。 

岡本昭子  武蔵府中

1J 

 366 ツバメ 2010/4/9 ４羽  山下自宅（長房町） 今朝（４月９日 am５：５０）、今期初めてツバメの自宅（長房

町）周辺への飛来を確認しました。４羽が舟田川と南淺川

の合流点上空を飛んでいました。例年の初認よりやや遅い

のですが、私の活動時間の制約のためかもしれず、気候

のせいかどうかはわかりません。最近の初認日は０７年＝

３月３１日、０８年＝３月２９日、０９年＝３月２５日でした。 

山下弘文  八王子4J 

 369 イワツバメ 2010/3/10 ２羽  浅川長沼橋下流、滝合小

学校サイド 

 山崎悠一・

久美子 

 武蔵府中

0G 
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 369 イワツバメ 2010/3/12 ４羽  高尾駅 うちのアルバイトの学生が見てきたのですが、本日の正

午頃、高尾駅（高尾山口ではなく）上空に４羽のイワツバメ

が飛んでいたそうです。 

神山和夫  八王子2G 

 369 イワツバメ 2010/3/14 ６羽  浅川・新浅川橋 夕方、6羽が新浅川橋下に出入り飛翔をしていた。営巣地

への帰還初認である。 

粕谷和夫  八王子8J 

 369 イワツバメ 2010/3/18 35羽 浅川・浅川大橋 初認、 浅川定期 CT 八王子7K 

F 420 クロツグミ 2010/4/18 １羽  八王子市上恩方町 何か変だぞ！今年の春は・・・そんな天気が続いていまし

たが山のはるか上でクロツグミの声が聞こえてきました。

その声に重なるようにツツドリも鳴いていました。 

清水盛通  与瀬８K 

 431 ヤブサメ 2010/4/8 １羽  高尾山稲荷山コース 声 大川征治・香 八王子0E 

 432 ウグイス 2010/2/27 声  山下自宅（長房町） 急に暖かくなった２月２７日の午前に長房の自宅でウグイ

スの囀りを今年初めて聞きました。まだ小声で張りはあり

ませんでしたが、この冬はあまり見かけなかったので、ほ

っとしました。 

山下弘文  八王子4J 

 432 ウグイス 2010/3/1 声  高幡台団地緑地 裏山でウグイスのさえずりを聞きました。はじめは「ケキ

ョ」と啼き、続けて「ホケキョ」と啼きました。勿論私にとって

は今期初認です。              

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 432 ウグイス 2010/3/4 １羽  多摩川・昭和堰下流 初鳴きを聞く 大川征治  拝島6E 

 432 ウグイス 2010/3/16 声  上川口小学校 午前１１：００頃 体育館北側の山からケキョの声 今期 初

認です。午後１８：００頃 校舎北側の裏山からホーホケキ

ョ 薄暗くなてきているのに、鳴くんだ とびっくりしました。  

森久美  拝島0E 

 432 ウグイス 2010/3/17 １羽  岡本昭子自宅（日野市豊

田） 

ウグイスの初音、近所の農家の裏庭の木で鳴く。 岡本昭子  武蔵府中

1J 

 432 ウグイス 2010/4/1 声  今野自宅前（八王子市中

野町） 

8:40、息子はもっと前から鳴いていたと言っていましたが、

私は今期初認です。 

今野美代子  拝島6B 

 440 オオヨシキリ 2010/4/19 声  多摩川・昭和用水堰下流

側 

多摩川の昭和堰下流の中州でギョギョシーギョギョシとオ

オヨシキリが囀っていた。姿は見つかりませんでした。 

大川征治  拝島6E 

 440 オオヨシキリ 2010/5/4 ３羽  多摩川・日野橋上流右岸

スグ 

8:00、日野橋上流右岸スグ、あし原を見下す柳の梢で方

向をこまめに変えながら、思いっきり大声で熱唱しきりでし

た。他に２箇所同時にオオヨシキリがガヤガヤ鳴いていま

した。 

渡辺敬明  立川3B 

 456 キビタキ 2010/4/18 １羽  多摩川滝山城跡下右岸

の林 

水管橋近くの右岸林の中で盛んにさえずっていたが，姿

を視認することができなかった。 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

F 494 オオジュリン 2010/1/31 10

羽 

± 浅川一番橋下流右岸 珍しく一人での早朝探鳥。今年もやってきた冬羽のオオジ

ュリンは白い胸が綺麗でした。 

岡本昭子  武蔵府中

J1 

 494 オオジュリン 2010/3/5 ６羽  浅川・中央線下流左岸  大川征治  八王子9H 

           

３．猛禽         

 128 ミサゴ 2010/4/14 １羽  多摩川・多摩大橋下流右

岸 

下流へ飛行 大川征治  立川0C 

 133 オオタカ 2010/1/10 １羽  北浅川・陵北大橋下流部 林の中で獲物を待つがカラスに追い出されて上流に飛び

去る 

定期カウント  拝島2B 

 133 オオタカ 2010/1/10 １羽  北浅川・陵北大橋北東の

山に立つアンテナ 

アンテナに止まったまま 定期カウント  拝島2C 

 133 オオタカ 2010/1/10 １羽  北淺川・川原宿大橋付近 恩方小裏山モミの木に滞留。その後旋回飛翔。 定期Ｃ  拝島0A 

F 133 オオタカ 2010/1/24 1羽  浅川・長沼橋上流左岸湿

地 

8:05 湿地で観察していたところ、オオタカがすぐ近くの木

にとまった。５分ほど湿地のコガモを狙うそぶりをしていた

が、狩りはしなかった。湿地南側のサイカチの木にとまっ

た後、下流側へ飛び去った。 

佐藤哲郎  八王子9H 

 133 オオタカ 2010/2/6 １羽  北淺川・陵北大橋上流

150ｍ付近 

宝生寺アンテナに滞留 定期Ｃ  拝島2C 

 133 オオタカ 2010/2/6 １羽  福祉園脇 恩方小裏山モミの木に滞留。 定期Ｃ  拝島0A 

 133 オオタカ 2010/2/6 １羽  北淺川・圏央道西側右岸 大沢橋上空を旋回飛翔。周囲にツミが 2羽。 定期Ｃ  与瀬9K 

 133 オオタカ 2010/2/20 １羽  多摩川・昭和堰横下流 若鳥、木にとまり地面の鳥を狙っていた 大川征治  拝島6E 

 133 オオタカ 2010/2/24 １羽  小宮公園 上空を旋回 小宮公園定期ｃ 拝島7A 

 133 オオタカ 2010/3/4 １羽  多摩川・昭和堰下流  大川征治  拝島6E 

 133 オオタカ 2010/3/5 ２羽  八王子市川町 交尾、ＡＭ７．２０、いつも居る見晴し木にオオタカ♀がと

まる。７．２０ 下よりケーケーと鳴きながら♂が飛来すぐ

交尾をする。交尾後脇の木に２羽並んで止まる。交尾中と

２羽並んだ写真が取れました。 

関根伸一  八王子2K 

 133 オオタカ 2010/3/13 １羽  多摩川・日野市東光寺グ

ランド付近 

河原の樹にカラスが 2 羽止まっていて、その下にもう 1

羽、これがオオタカの若鳥であった。 

多摩サクラフォー

ラム野鳥観察会 

立川1C 

 133 オオタカ 2010/3/13 １羽  多摩川・多摩大橋下流側

上空 

上空帆翔 多摩サクラフォー

ラム野鳥観察会 

立川0C 
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F 133 オオタカ 2010/3/14 ２羽  戸吹町 番と思われる２羽のオオタカが追いかけっこしながら林に

降りた。しばらく並んだ状態だったが、ネコが接近してきた

ため飛び立っていった。 

若狭誠  拝島3E 

F 133 オオタカ 2010/3/14 １羽  片倉城址 定期カウントで片倉城址沿いの湯殿川右岸を歩いている

とカラスが１０羽ほど大きな木にとまっており、その中にオ

オタカ幼鳥がいた。ずっと観察していたが、おなじ場所に

とまり頭だけを動かして周囲をうかがっていた。 

浜野建男  八王子７Ｇ 

 133 オオタカ 2010/3/21 １羽  多摩川・昭和堰下流右岸 若鳥 大川征治  拝島6E 

 133 オオタカ 2010/3/22 ２羽  多摩川滝山丘陵上空 上空を旋回 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 133 オオタカ 2010/3/28 １羽  宇津貫残存緑地蛍沢付

近 

雑木林に突っ込んで行った 宇津貫篠刈探鳥

会 

八王子6E 

 133 オオタカ 2010/4/3 １羽  多摩川右岸昭和用水堰

上流川原 

滝山丘陵方面から低く飛んできて河原の木に止まる、若

鳥 

粕谷和夫  拝島6E 

 133 オオタカ 2010/4/3 １羽  恩方小南 100ｍ付近 恩方小南側丘陵地樹上に滞留。♀下尾筒が膨らんでい

た。 

定期Ｃ  八王子0K 

 133 オオタカ 2010/4/26 ２羽  上川口小学校付近 川口丘陵の方から飛んで来て帆翔。 粕谷和夫他  拝島0E 

 133 オオタカ 2010/5/1 １羽  小宮公園 突然藪の中の鳥を襲ったが失敗して飛び去った。 大川征治  拝島7A 

 133 オオタカ 2010/5/1 １羽  北淺川・陵北大橋下 宝生寺アンテナに滞留していたがカラスに追い出される。 定期Ｃ  拝島1B 

 133 オオタカ 2010/5/17 １羽  小宮公園 午前１１時頃小宮公園 １羽 枝に止まった横斑がはっき

り確認 

傍島玲子  拝島7A 

 133 オオタカ 2010/5/22 １羽  浅川・新浅川上流側 河原でドバトの小群を追いかけていた カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子8J 

 133 オオタカ 2010/5/25 １羽  今野自宅（八王子市中野

町） 

9 時頃、自宅上空、みつい台方面から飛んできてハシブト

カラスに猛烈にモビングされながら南東へ飛び去った。ハ

シブトカラスと同サイズだったため、オオタカの雌と思われ

る。 

今野美代子  拝島6B 

 133 オオタカ 2010/5/29 １羽  多摩川滝山丘陵上部 ♀と思われる１羽が滝山丘陵上の木先端にとまっていた 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 133 オオタカ 2010/6/6 １羽  北淺川・陵北大橋下 宝生寺アンテナに滞留 定期Ｃ  拝島2C 

 133 オオタカ 2010/6/6 １羽  北淺川・深沢橋付近 深沢橋上空を北から南へ飛翔 定期Ｃ  拝島1A 

 133 オオタカ 2010/6/12 １羽  北浅川・陵北大橋北東 アンテナ付近より飛び出し、東の稜線を飛び去る 定期カウント  拝島2C 

 135 ツミ 2010/1/26 １羽  大谷町 自宅前を低く飛ぶ 大川香  拝島8A 

 135 ツミ 2010/2/6 ２羽  北淺川・圏央道西側右岸 大沢橋上空を旋回飛翔。オオタカにモビング？ 定期Ｃ  与瀬9K 

 135 ツミ 2010/3/6 １羽  大谷町大川自宅前 自宅前の電線で食べていたが、カラスに追われる 大川香  拝島8A 

 135 ツミ 2010/3/13 １羽  北浅川・松枝住宅グラン

ド脇 

ニセアカシアにとまる 定期カウント  拝島3B 

F 135 ツミ 2010/3/13 １羽  松枝住宅グランド脇 松枝橋～陵北大橋間の定期カウントで見られたツミ（♀）

です。また、松枝橋上流にオオジュリン２羽がいました。 

清水盛通  拝島3B 

 135 ツミ 2010/5/15 １羽  山下自宅（長房町） 朝７時１０分頃、我が家の北の雑木林の丘上空で、ツミと

カラス各１羽で追いかけっこをしていました。ツミの声で気

が付きました。  

山下弘文  八王子4J 

 135 ツミ 2010/6/17 １羽  浅川・橋上流右岸 ツミが旋回をはじめると、続々とツバメが集まりだし、ツミ

は２０羽以上のツバメたちに追われていた。 

浅川定期 CT 八王子6K 

 136 ハイタカ 2010/1/10 １羽  北浅川・陵北大橋下流部

の木の橋 

林より飛び上がりアンテナ上空で旋回（オスの特徴が見え

る） 

定期カウント  拝島2B 

 136 ハイタカ 2010/3/22 １羽  多摩川滝山城跡下右岸

の林上空 

上空を旋回，小鳥を追う行動 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 136 ハイタカ 2010/4/7 １羽  多摩川右岸・浅川合流手

前 

河原中央の木 柚木鎮夫・

育子 

 武蔵府中

4K 

 139 ノスリ 2010/1/8 １羽  日野市百草、多摩川右岸

上空 

11時頃に多摩川の下流方向から飛んできて、上空で旋回

してから南に飛び去る。 

岡本昭男、

岡本昭子 

 武蔵府中

5J 

 139 ノスリ 2010/1/10 １羽  福祉園脇 川原宿大橋北 500ｍ付近を旋回飛翔。 定期Ｃ  拝島0C 

 139 ノスリ 2010/1/16 ２羽  多摩川滝山丘陵上空 上空をそれぞれ旋回 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 139 ノスリ 2010/1/21 １羽  小宮公園 木にとまり地面をきょろきょろ覗いて餌を探していた 大川征治  拝島7A 

 139 ノスリ 2010/1/28 １羽  小宮公園 水楢の木にとまる 小宮公園定

期ｃ 

 拝島7A 

 139 ノスリ 2010/1/30 １羽  北浅川・陵北大橋北東の

山 

山頂より飛び出しアンテナ付近で旋回上昇し飛び去る 定期カウント  拝島2C 

 139 ノスリ 2010/1/31 １羽  日野市南平 5 丁目、浅

川・一番橋下流 

午前 11 時ころ、下流からゆったりと旋回しながらやってき

て上流方面に旋回しながら飛び去る。 

岡本昭男  武蔵府中

1J 

 139 ノスリ 2010/2/3 ２羽  小宮公園 2羽が林内を飛び1羽はカラスの巣に留まったがすぐに飛

び去った 

大川征治  拝島7A 

 139 ノスリ 2010/2/6 １羽  福祉園脇 恩方小上空を旋回飛翔。カラスのモビングを受ける。 定期Ｃ  八王子0K 
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 139 ノスリ 2010/2/24 １羽  小宮公園 クヌギの木にとまる 小宮公園定

期ｃ 

 拝島7A 

 139 ノスリ 2010/3/13 ２羽  多摩川・多摩大橋下流側

上空 

2羽同時に上空帆翔 多摩サクラフォー

ラム野鳥観察会 

立川0C 

 139 ノスリ 2010/3/21 １羽  多摩川・昭和堰下流右岸  大川征治  拝島6E 

 139 ノスリ 2010/3/22 １羽  多摩川滝山丘陵上空 上空を旋回 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 139 ノスリ 2010/4/3 ２羽  恩方小南 100ｍ付近 恩方小北側上空を旋回飛翔。 定期Ｃ  八王子0K 

 139 ノスリ 2010/4/4 １羽  北浅川・陵北大橋下流左

岸 

河川敷の木にとまり、その後ニセアカシアに移動 定期カウント  拝島2C 

 139 ノスリ 2010/5/1 １羽  北浅川・陵北大橋下流左

岸 

旋回上昇 定期カウント  拝島2C 

 139 ノスリ 2010/5/1 ２羽  北浅川・川原宿大橋付近 川原宿北方上空を旋回飛翔 定期Ｃ  拝島0B 

 139 ノスリ 2010/5/1 １羽  松竹公園付近 圏央道北側を旋回飛翔 定期Ｃ  拝島0A 

 139 ノスリ 2010/6/6 １羽  北淺川・夕やけ橋 夕やけ橋北 200ｍ付近を旋回飛翔 定期Ｃ  拝島1A 

F 141 クマタカ 2010/5/22 1羽  醍醐林道 9:50 醍醐林道の夏鳥調査中にクマタカを観察しました。

林道北側の稜線より現れ、２，３度上空を旋回した後、南

側へ飛び去りました。翼の一部に欠損があるようです。 

佐藤哲郎  五日市4B 

F 151 ハヤブサ 2010/1/8 １羽  日野市落川・府中四谷橋

（多摩川）の橋塔 

多摩川冬鳥調査が一段落した 10 時ころに発見、11 時近く

まで観察した。橋塔に繋がるロープの上から三番目の固定

金具に陣取り、周囲の様子を窺っていた。10 時 30 分頃に

獲物を捕らえるためと思われるが多摩川の河原に舞い降

りようとした時にトビに攻撃されて近くの鉄塔に身を隠し

た。暫くしてまた四谷橋の府中側の橋塔に移動し辺りの様

子を窺っていた。動きに変化がないので観察を中断した。 

岡本昭男、

岡本昭子 

 武蔵府中

5J 

 151 ハヤブサ 2010/1/16 １羽  多摩川昭和堰付近 堰近くの木に止まっていたが，やがて滝山丘陵方面に飛

び去った． 

多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

F 151 ハヤブサ 2010/3/23 １羽  多摩川右岸昭和堰上流

河原 

旋回していたがカラスに追われる。 若狭誠  拝島6E 

F 156 チョウゲンボウ 2010/1/3 １羽  多摩川・中央線鉄橋 JR 鉄橋の上流と下流側に最近ハヤブサ、ノスリ、オオタ

カ、チョウゲンボウが毎日のようにみられる。今日３日の

多摩川の土手に出てすぐチョウゲンボウとノスリに出会っ

た。１日にはハヤブサを見かけた。 

福本健  立川1B 

 156 チョウゲンボウ 2010/3/12 １羽  高月水田 田んぼの上空飛翔 粕谷和夫  拝島6F 

 156 チョウゲンボウ 2010/3/27 １羽  八王子あったかホール あったかホール上空に 1 羽のチョウゲンボウが現れ、近く

のアンテナ塔に止まる。 

カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子8J 

 156 チョウゲンボウ 2010/4/1 １羽  今野自宅（八王子市中野

町） 

8:35-8:40、自宅上空、一旦南東方向に飛去ったが、すぐ

に戻ってきて、同じく上空を飛んでいた。トビの周りをうろう

ろしていた。トビは２羽いて、チョウゲンボウが近づいてい

ったのは何かを持って食べながら飛んでいるトビの方だっ

た。しばらくトビの近くを飛んでいたが、トビが嫌がって上

昇していくと諦めたらしく南東方向へ飛去った。 

今野美代子  拝島6B 

 333 アオバズク 2010/5/5 １羽  多摩御陵参道付近 ５月４日と５月５日の２０：００頃 多摩御陵参道中郷地区

でアオバズクの声が聞こえました。ホッホーと３声～５声

鳴いては、移動していました。南浅川橋の左岸のサイカチ

の大木に営巣し、巣立ち雛を観察したことを思い出しま

す。鳴きながら移動していた。 

千葉槇子  八王子3H 

 334 フクロウ 2010/2/25 １羽  高幡台団地緑地 裏山では久しぶりに出会いました。帰り道いつもシジュウ

カラやエナガのいる木を見上げるとガスでスモーキーに覆

われた中に大きな鳥がいることに気付いて良く見るとフク

ロウでした。しかし気づくのがちょっと遅すぎました。ハシ

ボソガラスが追い出しにかかってモビングしながら飛んで

しまいました。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 334 フクロウ 2010/5/7 声  福本自宅前の「金比羅山

中腹」 

午後９：３１分に我が家のベランダよりフクロウの声を聞き

ました。この夏、初認です。聞いた時間：午後９時３１分～

１０時１０分現在も鳴いています。 

福本順吉  八王子2G 

 

４．シギ・チドリ 

        

F 189 イカルチドリ 2010/1/10 21羽 浅川萩原橋下流 冬鳥一斉調査で、中州に２１羽のイカルチドリの群れを観

察しました。 

若狭誠  八王子6K 

 228 クサシギ 2010/1/10 １羽  北浅川・松枝住宅グラン

ド脇 

中州脇の水に入り採餌 定期カウント  拝島3B 

 228 クサシギ 2010/1/30 １羽  北浅川・松枝住宅グラン

ド脇 

中州脇の水に入り採餌 定期カウント  拝島3B 

 228 クサシギ 2010/2/6 １羽  北淺川・元木橋付近 元木橋上流から飛んできて、橋の下に降りる。 定期Ｃ  拝島1B 
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 228 クサシギ 2010/4/4 １羽  北浅川・松枝住宅グラン

ド脇 

中州脇の水に入り採餌 定期カウント  拝島3B 

F 231 キアシシギ 2010/5/4 ５羽  浅川大和田橋下流側 水際を採餌し移動。春シーズン初認。 佐藤哲郎  八王子8J 

 231 キアシシギ 2010/5/7 １羽  浅川/一番橋下の中洲 朝 7 時、雨の来そうな強い南風の吹く中洲で、ハクセキレ

イが賑やかに鳴き歩くそばに、立っていた。 

岡本昭子  武蔵府中

1J 

 244 タシギ 2010/3/12 １羽  多摩川右岸・昭和用水堰

上流側河原 

ワンドからタシギが急に飛び出して飛んで行った。 粕谷和夫  拝島6E 

           

５．托卵鳥         

 321 ツツドリ 2010/4/18 １羽  宝生寺団地  散歩のため裏山に入ろうとした所で、思いがけず大きな

声がしてきました。午後２時ころ、宝生寺団地から裏山へ

の入り口付近でツツドリの声を聞きました。「  ポポ、ポ

ポ、ポポポポ」のワンフレーズだけでした。通過中と思わ

れます。  

丸山二三夫  拝島1C 

 321 ツツドリ 2010/5/10 １羽  高尾山・一丁平付近 西側谷筋から鳴いているのを確認した。 白川司  与瀬8E 

 321 ツツドリ 2010/5/11 声  高尾山 (一丁平、小仏方

面から 

高尾山一丁平、小仏方向から ツツドリ の声が「ポポ、ポ

ポ」と二声聞こえました。しばらくして又「ポポ、ポポ」と聞こ

えました。  

中村后子  与瀬9E 

 321 ツツドリ 2010/5/13 １羽  高尾山 6 号路・弁天丸左

手 

声を聞く 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

 321 ツツドリ 2010/5/13 １羽  高尾山 3号路サル園下 声を聞く 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子０F 

 321 ツツドリ 2010/5/14 １羽  高尾山・大平林道ふれあ

い館裏 

尾根杉の木頂上（目視） 福本順吉  与瀬9E 

 321 ツツドリ 2010/5/16 声  宝生寺緑地 宝生寺緑地にて、 エゾムシクイ、ツツドリ、の声を聞きま

した 

柚木鎮夫・

育子 

 拝島2C 

 321 ツツドリ 2010/6/7 １羽  高尾山・もみじ台登り口

付近 

西側谷筋から鳴き声が聞えた。 白川司  与瀬9E 

 321 ツツドリ 2010/6/7 ２羽  高尾山・４号路のベンチ

付近（いろはの道出会い） 

鳴き交わしているのを確認した。 白川司  与瀬9F 

 321 ツツドリ 2010/6/10 １羽  高尾山・大平林道南側尾

根 

 福本順吉  与瀬9E 

 322 ホトトギス 2010/5/9 声  八王子市下恩方町 今期初認、声のみ、日中、小田野トンネル方面から聞こえ

てきました 

小谷野万紀

子 

 八王子1K 

 322 ホトトギス 2010/5/16 声  池の沢保緑地とその周辺 朝４時暗いうちから鳴き出す。付近にウグイスのさえずり

多し。 

粕谷和夫  八王子3E 

 322 ホトトギス 2010/5/21 声  高幡台団地緑地 一週間ぶりに入った裏山で今年初めてホトトギスの声を

聞きました。少し離れたところらしいと思いましたが、姿は

みることができませんでした。帰り道、また別の方角から

も聞こえてきましたが、やはり姿は見られませんでした。    

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2010/5/21 声  上川口小学校 ５，６校時（13:30～15:00）、上川口小 たね入り 5 年生田

んぼ草取り作業中裏山方面から 

森久美  拝島0E 

 322 ホトトギス 2010/5/22 声  紅葉台団地（八王子狭間

町） 

声が聞こえてきた 粕谷和夫  八王子2F 

 322 ホトトギス 2010/5/22 声  上川口小学校裏、田んぼ

（種入り） 

声が聞こえてきた 粕谷和夫  拝島0E 

 322 ホトトギス 2010/5/22 声  今熊山 14:00 くらい、今熊山下山途中 今熊神社周辺の森林より 森久美  五日市7E 

 322 ホトトギス 2010/5/22 １羽  日野市三沢 声初認、午後 5時 30分。自宅裏。その誤 6月中鳴く 阿江範彦  武蔵府中

4J 

 322 ホトトギス 2010/5/23 声  渡辺敬明自宅（日野市三

沢 3丁目） 

深夜３時、小窓越しに待ちに待ったホトトギスの「忍び音」

が聞こえてきました。うれしい夏到来の知らせです。一寝

入り後の５時２０分、安西英明氏の「季節の命」テーマは

ホトトギスでした。「ホット、トギス」と鳴くとの事。 

渡辺敬明  武蔵府中

3J 

 322 ホトトギス 2010/5/23 声  佐藤哲郎自宅（絹ヶ丘 2

丁目） 

9:15、声、雨の中、ホトトギスの声が数回聞かれました。自

宅では今期初認です。今年は例年より鳴き始めがやや遅

いようです。 

佐藤哲郎  八王子9F 

 322 ホトトギス 2010/5/25 声  山下自宅（長房町） 今朝４時１８分にホトトギスの鋭い高音が私のベッドまで

飛び込んできて、眼を醒まされました。２分間ほどん啼き

ながら飛んだようで、声も聞こえなくなりました。自宅（長

房町）では今期初めてです。 

山下弘文  八王子4J 
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 322 ホトトギス 2010/5/25 声  高幡台団地緑地 今日も裏山に入るとホトトギスの声が聞こえてきました。

声は私の左側から福祉園と百草団地の間にある山に飛

んで行ったように聞こえました。またしばらくすると今度は

反対側から聞こえてきました。どうやら 2羽いたらしいので

すが、姿はやはり見ることはできませんでした。それから

ガビチョウがジュウイチの物真似をしていたのでもしかし

たら今年もジュウイチが裏山にきているのかもしれませ

ん。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2010/5/25 １羽  岡本自宅（日野市豊田） 午前 7 時半、遠い声でした。浅川の対岸で鳴いたと思わ

れます。声は数回続いた。 

岡本昭男・

昭子 

 武蔵府中

1J 

 322 ホトトギス 2010/5/25 １羽  宇津貫緑地（蛍沢付近） 声を聞く 粕谷和夫  八王子6E 

 322 ホトトギス 2010/5/26 声  久保山公園 声初認、朝８時頃自宅から出た時久保山公園の方向より

聞こえてきた 

傍島玲子  拝島7A 

 322 ホトトギス 2010/5/28 １羽  １６号バイパス側道 10:20、国道１６号バイパスの歩道を北野方向に下ってい

るとバイパスを隔てた反対側の林の中から声が聞こえ

た。今年初認。 

浜野建男  八王子8G 

 322 ホトトギス 2010/5/28 声  高幡台団地緑地 裏山にはいるとすぐホトトギスの声がしてきました。中に

入ってからも鳥の姿はほとんどなく、ウグイスの囀りガビ

チョウの元気な姿のみでしたが、しばらくすると再びホトト

ギスの声がしてきました。しかし姿が見えないので帰ろう

と踵を返して歩き始めると頭上で啼くホトトギスにびっくり

して上を見上げると声は少し離れたところに移動していま

した。それで双眼鏡で探し始めると声はどんどん遠ざかっ

てゆくようなのであきらめて帰り道を急ぐとまた頭上に声

がしていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2010/5/29 声  山下自宅（長房町） ２９日 aｍ３：２８  南をかなり離れて通過 

３０日  am10：２８ 西の吉祥院の墓地周辺から声 

    pm０：４０頃 西側を通過 

山下弘文  八王子4J 

 322 ホトトギス 2010/5/30 １羽  川町、琴平神社付近 １６：０４分頃、川町、琴平神社付近北側からの声を聞い

た。 

  

福本順吉  拝島2A 

 322 ホトトギス 2010/5/31 １羽  八王子市城山手２丁目 9:00 頃 上空を鳴きながら飛び回っているのを視認。 6/4

にも 9:00 頃視認 鳴き声は、連日よく聞こえる。ウグイスも

いるので、繁殖を期待する。 

千葉槇子  八王子2J 

 322 ホトトギス 2010/6/1 声  粕谷自宅（八王子市天神

町） 

夜（明け方）、声が聞こえてきた。 粕谷和夫  八王子6J 

 322 ホトトギス 2010/6/1 声  山下自宅（長房町） 朝起こされました。 am1:47 と am3:34 の２回です。いづれも

長房自宅北側です。 

山下弘文  八王子4J 

 322 ホトトギス 2010/6/1 声  門倉自宅（横川町） 粕谷会長宅や、佐藤様、長房の山下弘文様宅で明け方ホト

トギスの声が聞こえたとか、私の自宅横川町でも明け方聞

きました。私の場合、長房の山下様が、聞くと、同じ個体だ

と思うのですがだいたい 同時刻鳴き声が聞こえます（明け

方が多い）。

5/29,5/30,6/1,6/6,6/11,6/12,6/13,6/14,6/16,6/17,6/21,6/2

2。6/6にはベランダで鳴きながら長房方面へ飛ぶ姿をみま

した。 

門倉美登利  八王子4K 

 322 ホトトギス 2010/6/1 声  恩方第一小学校 週２回(火曜日と木曜日）恩方第一小学校へ行くのですが今

日は午前１０時頃から、校庭の裏山から鳴き声をききまし

た。恩方第一小学校では、報告しませんでしたが、私が聞

いた初認は５月１１日（火）でした。副校長先生や用務員さ

んの話では「いつも聞こえているよ。児童も鳴き声を真似し

て楽しんでいるいる」とのことでした。スズメやセキレイが、

巣作りもしています。前の川や裏庭にも、鳥が来ていて、良

い環境だなと、行くたびに思います。今日は本当に、ホトト

ギスが校庭(裏山）でよく鳴いていました。前より上手な鳴き

声でした。 

5/11（今季初認）,5/13,5/18,5/25,6/1,6/10,6/15,6/22,6/24 

門倉美登利  八王子0K 

 322 ホトトギス 2010/6/2 １羽  上川口小学校南側丘陵

付近 

12：49分頃、上川口小学校南側丘陵付近で鳴きながら南方

面に飛んで行く姿確認。  

福本順吉  拝島0E 

 322 ホトトギス 2010/6/3 声  高幡台団地の庭 今朝は団地の中で啼いていました。庭に出て間もなく頭上

で声がしてびっくりしました。どうやら桜の木にいたようでし

た。やがて裏山に飛んだようです。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2010/6/6 ２羽  多摩川・多摩大橋下流右

岸 

木の上や飛びながら盛んになき、２度藪の中に降りた。ウ

グイスのなき声も聞こえた。 

大川征治  立川0C 

 322 ホトトギス 2010/6/7 １羽  高尾山・日影沢入口付近 西側から鳴き声が聞えた。 白川司  与瀬9G 

 322 ホトトギス 2010/6/7 １羽  高尾山・日影沢林道車止

め 

声  白川司  与瀬8F 

 322 ホトトギス 2010/6/10 １羽  高尾山・大平林道南側尾

根 

 福本順吉  与瀬9E 
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 322 ホトトギス 2010/6/10 １羽  高尾山・大平林道ふれあ

い館裏 

尾根 福本順吉  与瀬9E 

 322 ホトトギス 2010/6/17 声  福本順吉自宅（高尾町）

の前金比羅山 

６月１１日（金）ＡＭ０４：１８分 

    ６月１２日（土）ＡＭ０７：５２分 

    ６月１３日（日）ＡＭ０２：０４分 

    ６月１４日（月）ＡＭ０２：４３分 

    ６月１６日（水）ＡＭ０３：４１分 

    ６月１７日（木）ＡＭ１０：２７分 

１６日まで声のみ。 

１７日は姿確認。頂上付近を高尾山方面に鳴きながら飛び

去る。 

福本順吉  八王子2G 

 322 ホトトギス 2010/6/19 声  福本順吉自宅（高尾町） 観察した日：２２年６月１８日「金」  時間：AM３：１２、２２年

６月１９日「土」  時間：AM７：１７、観察場所：金比羅山「自

宅ベランダから」  

福本順吉  八王子2G 

 322 ホトトギス 2010/6/20 声  山下自宅（長房町） 今シーズンは、自宅でのホトトギスの記録がこれまでにな

かったほど多くなっています。シーズン後にまとめてご報告

と思っていましたが、20日の未明から朝５：３０までに９回、6

時台と 8 時過ぎに各 1 回、合計 11 回に及びました。遠くか

らの声を含みますが、自宅周辺まで飛来する個体があるよ

うで、今までと何が変わったのか見当もつきません。今朝も

am3:28に来ました。 

山下弘文  八王子4J 

 322 ホトトギス 2010/6/20 声  多摩森林科学園内 時間：17時 17分 福本順吉  八王子2H 

 322 ホトトギス 2010/6/23 声  福本健自宅（日野市栄

町） 

今朝 3時 50分ごろ目覚めたら、ホトトギスが鳴いていた。数

日前から、ホトトギスが鳴いているのが家から聞こえてい

た。21 日に多摩川の JR 中央線上流の中州の森の中で鳴

いていたので探したら、どんどん移動していった。近くでウ

グイスも鳴いていた。  

福本健  立川1B 

F 322 ホトトギス 2010/6/25 １羽  多摩川日野クリーンセン

ター横 

ホトトギスが多摩川のクリーンセンター横で鳴いていた。姿

はなかなか見ることができなかったが、突然飛び立ったの

で、なんとかシルエットだけは撮れた。JR中央線上流でもホ

トトギスが鳴いている。 

福本健  立川４A 

 322 ホトトギス 2010/6/26 １羽  多摩森林科学園内 時間：PM２：４３ 福本順吉  八王子2H 

 322 ホトトギス 2010/6/27 １羽  福本順吉自宅（高尾町）

の前金比羅山 

自宅ベランダから声、時間 16：18 福本順吉  八王子2G 

 322 ホトトギス 2010/6/28 １羽  福本順吉自宅（高尾町）

の前金比羅山 

自宅ベランダから声、時間 18：01 福本順吉  八王子2G 

           

６．繁殖         

F 95 カルガモ 2010/5/3 一家  暁橋上流 親1羽、子10羽の親子連れが、本流を横切り中州の草むら

に消えた。 

若狭誠 繁 殖

4② 

八王子7K 

 95 カルガモ 2010/6/1 ０羽  宇津貫緑地蛍沢 谷戸の田んぼの畦脇にカルガモが営巣したが、何者かに

卵が襲われ、放棄。宇津貫緑の会の人の話では、昨日は

巣中に卵が 10個ほどあったという。巣中に殻かつつかれて

中が空の卵が１個と巣の直ぐ近くに卵の殻が少し散らかっ

ていた。 

粕谷和夫 繁 殖

5② 

八王子6E 

F 179 バン 2010/5/4 ４羽  浅川長沼橋上流左岸湿

地 

雛３羽が親鳥１羽とともに巣周辺を歩く。 佐藤哲郎 繁 殖

4② 

八王子9H 

F 179 バン 2010/5/22 ５羽  浅川左岸・長沼橋上流側

（さいかち池） 

バンの親子が浅川の堤防から観察された。親が子に餌を

与える行動も観察できた。繁殖（親子連れ、親 2 羽＋子３

羽） 

粕谷和夫 繁 殖

4② 

八王子9H 

F 179 バン 2010/6/16 ７羽  多摩川日野クリーンセン

タ横ワンド 

今年もワンドでバンのヒナが孵った。ヒナは5羽。ワンドには

カワセミ、エナガ、シジュウガラの幼鳥も飛んできてにぎや

かであった。 

福本健 繁 殖

4② 

立川４A 

 344 カワセミ 2010/4/6 ２羽  谷地川・新旭橋上流 土手に巣作り中 大川征治 繁 殖

4③ 

立川0B 

 344 カワセミ 2010/5/22 １羽  浅川・長沼橋上流側 巣立ち直後と思われる幼鳥が岸辺の石の上に止まって、し

ばらくの間じっとしていた。 

カワセミ会ジ

ュニアクラブ

観察会 

繁 殖

5⑤ 

八王子9H 

F 344 カワセミ 2010/5/22 １羽  浅川左岸・長沼橋上流側 浅川の岸辺に巣立ち間もないと思われるカワセミ幼鳥が１

羽いた。親や兄弟カワセミがいなかったので、一人立ちした

個体と思われる。繁殖（巣立ち間もない幼鳥） 

粕谷和夫 繁 殖

5⑤ 

八王子9Ｈ 

 354 アカゲラ 2010/6/25 ４羽  高尾山３号路、最後の登

り 

アカゲラ親子連れ（親：♀と思われる１羽、子：３羽 ）、高尾

山３号路、最後の登り、休憩地点少し手前の大木の枝。雛

３羽が親鳥からエサをもらおうと騒いでいた。 

奈良敏夫 繁 殖

4② 

与瀬9E 

 366 ツバメ 2010/6/19 ３羽  多摩川右岸高月水田近く 巣立って間もないと思われる幼鳥がケーブルにとまり，成

鳥から給餌を受けていた． 

多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

4② 

拝島6E 

F 373 キセキレイ 2010/5/12 ２羽  高尾山 6 号路琵琶滝より

上流側の渓流の水辺 

高尾山 6号路の渓流に巣立ち直後と思われるキセキレイの

雛が 2羽いた。 

粕谷和夫 繁 殖

4② 

八王子0E 
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 375 セグロセキレイ 2010/4/26 ２羽  上川口小学校付近 学校裏の田んぼに飛来し、虫を捕って体育館の方に運ぶ

行動の繰り返し。 

粕谷和夫 繁 殖

4① 

拝島0E 

 375 セグロセキレイ 2010/5/15 ２羽  南淺川（富士森高校脇） 午後南淺川（富士森高校脇）で巣立ちをしたセグロセキレイ

幼鳥を確認しました。確認したのは１羽だけです。水際で静

かにしていましたが、しばらくして成鳥が近づき、口移しに

何かを与えた様子でした。 

       

山下弘文 繁 殖

5⑤ 

八王子4J 

 375 セグロセキレイ 2010/5/29 ９羽  多摩川昭和堰直下 幼鳥を連れた小規模な群れで行動 多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

4② 

拝島6E 

 375 セグロセキレイ 2010/6/19 １羽  多摩川昭和堰 幼鳥が堰の上で行動 多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

5⑤ 

拝島6E 

F 375 セグロセキレイ 2010/4/26 ２羽  種入りの田んぼ（上川口

小学校裏の田んぼ） 

上川口小学校裏の田んぼに 2羽のセグロセキレイがやって

来て、虫を捕って小学校の体育館の方へ飛んで行くことを

繰り返していた。 

粕谷和夫 繁 殖

4① 

拝島0E 

 388 モズ 2010/4/14 ２羽  多摩川・多摩大橋下流右

岸 

求愛給餌 大川征治 繁 殖

4⑤ 

立川0C 

 388 モズ 2010/5/2 ５羽  高月水田 巣立ち雛親子連れ（親 2+子 3） 粕谷和夫 繁 殖

4② 

拝島6E 

 388 モズ 2010/5/20 ２羽  高月水田 親子連れ 大川征治 繁 殖

4② 

拝島6E 

F 388 モズ 2010/5/2 ３羽  高月水田（八王子市） 高月水田の休耕田に巣立ち直後と思われるモズの巣立ち

雛が３羽いた。よく鳴いていたので、親が運んでくる餌を待

っていたのかもしれない。 

粕谷和夫 繁 殖

4② 

拝島6E 

 415 イソヒヨドリ 2010/5/16 ２羽 + JR八王子駅南口付近 今年もJR八王子駅南口付近でイソヒヨドリが繁殖した。親２

羽が餌を運んで来ると巣中の雛の元気な声が聞こえてき

た。 

粕谷和夫 繁 殖

5① 

八王子7J 

 415 イソヒヨドリ 2010/5/18 １羽 + JR八王子駅南口付近 ♂親が餌を運んで来ると巣中の雛の元気な声が聞こえてき

た。 

粕谷和夫 繁 殖

5① 

八王子7J 

 440 オオヨシキリ 2010/4/19 １羽  高月 盛んに囀る 大川征治 繁 殖

4⑥ 

拝島6E 

 464 エナガ 2010/3/3 ２羽  宇津木緑地 巣作り中、他にもあり 大川征治・

香 

繁 殖

4③ 

拝島8C 

 464 エナガ 2010/3/29 ２羽  多摩川・多摩大橋下流 巣作り中 大川征治 繁 殖

4③ 

立川0C 

 464 エナガ 2010/5/1 １羽  多摩川・多摩大橋下流 藪の中ですを見つける。抱卵中 大川征治 繁 殖

5② 

立川0C 

 464 エナガ 2010/5/29 ８羽  多摩川滝山城跡下右岸

の林 

幼鳥を連れた小規模な群れで行動 多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

4② 

拝島6E 

 471 シジュウカラ 2010/4/29 １羽  佐藤サヨ子自宅（日野市

程久保） 

我が家のベランダに置いてある巣箱にシジュウカラが営巣

したのは 4月の初めでした。昨年は団地の外壁塗装のため

建物全体が幕で覆われていたので今年はとても楽しみでし

た。親鳥が餌を運ぶ姿を目にして何羽生れたのだろうか？

と思っていたのですが、一昨日から親鳥は巣に入らなくなり

不思議に思って今朝巣箱をのぞいてみるとたった 1 羽の小

さなヒナが死んでいました。羽もすっかり生えていたのです

が、とても小さくおそらくこの寒さに耐えきれなかったのでし

ょうか。あとで裏山に埋葬してあげようと思っています。 

佐藤サヨ子 繁 殖

5① 

武蔵府中

3J 

 471 シジュウカラ 2010/5/30 ６羽  竹内開自宅（八王子市城

山手） 

本日、我が家のシジュウカラが巣立ちましたので報告しま

す。9：30-10：00 頃、雛６羽、庭西側パーゴラ柱の巣箱より

巣立ち。庭東側和室縁側の巣箱は未だ営巣中です。 

竹内開 繁 殖

5① 

八王子2J 

 471 シジュウカラ 2010/5/30 数羽  山下自宅（長房町） 隣家の裏の自然木の根元近くの裂け目内から雛の声 数

不明 

山下弘文 繁 殖

5① 

八王子4J 

 471 シジュウカラ 2010/6/6 ９羽  福本自宅（高尾町） 現在我が家の軒下に架けた巣箱でシジュウカラが 9 羽育っ

ています。親鳥がせっせと餌をはこんでいます。巣立ちが

楽しみです。 

福本順吉 繁 殖

5① 

八王子2G 

F 471 シジュウカラ 2010/4/7 １羽  駒木野公園（八王子市裏

高尾町） 

シジュウカラ１羽が巣材（苔）を口一杯に咥えて桜の木から

飛んで行った先は公園内の街灯ポウルの腐食穴であった。

穴の位置は街灯の下メートルぐらいの低い所である。 

粕谷和夫 繁 殖

4③ 

八王子1G 

F 471 シジュウカラ 2010/5/16 ４羽  南浅川・水無瀬橋付近 南浅川岸辺のオニグルミの木にシジュウカラ親子（親１＋子

３）が現れ、親が餌を与えていた。 

粕谷和夫 繁 殖

4② 

八王子5K 

 474 メジロ 2010/5/29 12羽  多摩川滝山城跡下右岸

の林 

幼鳥を連れた群が左岸から右岸の林に移動 多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

4② 

拝島6E 

 478 ホオジロ 2010/5/1 １羽  多摩川・多摩大橋下流 藪の巣から突然飛び出す。卵はない 大川征治 繁 殖

5③ 

立川0C 
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F 520 スズメ 2010/3/22 10羽 + 多摩動物公園（日野市） 多摩動物公園、サイの家が改修中で更地になり後ろの崖

に施されたコンクリート壁の排水穴にスズメが何組も巣材を

運んでいた。 

粕谷和夫 繁 殖

4③ 

武蔵府中

1G 

 526 ムクドリ 2010/5/25 ５羽  今野自宅（八王子市中野

町） 

親鳥 2 羽・雛 3 羽、2010.5.22～、去年屋根の 2 階軒先に穴

を開けてムクドリが繁殖したのだが、今年も 4月に親鳥が来

るようになり、5/9 に親鳥が餌を持ってきているのを確認。

5/12に雛の声を確認していたが、5月 22日・23日にかけて

雛が屋根裏から壁の隙間の中に転落。家の壁を壊し、3 羽

を救出しました。今回の雛は 3 羽だけらしく、屋根裏に雛が

残っている気配はありません。巣は高く危険な場所なので

戻すことが出来なかったので、24 日より元の巣から一番近

い位置の 2 階階段の窓辺に雛を置いて親鳥を呼び込む作

戦をとったところ、親鳥が室内に入って来て給餌するように

なりました。現在、夜は窓を閉めて保護し、昼は窓を開けて

親鳥に育てさせています。雛は予想で生後 14-17 日程度。

CCD カメラを設置し、給餌の様子を観察していますが順調

に給餌してくれているので、後 1 週間から 10 日ほどで巣立

つのではないかと思われます。 

今野美代子 繁 殖

5① 

拝島6B 

F 526 ムクドリ 2010/5/17 ２羽  日野市豊田 2－20 隣家の戸袋にムクドリが餌を運びこんでいる。そのたびに

巣の中の雛たちの声が賑やかに聞こえている。 

岡本昭子 繁 殖

5① 

武蔵府中

1J 

 536 ハシボソガラス 2010/6/19 ３羽  多摩川昭和堰直下 幼鳥と思われる固体が堰下の岩にとまっていて，やがて移

動した． 

多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

5⑤ 

拝島6E 

 537 ハシブトガラス 2010/3/22 １羽  多摩川滝山城跡下右岸

の林 

巣材となる枝を切り取っては運び巣作りしていた． 多摩川滝山

城跡下定期

C 

繁 殖

4③ 

拝島6E 

           

７．行動         

F 58 ゴイサギ 2010/6/21 １羽  浅川・浅川橋下流と上流 淺川橋下流の堰から飛び立ち、一度柳の木に止まってから

淺川橋を上流方向へ飛び越えて行った後、また下流の堰

へ戻ってきた。 

久保山嘉男  八王子6K 

F 68 アオサギ 2010/3/23 １羽  石橋入緑地の池 北野台コープ裏の石橋入緑地の池にアオサギが歩いてい

た。この池でアオサギは初見なので見ていると、オレンジ色

が目立つ鳥が横切って飛び、池のそばの枝に止まった。確

認するとカワセミだった。うまくツーショットの画像が撮れた。 

浜野建男  八王子８Ｆ 

F 68 アオサギ 2010/5/21 １羽  程久保川  佐藤サヨ子  武蔵府中

２Ｊ 

F 95 カルガモ 2010/5/19 ７羽  川町谷戸 代掻きの終わった川町谷戸の田んぼにカルガモが飛来し

て採餌していた。写真は 7羽のうちの３羽です。 

粕谷和夫  八王子2K 

 96 コガモ 2010/1/25 97羽  多摩川・日野用水堰（平

の堰） 

大きな群れが見られた 大川征治  拝島8D 

F 96 コガモ 2010/3/13 ９羽  程久保川 久しぶりに程久保川にいってみました。カルガモとコガモそ

して、ハクセキレイ、ジョウビタキ、ツグミの姿がありました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3J 

F 100 ヒドリガモ 2010/2/24 45羽  多摩川立日橋 立日橋下の河原にヒドリガモが多数いた。少し上流側に移

動したので、数えたら 45羽くらいいた。 

福本健  立川２B 

F 100 ヒドリガモ 2010/4/4 ４羽  浅川大橋上流 八王子郵便局そばの中州にヒドリガモがいた。以前はこの

付近に普通にいたヒドリガモだが今はほとんど見られなくな

った。移動途中での一時的な滞在と思われる。 

若狭誠  八王子7K 

 102 オナガガモ 2010/1/3 １羽  浅川・浅川橋下流２０ｍ １１羽のカルガモに混じって飛んできて、泳いでいた。 小澤礼子  八王子7K 

 102 オナガガモ 2010/1/4 ２羽  南浅川・睦橋付近 ７：４０頃、オス２羽を確認しました。６羽位の集団で、メスも

居た様ですが、詳細は確認できませんでした。以前は多く

のオナガガモで賑わっていたのですが、復活を期待したい

と思います。 

山浦秀雄  八王子4J 

F 104 ハシビロガモ 2010/4/13 ２羽  多摩川の多摩大橋下流

のひょうたん池 

ひょうたん池にハシビロガモの夫婦が仲良く泳いでいた。木

にはウグイスがさえずっていろ、写真にとることができた 

福本健  立川０C 

 112 キンクロハジロ 2010/3/8 15羽  多摩川・日野用水堰（平

の堰） 

 大川征治  拝島8D 

F 161 キジ 2010/6/3 １羽  浅川中央線鉄橋下流中

州 

浅川右岸を長沼橋に向かって歩いていると、中洲をゆっくり

と上流方向に歩くキジ（♂）がいた。やがて中州の端から川

を飛び越えて右岸の草むらに消えた。 

浜野建男  八王子9H 

 179 バン 2010/1/20 ２羽  浅川左岸・長沼橋上流湿

地（通称さいかち池） 

バンが 2 羽いてそのうち 1 羽がキショウブの羽を食べてい

た。 

粕谷和夫  八王子9H 

F 179 バン 2010/1/20 ２羽  浅川左岸・長沼橋上流湿

地（通称さいかち池） 

バンが 2 羽いてそのうち 1 羽がキショウブの羽を食べてい

た。 

粕谷和夫  八王子9H 

F 188 コチドリ 2010/3/30 ２羽  北淺川松枝団地裏 川原の中でじっとしていたが、しばらくして川辺にでて採餌

する。 

中橋薫  拝島3B 

 263 セグロカモメ 2010/3/11 １羽  多摩川・日野用水堰（平

の堰） 

 大川征治  拝島8D 
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 314 キジバト 2010/1/14 １羽  高尾山３号路大山橋上部 頭部羽毛無し、地上で採餌 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

F 314 キジバト 2010/3/14 １羽  浅川多摩川合流部 公開探鳥会時尾羽の無いキジバトがいました。外敵に襲わ

れたのでしょうか？ 

佐藤洋一  武蔵府中

4K 

 337 ヒメアマツバメ 2010/1/1 ３羽  浅川左岸一番橋下流側

の延命寺上空 

真冬に飛んでいた。確認したのは３羽だったが、太陽がま

ぶしくて良く見えないところがあったので、もっといたと思わ

れる。 

粕谷和夫  武蔵府中

2K 

 337 ヒメアマツバメ 2010/1/3 ３５羽 浅川・浅川大橋付近上空 35羽の集団が上空を旋回飛翔 粕谷和夫  八王子7K 

F 337 ヒメアマツバメ 2010/1/15 50羽 ＋ 浅川一番橋下流 50 羽以上のヒメアマツバメが乱舞していました。これだけ沢

山のヒメアマツバメは、どこのねぐらから飛び立ったのでしょ

うか。 

若狭誠  武蔵府中

1K 

F 337 ヒメアマツバメ 2010/2/18 ３羽  浅川大橋下流 朝まで雪、ヒメアマツバメが３羽飛んでいました。天気の悪

い日は低く飛びますが、水面すれすれを飛んでいるヒメアマ

ツバメは、あまり見たことがありません。雪の日は低く飛ぶ

のでしょうか。 

若狭誠  八王子7K 

 344 カワセミ 2010/1/8 １羽  峯尾自宅庭（八王子市暁

町） 

自宅の水路横の木の枝に止まっていました何年か前にも

同じ事がありましたが浅川から水路ずたいに何百メートルも

様子を見にきているとおもわれます。 

峯尾真澄  八王子6K 

F 344 カワセミ 2010/3/23 １羽  石橋入緑地の池 北野台コープ裏の石橋入緑地の池にアオサギが歩いてい

た。この池でアオサギは初見なので見ていると、オレンジ色

が目立つ鳥が横切って飛び、池のそばの枝に止まった。確

認するとカワセミだった。うまくツーショットの画像が撮れた。 

浜野建男  八王子８Ｆ 

F 344 カワセミ 2010/4/8 １羽  多摩川日野市クリーンセ

ンター横のワンド 

ダイブしてあがってきたら、緑色の獲物をくわえていました。

ヤゴでしょうか？ 

佐藤洋一  武蔵府中

4K 

F 344 カワセミ 2010/4/8 ２羽  多摩川日野市クリーンセ

ンター横のワンド 

ワンドでカワセミが給餌を行っていた。3月 14日の探鳥会で

多摩川に並行する根川で巣穴を掘っていたのを見かけた

が、そこから飛んできたようだ。 

福本健  武蔵府中

４K 

 349 アオゲラ 2010/1/6 １羽  長池公園 8:40、駐車場から公園に入ると、大きな鳴き声が聞こえた。

見上げると正面の樹の上の方にアオゲラがいて、あたりを

キョロキョロ見ながらさらに上に登っていった。かなり上まで

登って飛び去り、見えなくなった。 

浜野建男  武蔵府中

1C 

F 349 アオゲラ 2010/2/23 １羽  高幡台団地自宅前の木

立の中 

寝坊して 7 時半ごろ部屋でコーヒーを飲んでいると向かい

のこだちで木の穴を突いているアオゲラをみつけました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

３Ｈ 

F 349 アオゲラ 2010/3/3 １羽  都立小宮公園 足元からかなり大きい鳥が飛び立ち、前方１５ｍ位先の木

下で採餌し始めた。しかし散歩者に気づいて木に登り飛び

去った。 

中橋薫  拝島7A 

 349 アオゲラ 2010/6/3 声  高幡台団地の庭 昼ごろ用事があって団地と裏山の間の道を歩いていると突

然裏山からアオゲラの声がしてきました。残念なことに姿を

見ることは叶いませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 363 ヒバリ 2010/2/18 ３羽  浅川大橋下流右岸グラウ

ンド 

普段はここにはいないヒバリ。グラウンドで採餌していまし

た。近くの畑や草むらにいるヒバリが、雪のため餌がとれな

くなり河原にきたのでしょうか。 

若狭誠  八王子7K 

 363 ヒバリ 2010/4/15 １羽  浅川・大和田橋上流右岸 草はらから舞いあがり上空でさえずり大和田橋下流に飛ん

だが、また戻ってきた。この地区でのヒバリは久しぶりであ

る。 

浅 川 定 期

CT 

 八王子7K 

F 363 ヒバリ 2010/5/8 １羽  大和田橋上流 ４/１５定期カウントで空でさえずるヒバリを観察しましたが、

今日は草むらで採餌していました。この地区では、しばらく

ぶりのヒバリですので、うまく定着してほしいです。 

若狭誠  八王子7K 

 363 ヒバリ 2010/5/20 １羽  浅川・大和田橋上流 右岸草むらから舞いあがる。 浅川定期 CT 八王子7K 

 363 ヒバリ 2010/5/22 １羽  浅川・長沼橋上流側 河原の上空でさえずり カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子9H 

F 366 ツバメ 2010/3/23 １羽  若狭自宅前 自宅前の電線にツバメが 1 羽止まっていた。営巣場所の確

認に来たのでしょうか。 

若狭誠  八王子6K 

 366 ツバメ 2010/3/29 10羽  多摩川・多摩大橋下流 川面を飛び交っていた 大川征治  立川0C 

F 366 ツバメ 2010/6/12 ２０羽 

± 

浅川周辺 ツミが現れ帆翔しはじめるとツバメが現れツミに接近。ツバ

メが次々と現れ集団になってツミへの接近を繰り返した。ツ

バメの雛が巣立つ時期、雛を守る行動でしょうか。 

若狭誠  八王子7K 

 369 イワツバメ 2010/1/11 １羽  淺川・大和田橋下 大和田橋下を飛ぶ 越冬か 8:05 佐藤哲郎  八王子8J 

F 369 イワツバメ 2010/3/28 ８羽  谷地川田島橋付近 谷地川の八高線鉄橋付近でイワツバメが 8 羽ほど元気に

飛び回っていた。今年も巣作りが楽しみだ。モズが田島橋

のすぐ近くで水浴びをしていた。 

福本健  拝島９B 

 369 イワツバメ 2010/3/29 ３羽  多摩川・多摩大橋下流 川面を飛び交っていた 大川征治  立川0C 

F 373 キセキレイ 2010/5/19 ２羽  川町谷戸 代掻きの終わった川町谷戸の田んぼにキセキレ雄雌各１

羽が飛来して採餌していた。写真は雄です。 

粕谷和夫  八王子2K 

F 375 セグロセキレイ 2010/5/16 １羽  南浅川・水無瀬橋付近 南浅川で流れの中に頭を出す石に止まっていたセグロセキ

レイにカメラを向けて何枚か写真を撮っていると、最後に飛

び出す瞬間が撮れた。 

粕谷和夫  八王子5K 

 379 ビンズイ 2010/2/19 ４羽  浅川・浅川大橋上流 浅川大橋上流の草むらでビンズイ 4羽の群れ 浅川定期 CT 八王子7K 
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 379 ビンズイ 2010/3/5 ２羽  高幡台団地緑地 地面から 1 羽の鳥がとんでコナラの枝にとまった。するとも

う 1羽がやはり飛んでコナラの枝に止まった。よく見るとビン

ズイだったのでカメラを向けようとしたら梢に飛び、そこから

飛び去ってしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 379 ビンズイ 2010/3/19 １羽  小宮公園 今冬初めて見る 大川征治  拝島8A 

F 382 タヒバリ 2010/1/19 １羽  多摩川多摩大橋下流（ひ

ょうたん池横の多摩川水

辺） 

ひょうたん池近くの多摩川水辺際で私としては名前の知ら

ない鳥がすぐ近くで餌をとっていた。家に帰って調べたら、

ビンズイのようでした。見た鳥が 1 羽増えました。ひょうたん

池では、すぐ近くでカワセミが西日に映えて美しかった。近

寄っても逃げなかった。 

福本健  立川0C 

F 383 タヒバリ 2010/1/20 ２羽  多摩川多摩大橋下流（ひ

ょうたん池横の多摩川水

辺） 

ひょうたん池近くの多摩川水辺際で私としては名前の知ら

ない鳥がすぐ近くで餌をとっていた。家に帰って調べたら、

ビンズイのようでした。見た鳥が 2 羽増えました。ひょうたん

池では、すぐ近くでカワセミが西日に映えて美しかった。近

寄っても逃げなかった。 

福本健  立川1C 

F 388 モズ 2010/3/28 ２羽  谷地川田島橋付近 谷地川の八高線鉄橋付近でイワツバメが 8 羽ほど元気に

飛び回っていた。今年も巣作りが楽しみだ。モズが田島橋

のすぐ近くで水浴びをしていた。 

福本健  拝島９B 

F 388 モズ 2010/4/25 １羽  浅川・一番橋下流約 250

ｍ浅川左岸 

モズが苦しいようなしぐさをしたのち、黒っぽいものを吐き出

した。（ピンボケですいません） 

佐藤洋一  武蔵府中

1K 

 396 ミソサザイ 2010/3/16 １羽  上川口小学校裏田んぼ さえずり 粕谷和夫  拝島0E 

 406 ルリビタキ 2010/3/28 １羽  小宮公園 ♀タイプ 大川征治  拝島7A 

F 408 ジョウビタキ 2010/2/24 １羽  七生福祉園路上 初め裏山の緑地にいたのですが、私をみると福祉園の方に

移動してしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 

F 416 トラツグミ 2010/3/3 １羽  高幡台団地緑地 裏山は思ったより寒く鳥影もあまりなかったのですが、太陽

が顔を見せ始めると鳥たちも顔を見せにでてきました。鶯の

さえずりの中、エナガが飛んだ方向を見ると地面にトラツグ

ミをみつけました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

３Ｈ 

F 416 トラツグミ 2010/3/28 １羽  八王子ニュータウン残存

緑地蛍沢付近（八王子市

宇津貫町） 

地上で採餌、周辺にツグミ３羽 粕谷和夫  八王子6E 

 424 シロハラ 2010/1/8 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 424 シロハラ 2010/1/26 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 424 シロハラ 2010/1/29 １羽  高尾山 3号路 13 時、高尾山 6 号路から 3 号路へ１００ｍほど歩いた登山

道から 3m 先の斜面の落ち葉の中でがさがさ、葉が舞い上

がる音が聞こえました。落ち葉の中に埋まって 5 分以上採

餌していたシロハラを視認。最近何年も、登山道近くにシロ

ハラを観る事がなかったので感動しました。 

井形定子、

井上典子 

 八王子0E 

 424 シロハラ 2010/3/28 １羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 424 シロハラ 2010/4/17 ３羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 427 ツグミ 2010/3/11 １羽  中村后子自宅（下恩方） 自宅の裏庭にツグミが１羽いました。 中村后子  拝島1A 

F 432 ウグイス 2010/4/13 １羽  多摩川の多摩大橋下流

のひょうたん池 

ひょうたん池にハシビロガモの夫婦が仲良く泳いでいた。木

にはウグイスがさえずっていろ、写真にとることができた 

福本健  立川０C 

F 440 オオヨシキリ 2010/5/5 ２羽  多摩川日野橋付近 オオヨシキリが高らかにさえずっていた。セッカも数羽がヨシ

原でさえずりながら飛び回っていた。近くに巣があるようで

す。ヒバリもさえずっていた。 

福本健  立川3B 

 440 オオヨシキリ 2010/5/6 声  浅川・新井橋上流右岸ス

グ 

7:30、セッカに混じり、オオヨシキリが夢中で大鳴き！頭上を

ゆうゆうと周回するコシアカツバメ(８羽）と、足元をしなやか

に飛翔するツバメたち。朝から豪華なページェントでした。 

渡辺敬明  武蔵府中

3K 

 440 オオヨシキリ 2010/5/29 声  南淺川 八王子工業高校

裏 

pm16::45  南淺川 八王子工業高校裏の草むら 山下弘文  八王子4J 

F 453 セッカ 2010/2/18 １羽  浅川大和田橋下流右岸 セッカは漢字で雪加と書きますが、冬にはあまり見かけま

せん。雪のセッカは登坂さんの写真でしか見たことがありま

せん。今朝は雪が降っていました。雪の中のセッカを初めて

見ました。 

若狭誠  八王子8J 

F 453 セッカ 2010/5/5 ４羽  多摩川日野橋付近 オオヨシキリが高らかにさえずっていた。セッカも数羽がヨシ

原でさえずりながら飛び回っていた。近くに巣があるようで

す。ヒバリもさえずっていた。 

福本健  立川3B 

F 491 アオジ 2010/3/26 ２羽  程久保川 程久保川にはいつものようにカルガモとコガモ、ヒヨドリ、ス

ズメがいましたがツグミのそばにアオジが2羽いて地面を突

いていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

３Ｊ 

 491 アオジ 2010/4/14 １羽  浅川左岸、平山橋と一番

橋の中間 

アオジのさえずり、川原の胡桃の木、揚げヒバリの声に誘

われるように鳴き出し、しきりに枝移り。少ししわがれ声な

がら、去りぎわの挨拶か。シーズン初の囀り 

岡本昭子  武蔵府中

1J 

 494 オオジュリン 2010/1/31 10羽 

± 

浅川・一番橋下流左岸枯

れ荻の中 

午前7時ころ、しきりに移動しながら採餌していた。シーズン

初認 

岡本昭子  武蔵府中

1J 
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F 494 オオジュリン 2010/02/05 ５羽  豊田～高幡不動 散歩の際、観察しました。５羽ほど見ました。倒れたアシで

採餌しているオオジュリンもいましたので１０羽ほどはいた

でしょう。思ったより良くみられました。アシの下にセッカ。カ

シラダカもいました。 

若狭誠   

 494 オオジュリン 2010/2/7 15羽  淺川・中央線鉄橋下流

100m左岸 

ヨシ原 佐藤哲郎  八王子9H 

 494 オオジュリン 2010/3/18 ６羽  浅川・萩原橋下流右岸 萩原橋下流右岸にオオジュリン６羽の群れ 浅 川 定 期

CT 

 八王子6K 

 502 カワラヒワ 2010/3/27 数羽  浅川左岸・長沼橋上流さ

いかち池付近 

クヌギの新芽を食べていた カワセミ会ジュニア

クラブ観察会 

八王子9H 

F 512 ベニマシコ 2010/1/22 １羽  台只沼谷戸（八王子市宇

津貫） 

♂1 羽が谷戸休耕田のセイタカアワダチソウの穂のてっぺ

んに止まり、種を啄ばんでいた。隣でロウバイが花を咲か

せていた。 

粕谷和夫  八王子7F 

F 512 ベニマシコ 2010/4/3 ３羽  多摩川右岸昭和用水堰

上流河原 

イヌコリヤナギの花（雄花）を盛んに食べていた 粕谷和夫  拝島6E 

F 516 イカル 2010/1/4 集団 八王子市小田野公園 朝のひと時、地上に落ちたエノキの実をイカルが集団で採

餌しています。そこに犬の散歩で人が近づくといっせいに飛

び上がり樹上に、しばらくすると再び地上に・・・・そんな繰り

返しがしばらく続いていました。 

清水盛通  拝島1A 

F 516 イカル 2010/1/24 １羽  北淺川松枝住宅西端より

100m位上流の雑木林 

北浅川右岸からは逆光で見にくかったので堤防に上がり観

察。 

中橋薫  拝島3B 

 516 イカル 2010/2/19 100羽 

+ 

小宮公園 数群で盛んに鳴いていた。 大川征治  拝島7A 

 516 イカル 2010/5/2 110羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

 526 ムクドリ 2010/2/2 ４羽  北大和田緑地(北八王子

の消防署付近) 

４羽、ムクドリが民家のゴミ漁りをしていました。八王子市の

青いゴミ袋を 4 羽でつついて中身を引き出して食べていた

のですが、ムクドリがゴミ漁りをしているのを見たのは初め

てです。雪で採餌出来ないためでしょうか。 

今野美代子  八王子8K 

 531 オナガ 2010/4/25 ５羽  日野市百草観音の庭 東電学園の方から 1 羽づつ飛んできては庭木に止まった

り、また飛んでいったりしていた。   

佐藤サヨ子  武蔵府中

5H 

F 536 ハシボソガラス 2010/1/9 １羽  片倉城址 定期カウントの最後に池のそばで鳥を探していると、住吉

神社の参道の階段の横の木にカラスがいた。良く見るとホ

シガラスのように全身に白い斑点があった。 

浜野建男  八王子７Ｇ 

 536 ハシボソガラス 2010/3/22 １羽  多摩川滝山城跡下水菅

橋付近中州 

クルミを落としては割ろうとする行動を繰り返していた． 多摩川滝山城跡

下定期 C 

拝島6E 

 537 ハシブトガラス 2010/5/25 １羽  今野自宅（八王子市中野

町）付近 

14 時頃 自宅近く、ハシブトカラスの成鳥が、まだ裸の生後

5 日～1 週間程度のムクドリの雛を 1 羽持ってトドメを刺し、

咥えたままみつい台方向へ飛び去った。5.6 軒先の家でム

クドリの親が大騒ぎしていたのでそこの巣を襲ったようであ

る。喉が膨らんでいたので、被害にあった雛は 1羽ではない

かもしれない。 

今野美代子  拝島6B 

 901 コジュケイ 2010/4/8 ２羽  高尾山6号路入口妙音橋

先山側斜面 

２羽が斜面を見え隠れしながら上部へ。若？ここで初視認 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子1F 

 901 コジュケイ 2010/6/6 １羽  多摩川・多摩大橋下流右

岸 

ひょうたん池近くの林からクエークエーと盛んに鳴く声の主

を探したら、木にとまってなくコジュケイだった。こんなな聞こ

えを聞くのは初めて。 

大川征治  立川0C 

           

８．集団ねぐら         

 337 ヒメアマツバメ 2010/6/11 ８羽 ± 京王南大沢駅 19 時頃南大沢駅の直ぐ上を約 8 羽の集団が飛び交ってい

た。近くにねぐらがあると思われる。 

粕谷和夫  武蔵府中

0D 

 374 ハクセキレイ 2010/6/11 100

羽 

+ 京王南大沢駅 南大沢駅改札口を出て首都大学側の連絡歩道から下に見

える車道の街路樹にハクセキレイがねぐら入り。19 時頃だ

けの観察なので、数ははっきりしないが、100 羽以上はいた

模様である。 

粕谷和夫  武蔵府中

0D 

           

９．通過         

F 62 アマサギ 2010/5/31 ３羽  高月水田 田を耕している近くで餌を探して動き回っていた。婚姻色の

表れた固体も見られた。 

大川征治  拝島6E 

F 231 キアシシギ 2010/5/4 5羽  浅川・大和田橋下流側 水際を採餌し移動。春シーズン初認。 佐藤哲郎  八王子9H 

 231 キアシシギ 2010/5/20 22羽  浅川・鶴巻橋～大和田橋 全域で観察２２羽 浅 川 定 期

CT 

 八王子7K 

 338 アマツバメ 2010/4/14 30羽  多摩川・多摩大橋下流川

面 

 大川征治  立川0C 

F 338 アマツバメ 2010/4/24 ３０羽 

+ 

滝ケ原運動場ほか 30 羽以上の群れがずっと飛翔していた。春の渡りと思われ

る。 

若狭誠  拝島6E 

 422 アカハラ 2010/5/5 １羽  長池公園 姿確認 倉本修  武蔵府中

1C 
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 440 オオヨシキリ 2010/5/16 １羽  北浅川・陵北大橋の直ぐ

下、右岸 

例年通過のようです。 柚木鎮夫・

育子 

 拝島2B 

 449 エゾムシクイ 2010/5/4 １羽  長池公園 さえずりと姿確認（長池が築池へ通じる流れの東斜面。素

早い動き。至近距離からじっくり観察できなかった。決め手

はさえずりと地鳴き。「きしみ」をともなった金属的な高音。

不明瞭な「ツーキーヒー」。テンポはゆっくり。「ピッ」という地

鳴き。） 

倉本修  武蔵府中

1C 

 449 エゾムシクイ 2010/5/16 声  宝生寺緑地 宝生寺緑地にて、 エゾムシクイ、ツツドリ、の声を聞きまし

た 

柚木鎮夫・

育子 

 拝島2C 

 450 センダイムシクイ 2010/5/2 １羽  長池公園 さえずりと姿確認 倉本修  八王子9C 

F 450 センダイムシクイ 2010/5/2 １羽  初沢川 夏鳥調査第一回目、初沢川入り口で高い木の枝で囀る姿

を確認した。 

浜野建男  八王子2E 

 450 センダイムシクイ 2010/5/3 １羽  小山内裏公園 さえずりと姿確認 倉本修  八王子9C 

 456 キビタキ 2010/4/29 １羽  長池公園 さえずりと姿確認 倉本修  武蔵府中

1C 

 456 キビタキ 2010/4/30 １羽  戦車道（小山内裏公園か

ら東へ 200ｍ） 

さえずりと姿確認 倉本修  八王子9C 

 456 キビタキ 2010/4/30 １羽  小山内裏公園（サンクチ

ュリア内近寄れず） 

さえずりと姿確認（キビタキは 4/29-5/5、長池公園、戦車

道、小山内裏公園に必ずいます。未だまだ移動が続いてい

るようです） 

倉本修  八王子9C 

 456 キビタキ 2010/5/4 １羽  宇津貫・毘沙門天 さえずりを聞く 粕谷和夫他  八王子6F 

 456 キビタキ 2010/5/4 ２羽  宇津貫公園 さえずりを聞く 粕谷和夫他  八王子6E 

 456 キビタキ 2010/5/4 １羽  クボノオキ湧水付近雑木

林 

さえずりを聞く 粕谷和夫他  八王子6E 

 456 キビタキ 2010/5/4 １羽  宇津貫緑地 さえずりを聞く 粕谷和夫他  八王子6E 

 516 イカル 2010/5/3 １羽  戦車道（小山内裏公園か

ら東へ 200ｍ） 

さえずりと姿確認 倉本修  八王子9C 

F 523 コムクドリ 2010/5/2 １羽  日野高校前の浅川右岸

のオニグルミ 

門口さんより報告がありました、定期カウント時に撮影した

コムクドリの♀です。初認の鳥を撮れて感激です。 

佐藤洋一  武蔵府中4

Ｋ 

           

10．その他         

 908 カオグロガビチョ

ウ 

2010/3/13 10羽 + 多摩川・日野市東光寺グ

ランド付近 

東光寺グランドではヒバリ 2 羽がツグミやタヒバリと一緒に

採餌していた。そこに奇妙な大きな声が聞こえてきた。何だ

ろうと探すとカオグロガビチョウであった。10 羽ぐらいいて、

寺の方へ飛んで行った。 

多摩サクラフォー

ラム野鳥観察会 

立川0B 

 908 カオグロガビチョ

ウ 

2010/4/12 ４羽  多摩川・多摩大橋 右岸

下流２００メートル 

１２時頃、雨の中 梅の新芽を鳴きながら約２０分食べてい

ました。 

峯尾良雄  立川0C 

 910 ソウシチョウ 2010/1/8 ３羽  高尾山・大平林道入口手

前 

杉木立の中 福本順吉他  与瀬9E 

 910 ソウシチョウ 2010/1/21 ５羽  小宮公園  大川征治  拝島7A 

 910 ソウシチョウ 2010/4/3 ５羽  日野３中裏門横  枯葉の中を突いていたがやがて緑の木々の中へ入って飛

びまわっていた。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 910 ソウシチョウ 2010/4/25 数羽  高幡台団地緑地 花が散りすっかり若葉色になってしまった山桜の木や緑の

コナラの葉っぱの裏の虫を探しているのでしょうか？ソウシ

チョウが数羽飛び交っていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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2010 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 143名の会員が調査を行った。沢別の調査責任者は 2009年と同じ会員が担当した。 

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 84 羽のオオルリ♂を確

認したが、最近 5年間では最も少なかった。沢別では、⑤小津、⑩力石周辺、⑪松竹周辺、⑭小仏

城山、⑮高尾山琵琶滝、⑯高尾山蛇滝で多く観察された。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 14種、留鳥他 54種（冬鳥、通過鳥を含

む）、計 68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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２０１０年）
調査延長 調査責任者 延べ参加数

① 上川（今熊山北沢、同南沢、金剛の滝） 5 長谷川篤 3
② 加住南丘陵（谷地川源流部） 6 中村啓二 4
③ 川口丘陵（天合峰、釜の沢、滝の沢） 3.5 川戸恵一 4
④ 美山（山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川） 5 笹川佳子 4
⑤ 小津（小津バス停奥、小津川源流部） 6 清水盛通 3
⑥ 醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5 廣川潔 2
⑦ 醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5 佐藤哲郎 6
⑧ 和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3 古山隆 2
⑨ 明王峠下（明王渓谷、クラ骨沢、ビロウ沢） 5.5 門口一雄 8
⑩ 力石周辺（力石沢、南土代沢、駒木野沢他） 5 山崎悠一 4
⑪ 松竹周辺（板当・滝の沢林道、八王子城跡北） 9 丸山二三夫 20
⑫ 元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4 若狭誠 30
⑬ 裏高尾（小下沢林道関場峠迄） 5 阿江範彦 2
⑭ 小仏城山下（日影沢城山頂上迄、行の沢） 4.5 白川司 8
⑮ 高尾山１（６号路、３号路、琵琶滝下山ｺｰｽ） 5 千葉槇子 13
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 17
⑰ 大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3 福本順吉 5
⑱ 表高尾（中沢川、入沢川、榎窪川） 10 柚木鎭夫 4
⑲ 初沢川（初沢川） 3 浜野建男 4

計 101 143
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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 2010

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1

②加住南丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1

③川口丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12 11 6 9

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6 4 6 3

⑦醍醐下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 5 3

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 2 3

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5 7 4 5

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9 14 9 8

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7 11 10 8

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5 5 1 4

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3 4 4 3

⑭小仏城山 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7 5 11 8

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7 6 9 8

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5 4 2 8

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 16 8 5

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9 5 5 4

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 2 2

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111 91 84

夏鳥３種♂の出現羽数
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（第３表）オオルリ出現期における夏鳥他全野鳥の出現状況 （●印は出現、数字は羽数 2010年 4 月～6月） 
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2010 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るが、2010

年は 25組と昨年を少し上回った。浅川流域以外では程久保川が 0となっているが、担当の佐藤サヨ子

会員によると、「川近くの住人によると 1度何羽か生れたが全てカラスに襲われてしまったとのこと」

というコメントがあった。調査担当者からの主なコメントは以下のとおりです。 

山田川担当の浜野建男会員：「親子連れにエサをやっている人がいた」、「２回目に調査した時は、前回

とほぼ同じ場所でカルガモを確認、親子連れはヒナとわからないほど成長していたが、おなじ個体と

判断した」。川口川の明治橋～浅川合流担当の小澤礼子会員：「昨年より、両岸にヨシ（またはオギ）

が繁茂して観察しにくかった」。浅川本流の若狭誠会員：「６/５浅川橋下にいた子供８羽の親子連れが

６/２４にもいた。子供はかなり大きくなっており８羽すべて育ってくれればと思う」。谷地川・新左

入橋～田島橋担当の大川征治会員：「ジャコウアゲハ３～４頭がウマノスズクサに卵を産み付け中」。 

なお、鳥信にも報告があるが（粕谷和夫報告）、宇津貫緑地蛍沢谷戸の田んぼの畦脇にカルガモが営巣

したが、何者かに卵が襲われ、放棄してしまった。 

 

（第１表） ２０１０年カルガモ繁殖期カウント結果 （単位：組、羽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組数 親数 子数

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 0 0 0 6 6
②陵北大橋～松枝橋 清水盛通 3 5 11 7 21

計 3 5 11 13 27
③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 1 7 9 17
④鶴巻橋～大和田橋 若狭誠 3 3 17 20 40
⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 2 2 9 22 33
⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 1 1 4 18 23
⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 2 2 13 10 25

計 9 9 50 79 138
⑧川口橋～明治橋 内藤公三 2 3 8 23 34 １組は親２
⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 4 5 17 33 55

計 6 8 25 56 89
⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 4 4
⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 2 2 13 29 44

計 2 2 13 33 48
⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 1 1 5 22 28
⑬山田川（山田橋～浅川合流） 浜野建男 1 1 4 2 7
⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 2 2 14 38 54
⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 1 1 3 15 19

計 3 3 17 53 73
25 29 125 258 410

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 0 0 0 8 8
⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 1 1 4 4 9
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 2 2 13 17 32
⑲大栗川（鑓水～大竹橋） - - - - - -
⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川潔 3 3 22 5 30

31 35 164 302 499

カルガモ
数総計

浅川水系の計

担当者
（代表者）

備考

湯
殿
川

総計

親子連れ 単独
成鳥数

北
浅
川

浅
川
本
流

川
口
川

南
浅
川
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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変化（浅川水系計の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2010 25 29 125 5,0 258 410

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

2010 3 9 6 2 1 1 3 25 0 3 3 31
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2010 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 24日前後）が行われた。カワセミ会担当区域では、規模は

小さいが、以下の 4ヶ所でねぐらが観察された（番号は 11区域の調査地番号）。 

 

１．多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近 （神山和夫、7/25、500羽ねぐら入り） 

一斉調査日に、１日遅れてしまいました。17:50に到着すると、高月浄水場周囲の電線に 100羽ほ

どのツバメがとまっていました。その後、数十～数百羽の群が何度か秋川上空にやってきて、初め

は左岸の川から少し離れた草むらにねぐら入りしていましたが、やがて川の両岸のヨシにねぐら入

りしました。500～1000 羽ほどという感じでした。ねぐら入りせずに下流方向に飛んでく数十羽の

群が、何度かありました。 

 

６．多摩川右岸・谷地川の新旭橋付近～中央線鉄橋（神谷古牧、7/24、300羽ねぐら入り） 

中央線多摩川鉄橋の上流、約 300 ㍍程にある状態の良いヨシ原にねぐら入り。ねぐら入りの直前

にオオタカが通過し、数十羽程度しか見えなかったツバメが、オオタカを警戒してかどこからとも

無く突然現れ、一瞬 200 羽程が群れ飛ぶ。その後、19時頃、4，50 羽の群れが何回か現れてはどこ

となく姿を消してしまう。双眼鏡でヨシ原をくまなく探すと、アシや、アレチウリの葉陰に休んで

いるのが観察できた。 

 

７．多摩川右岸・中央線鉄橋～立日橋 （古山隆、7/27、50羽程度ねぐら入り） 

18:30頃から、上流から下流側に向かって上空を通過していく小群が見られるようになった。18:50

過ぎころからは、川幅が広く開けた水面上を飛びまわる（採餌？）群れと、上空を一気に下流に向

かって飛んでいく小群の二つのパターンが見られるようになった。水面近くの群れは、辺りが暗く

なってもまだ、飛び回っている様子で、声もよく聞こえた。この群れは、19:10頃、川を挟んで対岸

（左岸）の水際のヤナギ類？の灌木に止まり始めるのを観察した。距離もあり、暗すぎたこともあ

り、正確な個体数はカウントできなかった。 

 

８．多摩川右岸・立日橋～日野橋 （山崎悠一・久美子、7/24、20羽程度ねぐら入り） 

立日橋の上で、水面と草原の両方が見える位置から観察した。17:30～19:00までは平均して 10分

間に 3羽程度のツバメが立日橋を超えて下流方向に飛んで行った。観察の間、いつ見ても 20羽ぐら

いのツバメが川面と川べりの草原の上をクルクルと飛び回っていた。飛び回っている位置は立日橋

から下流側に日野橋までの 3 分の 2 ぐらいである。飛び回っている場所から見て、300ｍ×300ｍぐ

らいの草原ではなく、川べりの狭い場所に生えている草の部分のようであった。草原をねぐらとし

て使用しているのかどうかの確認が明確に出来たわけではないが、18：40頃までは、飛び回ってい

たが、その後パッタリと飛ばなくなってしまった。 
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お詫びと訂正 

１．４２号に誤りがありました。お詫びして訂正します。 

２００８年定期カウント結果 ６．調査場所：長沼橋～一番橋（Ｐ７２）の 

１月、２月、３月のシジュウカラの欄とゴジュウカラの欄を訂正します。 

ゴジュウカラの数字を一行上のシジュウカラに移し、ゴジュウカラは空欄とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 
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 カワセミ会２５周年にあたり、４５号を２５周年記念号として記念記事を掲載しました。 

今年から来年にかけて順次実施してゆく２５周年記念事業の内容は会報４６号、４７号に掲載する予

定です。２５周年記念事業にはたくさんの会員が参画・参加してほしいと思います。 

 

4 ページの「２５年のあゆみトピックス」では、それぞれにかかわった会員の皆様から一言をいた

だきありがとうございました。トピックスの項目には、まだこんなこともあんなこともとあったとは

思いますが、ご容赦ください。最近のトピックスが少ないとのご意見もあるとは思います。 

会としての歴史は２０周年の会報３５号に掲載しましたので、会長のご意見をうかがい、今回は会員

からのエピソードなどを中心とした内容としました。 

 

 ２５周年記念事業の内容は来年の総会議案書で確定すると思いますが、2 ページの「２５周年記念

事業などについて」では今井達郎さんから粕谷会長に、まだ決まっていないことも含めた記念事業の

全体像とその考え方を聞いていただきました。文章だけでは伝えられないニュアンスをうまく聞き出

していただき、わかりやすい記事になったのではないかと思います。 

米寿を迎えられた今井さんに、今回はご投稿もしていただきました。 

次号も、ご投稿を予定しています。今後ともお世話になります。 
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