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イソヒヨドリが八王子などの内陸への繁殖分布拡大中 

まとめ：粕谷和夫 

１．イソヒヨドリの内陸への繁殖分布拡大の要因を探る調査 

イソヒヨドリは、ユーラシア大陸では海辺や山地の岩場など幅広い環境に生息している。日本では

北海道から九州，沖縄までの各地に生息しているが、磯や港など海岸周辺が主要な生息地域であると

されてきた。近年、各地からの報告を見ると、内陸部でも生息が見られるようになり、今ではその生

息が一時的なものでなく、定着して繁殖し始めたことが確認されるようになった。八王子・日野カワ

セミ会（以下、「カワセミ会」という）の野鳥観察フィールドである浅川流域（多摩川支流の八王子

市、日野市域、多摩川河口から 40km 以上の上流域）でも 2009 年に JR 八王子駅付近で初めて繁殖を

確認した。会報かわせみ誌上でも、以下の通り 3回にわたり経過を掲載した。 

★ついに確認、八王子でイソヒヨドリの繁殖【会報かわせみ第 43号（2009 年夏号）】 

★都市鳥化が予兆されるイソヒヨドリ【会報かわせみ第 46号（2011年春号）】  

★イソヒヨドリの繁殖【会報かわせみ第 47号（2011年夏号）】 

イソヒヨドリがいなかった場所で新たに繁殖が確認され、分布域を広げているとするならば、定着

の過程で何が起きるのか興味深いところである。2012年は八王子、日野市域の他にこの鳥の内陸部へ

の進出状況について全国から情報を集め、何故イソヒヨドリが内陸に進出してきているのかを探るこ

とを目的に調査を行った。この調査は、NPO法人バードリサーチ調査研究支援プロジェクトの支援を

受けて実施した。また、全国の多くの皆様から貴重な情報を頂いたことに感謝する。 

 

２．調査内容と方法 

（１）内陸のイソヒヨドリ営巣に関する勉強会の開催 

カワセミ会では全国の既存資料を使って「内陸のイソヒヨドリ営巣」についての勉強会を開催した。  

＊期日 2012年 4月 15 日（日） 

   ＊場所 八王子市エコヒロバ会議室（八王子市北野町） 

（２）八王子市、日野市域におけるイソヒヨドリの繁殖状況の調査 

カワセミ会会員が、営巣していると思われる場所で、巣の場所（環境）、給餌内容、巣立ち状況等

を可能な範囲で観察するという方法で行った。実際に観察を行った場所は以下の 7 ヶ所とカワセミ会

の活動フィールドでないが、会員の居住地がある相模原市藤野町（藤野駅付近）でも行ったので、実

際には 8 ヶ所（①～⑧）である。また、参考としてイソヒヨドリが従来から繁殖している三浦半島に

行って沿岸部の営巣状況を観察した。 

①JR八王子駅北口付近、    ②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー）、        

③京王線南大沢駅付近、    ④JR 横浜線八王子みなみ野駅付近、             

⑤谷地川新旭橋付近（日野市）、 ⑥JR 西八王子駅付近、 

⑦長池公園の隣、ショッピング複合施設「グリーンウオーク多摩」、 

⑧JR中央線藤野駅付近 

（３）全国からの情報収集 

全国におけるイソヒヨドリの内陸での生息情報の収集はカワセミ会の HP、発表者が関係する複数

のメーリングリストで情報の提供を呼びかけた。 
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３．調査結果 

（１）八王子市、日野市域におけるイソヒヨドリの繁殖状況 

八王子市、日野市内では一部不確かなところはあるが４ヶ所（第 1 図）で 7 巣が観察できた。うち

２ヶ所では複数ペアの営巣が確認された。内訳は、①JR 八王子駅北口付近 1巣、②狭間町のイトーヨ

ーカドー２巣、③南大沢駅付近 3 巣、⑤谷地川新旭橋付近 1巣である。⑧藤野町付近でも営巣が確認

できたので、これを加えると 5ヶ所で 8巣が確認できた。営巣場所の環境は、大型量販店 4 巣、集合

住宅 1巣、工業団地 1巣であり、いずれも雨が当たらない人工構造物の隙間であった。藤野駅付近の

巣は個人住宅で窓ブラインドカバーの隙間であった。 

なお、④JR 横浜線八王子みなみ野駅付近ではカワセミ会会員から冬期に、⑥JR西八王子駅付近は、

繁殖期に会員外の人から、⑦長池公園の隣、ショッピング複合施設「グリーンウオーク多摩」ではカ

ワセミ会会員から 3月にイソヒヨドリの情報があったので何度か調査したが営巣の確認には至らなか

った。 

子育てのための給餌には植物（桜の実）から虫やトカゲなど多岐にわたっていて、それらは巣のご

く近く（100～200ｍぐらいの範囲）で採餌していた。また、巣立ち時期は全て 5月末から 6 月上旬で

あった。巣立ち雛数は、１巣当り 1～3 羽であった。 

この調査に参加した会員は以下のとおりである。板倉正、粕谷和夫、勝股朗郎、門倉美登利、神谷

古牧、倉本修、清水盛通、関根伸一、傍島玲子、千葉槇子、玉手しのぶ、中村后子、浜野建男、福本

健、福本順吉、横山由美子。また、会員ではないが御手洗望氏からも JR 八王子駅付近の観察情報を

頂いた。さらに NPO法人バードリサーチの高木憲太郎氏には JR 八王子駅付近で餌運びをしている親

の写真から巣に運ぶ餌の種類の特定を依頼した。 

（第 1 図） 2012 年八王子で確認できた 4 ヶ所の巣の位置    ⑤ 

 

②          ①            ③ 
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① JR八王子駅北口付近の様子 

5 月 1日・関根伸一が駅北口の京王プラザホテルの前の駐車場の照明灯の上に♂が１羽止まって

いるのを観察。飛び上がっては、虫を取っている様子、１時間後に、戻ってきたらまだ止まってい

た。 

5 月 5日・粕谷和夫が関根の観察した同一場所で雄を観察、14時 40分、marusin ビルの裏側の窓

枠で短いさえずりを繰り返し、直ぐ前の電線に移って求愛ディスプレイのような行動をした。その

後、八王子駅北口東自転車駐車場の北隣りの民家の屋根、京王プラザホテル東側の路上に降り、14

時 50 分にはホテルの北側に消えた。 

5 月 11日、12日、13 日の夕に粕谷和夫が 3 日連続で JR八王子駅周辺をパトロールして、3日目

の 13 日、イソヒヨドリの巣を特定できた。雄、雌が出入りしていた。巣は集合住宅の裏側の 3階の

通気孔（ダクト）の中であった。 

5 月 16日の 13:30-14:30 に浜野建男が観察した結果は以下のとおりである。 

13:40 隣接する駐車場からメスが北方向に飛ぶ。100m ほど離れた場所にとまり、何度か場所を

移動、その後見失う。 

14:10 ダクトの下の電線に雌が止まる。餌らしきものを銜えている。やがてダクトの中に姿を

消す。 

14:14 雄がダクトの下に現れる。餌らしきものを銜えている。さかんに囀り、やがてダクトの

中に入る。 

14:20頃、一度出て行った雄がまたダクトに入る。 

14:25 頃、また雄が出ていく。どのへんまで餌を探しにいくか追跡してみる。東に 100m ほど離

れたあたりで、電線、建物などにとまり、時々ﾌフライキャッチ的な動きもして餌を探し

ていた。 

5 月 20 日、5 月 21 日に粕谷が撮影した給餌のために親が餌を運

んできた写真を高木氏に特定を依頼したところ、写真の画質が明瞭

でなく、断言できないという条件付きであったが、トカゲ、バッタ、

スズメガの若齢幼虫とのことであった。ここではこの他にムカデの

仲間をよく運んでいた。 

5 月 26日・浜野建男が観察した。雄の親鳥がエサをくわえて巣の

下に現れる。エサをくわえたまま、巣の下にとまったまま、ヒナに

巣立つようにずっと鳴きながら呼びかける。ヒナが出てこないので、

巣に入り、すぐにヒナの糞をくわえて出てきて、飛び去る。 

＊巣立った時期は、はっきりしないが、5月 27日以降、6 月始

めと推定される。巣立った雛数は確認できなかった。 

 

♀八王子駅 2012,4,25 ♂八王子駅付近 2012.5.13 
巣（換気孔）八王子駅付近 

2012.5.13 

♂八王子駅付近 餌運び 
2012.5.13 
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② 京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー）の様子 

3 月 6 日・横山由美子が 2 羽を観察、雌雄不明 2 羽、イトーヨーカドー前の宝くじ売り場のそば

まで飛んで来て、西側屋上へ去った。絡み合うような飛び方だった。 

3 月 26日・千葉槇子が 3羽を観察、２羽は、イトーヨーカ堂の東側のホンダ販売店南側の工場付

近を北へ飛翔マンション蔭へ。１羽はホンダ販売店の南のマンション最上階の角に止まっていた。 

4 月 13日・清水盛通が 2 羽の雄を観察、駐車場周りの街路樹に１羽、宝くじ売り場の屋根に１羽。 

5 月 4 日・福本順吉が５階駐車場で雌雄を確認、観察していたところ雄が餌を咥えて来た。そし

て雌に交代の為らしき声で合図をすると雌が飛び出して代わりに雄が巣に入ったので既に雛がいる

と推定。巣は昨年使用したところと同一。 

5 月 7 日・横山由美子が採餌を観察、♂1 羽、ヨーカドー北東側駐車場入り口で採餌。鳴き声な

し 

5 月 16日・福本順吉が午後 4時から 5時に観察、雌雄２羽が盛んに餌を運んでいた。駐車場の車

にはかなりなれている感じだった。 

5 月 18日・福本順吉、中村后子が午後 1時 30 分から 2時 30分に観察、わずか１時間程に７回親

が餌を運んでくるのを車中より観察。車外に出ると警戒をして来ないため。銜えてくる餌は先日よ

り少し大きくなったようだ。巣の中で親鳥がきると盛んに声を大にして鳴いた。 

5 月 19 日・横山由美子が 2 巣を確認、5 階駐車場の去年の巣と同じ 2 か所でそれぞれ♂2 羽の餌

運び、フンの跡、雛の鳴き声を確認した。 

5 月 21日・福本順吉が巣立ちを午前午後の 2回観察、２羽が並んでいる巣立ち雛を観察。本年の

巣立ち雛は２羽ではと推測、飛び方などから判断すると朝方に巣立ちと思われる。 

5 月 23 日・横山由美子が２つ目の巣を観察、駐車場北東側入口横の通路で観察していたところ、

♂と思われる 1羽が屋上の縁の外側の窪みに入り込み、すぐに出て、駐車場の外壁にとまった。鳴

き声は聞こえなかった。 

5 月 24 日・清水盛通が 2 巣を観察、ヒナ２羽が４F 駐車場コンクリート柵にいるのを確認。      

（ヒナについては確認できた数のみ）、親鳥（♂・♀）はこちらがヒナに近づくのを警戒して関心を

親に向かせるためにすぐ近くまで飛んできて鳴いていた。北側の番はこの時期メスが巣材を運んで

いるので様子が分からない。屋上に飛んだ２回とも餌でなくて巣材だった。トラブルにより再度営

巣か？ 巣材を運び込んだ場所は北側の広告塔西の付近でした。オスが安全を確認するために柵に

止まりながら鳴き声で合図していた。（粕谷注：5 月 19 日に横山が 2 巣とも餌運びと観察したが、

そのうちの１巣の方は清水が観察したように巣材運びと推察される） 

6 月 2 日・福本順吉が２つ目の巣の親と思われる個体を観察、ヨーカドーの前にあるバイゴー店

の東隣のマンション屋上にイソヒヨドリの雌雄がいて、その内雌らしき鳥が餌を咥えて屋上の影に

隠れそのまま出て来なかった。横山由美子が 5月 23 日に観察した個体と同一かも知れない。 

6 月 5 日・横山由美子が巣立ち雛を観察、南側エレベーター棟屋上縁にボサボサな羽の幼鳥 1 羽

がとまっているのを 5階吹き抜け部から見た。 

 

③ 京王線南大沢駅付近の様子 

6 月 1日・粕谷和夫が 10 時～16時 45分までほぼ一日粘って三井アウトレットとイトーヨウカド

ーで観察。結論は 3組の営巣を観察した。そのうちの 1組は三井アウトレット 34 番の屋上にある庇

の下で、立体駐車場の 4階の東側から観察できた。メスだけの餌運びで、巣のあると思われる所に
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出入りしていた。オス親は観察できなかった。採餌場

所は隣りの首都大学東京の構内で、直線距離にして約

100m の所に行き来していた。三井アウトレット 226

番～239 番のブロックにもう一つがいの親がいたが、

巣の場所は特定できなかった。3 番目はイトーヨウカ

ドー、屋上に上がってみるとメスが 1羽いた。このメ

スは屋上に行かなくても下からでも観察できた。もし

かしたら屋上の「SEVEN & I HOLDINGS」広告塔の中に

巣があるかも知れない。 

 

⑤ 谷地川新旭橋付近（日野市） 

5 月 19日・神谷古牧が餌運び中と思われる雌を観察、新旭橋上流側右岸のフェンスに雌が何かを

銜えて留まっているのを観察。 

5 月 21 日・福本健が午前に雄を確認、新旭橋の上流の SRL 管理棟前の電線に雄が飛んで来て止

まり、東に飛んでいった。右岸高台から観察していると、東から雄が飛んで来て、左岸の護岸に止

まった。神谷が雌を確認されているので、ペアでいるのは間違いないと推定。 

5 月 21日・粕谷和夫が夕方観察、16時 30分-17時 15分、自転車で工業団地の中を 3 周半し、イ

ソヒヨドリを見かけることができなかったが巣は工場団地内の一角のどこかにありそうであること

を確信した。 

5 月 23日・福本健が巣の位置をほぼ特定、新旭橋近くで 1 時間半ほど観察した。その間数度オス

を見かけ、SRL（民間会社の名前）のビルの裏側の方向からで見かけることが多かったので探索し

たところ、SRLの裏側の 3 階建てのビルの非常階段の上で水浴びした後の羽づくろいしている雄を

発見。ビルの屋上の方に消えたが、その後電線に飛んで来て横の畑におり、飛び去った。メスらし

き鳥の後姿をも見たので、この近くに巣があると推定。 

5 月 30 日・福本健が巣を探索したがイソヒヨドリに出会えなかった。SRL の総務を訪問し、「求

む・イソヒヨドリ情報」のチラシを渡し、カワセミ会で調査を行っていること、会員が双眼鏡で覗

くことがあること、情報があれば連絡していただくよう依頼した。その結果、イソヒヨドリを見か

けたビルの非常階段は別会社 F であることを伺い、F を訪問し、総務の K さんにお会いし、イソヒ

ヨドリの話をしたところ大変興味を持っていただき、屋上等も調べ、巣があったら連絡していただ

くこととした。 

5 月 31 日・福本健が巣を特定、SRL（実際は F）の非常階段で前回とまったく同じ場所に雌がい

て、羽づくろいをしていた。雄のときと同じように、３階屋上のダクトの方に入っていったが、や

がて出てきて、谷地川の方に飛んでいった。Fの屋上のダクトの周辺に巣があると推定した。 

6 月 1 日・福本健が F の非常階段で雛ヒナを確認。雌の親を観察していたら、同じような鳥が顔

を出したので、よく見たら雛のようだった。雌親が餌を持ち帰り、屋上のダクト下に消えたら、す

ぐに飛び立った。ヒナも巣立ちが近いと思われ、ひょっとしたら一部は巣立ったかもしれない。雄

親は確認できなかった。 

6 月 1 日・F から福本健に巣の位置の電話あり。巣は非常階段の 2 階と３階の踊り場の下にあり

確認できたとのこと。既に巣の中にはヒナがいないとのこと。電線及び近くに雛らしき鳥が止まっ

ていたとのことで福本も電線に止まっている雛のような鳥を確認。羽ばたく練習をしていた。 

巣位置 （アウトレット屋上） 
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6 月 7 日・福本健が巣立ち雛を観察、雛 1 羽が F の非常階段付近にいた。雄も近くにいて、雛を

見守っていました。雛は飛んでどこかへ行ったが、すぐに戻ってきた。雄は餌をくわえて戻ってき

て、屋上に消えた。雌は確認できなかった。巣立ち雛数は 1羽と推定される。 

 

⑧ JR 中央線藤野駅付近 

5 月 26日・午後、粕谷和夫、門倉美登利が藤野駅周辺

のイソヒヨドリの営巣調査に行って巣を確認した。13 時

10分から 16時 30 分までの間に雌 3回、雄 5 回餌運びを

観察した。餌運びを追跡しましたが、イソヒヨドリは用

心深く、中々巣の位置を特定できなかったが、ようやく

民家２階の窓のブラインドを収納するケースの上の巣を

特定できた。民家の大家さんは巣があることを気づいて

いなかった。 

6 月 4 日・門倉美登利が巣立ち雛 3 羽を確認。親が雛

に飛び方や、毛虫の取り方を教えているのを観察した。

詳細は別掲の「藤野町イソヒヨドリの記録（平成 23 年 9月 25日～24年 6月 10 日）」を参照。 

 

（２）全国から収集された繁殖情報 

  全国の情報は、福島県から長崎県まで 11 県から 44 件の情報が寄せられた。県別では、神奈川県が

最も多く、次いで東京都であった。内訳は、福島県 1件、群馬県 1 件、埼玉県 1件、東京都（八王子

市、日野市以外）８件、千葉県１件、神奈川県 18 件、山梨県 3 件、愛知県 1 件、奈良県 5 件、岡山

県 1件、長崎県 1 件である。区別情報は下表のとおりである。 

 

（第 1 表） 全国各地からのイソヒヨドリ情報 （2012 年収集、東京都は八王子、日野以外） 

県別   状況 情報提供者 

福島 1 郡山市：番がいるのを時々見る 日本野鳥の会郡山支

部報 2009/6  

群馬 1 2010 年、群馬県藤岡市南部の下久保ダムで繁殖 日本野鳥の会群馬県

支部報 2011/1-2  

埼玉 1 飯能市：知人から飯能や奥多摩湖でも姿は見られるとのことです。 M 氏メール 2012.4.17 

東京 1 青梅市：2010 年にも青梅で繁殖しています(2011 年は姿のみ)。 M 氏メール 2012.4.17  

  2 奥多摩湖：知人から飯能や奥多摩湖でも姿は見られるとのことです。 M 氏メール 2012.4.17 

  3 多摩市：京王線聖蹟桜ヶ丘駅前、Vita 屋上で♂1 が囀る。 W 氏メール 2012.5.2 

  4 府中市：バードリサーチ事務所のそばで、イソヒヨのオスを見ました。 K 氏メール 2012.3.16  

  5 稲城市：イソヒヨドリの件ですが、京王線若葉台駅付近で、2010 年には営巣していたと思

われる。メモによると、2009.9.23 オス１、若葉台駅付近の工事中のビル内の、骨組みに

とまったりして移動する。2009.10.2 オス１、若葉第駅前のロータリーのポールにとまっ

て、しきりに鳴く。2010.6.8 オス１・メス１、若葉台付近のビルの上で、オス、メスがしきりに

鳴く。それ以前にも駐輪場の中に頻繁に出入りしていたので、営巣の可能性が高い。

2010.9.21 オス１、若葉台駅付近のビルの駐車場内で、ピルピルと小さく鳴く。 駐輪場の

ビルの中には入りにくいので、巣そのものは確認していません。去年と今年は、姿を見

ていません。2010 年当時は、駅付近には建設中のビルがあり、イソヒヨドリが骨組みに

とまっているのを、ときどき見かけました。地域の野鳥の会の人達も見ています。 

AK 氏メール 2012.5.18 

  6 ６．品川区：西五反田の日本野鳥の会事務所近くを流れる目黒川（市場橋）周辺でもイ

ソヒヨドリが雌雄とも確認されています。 

N 氏メール 2012.5.10  

巣の位置（民家ブラインド収納の上） 
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千葉 1 成田市：成田空港の第一ターミナル展望台、レストランの屋根の上を♂飛び回る。５月

８日午後３時ころ最初は内陸でしたので自分でも半信半疑でしたが、生息範囲を広げ

ているという情報をこちらで伺い納得いたしました。 

 

 

A 氏メール 2012.5.30. 

神奈川 1 相模原市：JR 橋本駅南口ロータリーでイソヒヨドリ♂1 羽。低空でロータリーを南に横切

る。 

M 氏メール 2012.5.18 

 2 相模原市：神奈川県相模原市の JR 相模湖駅では 2010 年にイソヒヨドリの繁殖が確認

されている 

日本野鳥の会神奈川

県 支 部 研 究 年 報

BINOS 田淵 2010 

 3 相模原市：JR 藤野駅付近、３の（１）の⑧に記載済   

  4 秦野市：先月、秦野市権現山付近でイソヒヨドリを見かけました。内陸というほどではあ

りませんが。たまたま通りかかったので、営巣しているかどうかはわかりません。 

H 氏メール 2012.5.12 

  5 秦野市：秦野駅近辺でも見ました。たぶん海から２０Kｍは離れていると思われます。 S 氏メール 2012.5.10 

  6 秦野市：小田急線秦野駅前のビルの上にとまっているのを確認。 AK 氏メール 2010.9.22 

  7 秦野市：秦野市内ではイソヒヨドリは普通にみられますが、その記録をとっていないの

が残念です。大型スーパー「イオン」では、10 年くらい前から買い物にいくとよく姿を見

ています。また秦野市役所、渋沢駅付近等目撃は多いです。 

KI 氏 2012.5.22 メール 

  8 秦野市：「はだの野鳥の会」の記録よりです。以下は四十八瀬川で確認。。 

１９８９年１月      

１９９６年９月１０日   

１９９８年１２月 

１９９９年３月 

２００１年１０月、１１月、１２月 

KI 氏 2012.5.22 メール 

  9 秦野市：「はだの野鳥の会」の記録よりです。以下は秦野名水桜公園にて確認。 

２０１０年 4/18、 6/20、10/17、 11/21 

２０１１年 4/24 5/22 7/24 8/28 9/23 10/23  

（５月に営巣場所公園近くのアパートに確認、７月幼鳥確認） 

２０１２年 3/18（番を確認） 

KI 氏メール 2012.5.22 

  10 厚木市：３年程前から、私が通っているコナミスポーツクラブ厚木（厚木市戸室）の４階

建てビルの屋上でイソヒヨドリの番いを見掛けます。 

I 氏メール 2012.5.10 

  11 厚木市：イソヒヨドリの繁殖についてですが、勤務先の厚木市でも繁殖をしています。

記録として残しているものでは２００９年からですが、その前からさえずりを聞いたり見

掛けていた記憶があります。繁殖場所は特定できていませんが、神奈川工科大学とリ

コー厚木事業所の何処かだと思います。 

Y 氏メール 2012.5.4 

  12 横浜市：イソヒヨですが、横浜市緑区長津田の恩田川の堀之内橋付近で見られます。 S 氏メール 2012.5.10 

  13 足柄上郡山北町：昨年ですが、尺里川探鳥会でもみました（山北高校付近）。 S 氏メール 2012.5.10 

  14 鎌倉市：イソヒヨドリは私たちの観察地域か海岸・磯に近いため、よく見られる馴染み深

い鳥です。内陸とまでいきませんが、柏尾川の戸塚駅に近い辺りでも見かけます。 

YS 氏メール 2012.5.10 

  15 藤沢市：私の家の近くでは河川沿い（藤沢市境川、鎌倉市柏尾川）に海岸から 15ｋｍ

程度まではイソヒヨドリをよく見ます。 

M 氏メール 2012.5.9 

  16 横浜市：緑区の鶴見川と恩田川合流点付近のビルの屋上で 2 回ほど♂を見ました。

（これも海から 15ｋｍ程度）9 

M 氏メール 2012.5. 

  17 箱根湯本：駅前商店街、消防署近くの屋根の上で♂さえずり。 A 氏メール 2012.4.12 

  18 箱根湯本：早雲公園近くの住宅街 電信柱の上で♂さえずり 2012 年 4 月 13 日 

 

 

A 氏メール 2012.5.30 

山梨 1 甲府市：６年程前より中心部の舞鶴公園周辺で一年中イソヒヨドリが見られるようにな

り、餌を咥えて飛び去る行動がしばしば見られましたので繁殖はしているだろうと思い

つつ、確認まではしていませんでした。先日、中心部の建物の屋根付近に入り込む姿

が確認されたため、本日出かけてみたところ、人や車の多い場所でしたが、すでに雛

は孵化しているようで、かなり大きめの餌を運び込んでいました。一時間ほどの間に１

０回の餌運びが確認されましたが、９回は大きなムカデで、一回が蜘蛛でした。中心部

のビルの周辺にこんなにムカデが居るとは・・・驚きです。海辺を捨て山国のビルの谷

間で、磯の香りを排気臭に、さざ波の音を雑踏に・・・頑張れイソヒヨドリ。 

日本野鳥の会甲府支

部掲示版、投稿日：

2012 年 5 月 20 日

(日)  
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  2 大月市：台風が過ぎた 2011 年 5 月 30 日の昼前、巣探しのために大月市へ。今回もオ

スとメスで食物を運んでいます。巣があると思われる家のかたに事情を説明し、2 階部

分を見せていただきました。すると、そこにイソヒヨドリの巣があり、なかからはヒナの声

が聞こえてきます。家の構造上、巣の内部は確認できません。 

日本野鳥の会山梨支

部 会 報 カ ワ セ ミ

NO118、2012.4 

  3 2011 年 5 月 31 日「2」に掲載の巣から西に 300m の地点で、もう 1 巣見つかりました。

オスが食物を運んでいたので発見できたのです。この巣も人家の 2 階部分に作られて

いました。最初に見つかった巣のヒナは、6 月 3 日と 4 日にそれぞれ 1 羽ずつ巣立った

ことを家のかたに知らせていただきました。2 番目の巣については、6 月に何回か観察

に行きましたが繁殖の成否は不明です。大月市では 2011 年に巣が 2 つ見つかったこ

とから、今年も繁殖をするかもしれません。 

日本野鳥の会山梨支

部 会 報 カ ワ セ ミ

NO118、2012.4 

愛知 1 渥美半島では「磯」のあるところで見かけており、秋の渡りの時期に２週間ほど自宅（海

岸からは３～４００ｍ程）や周辺の屋根に留まって囀っていることが普通でした。近年

（３～５年ほど前）になって、渡りの時期以外の、繁殖期にも近所の屋根などで囀ってい

るのに出会うようになりました。ただ、今年はまだ見かけていません。また出会ったらお

知らせします。  

O 氏メール 2012.5.4 

奈良 1 大和高田市：今年の 5 月 27 日に、JR 高田駅の駅前で、２羽で鳴き交わすイソヒヨドリ

らしき鳥を見ました。大和高田市は内陸の盆地です。 

N 氏メール 2012.6.12 

  2 生駒市：繁殖の確認ではないので、内陸部ということで、奈良の状況をお知らせしよう

かと思います。毎春、4 月の初めから 5 月 GW 前ぐらいまで、晴れた朝は♂のさえずり

をバックに出勤します。さえずらない♀も発見頻度は下がりますが、時々見かけます。 

この状態はここ 3 年ほど恒常的になっています。 

F 氏メール 2012.5.14 

  3 生駒市：7 キロほど離れた生駒駅でもさえずりを聞きます。市内に複数個体いる印象で

す。 

F 氏メール 2012.5.14 

  4 桜井市：春のワシタカ渡り調査の定点地(奈良県桜井市倉橋)での観察記録から拾いま

した。こちらもやはり 5 月ですね。2004/05/05 ♂1、2004/05/15 ♂1♀1（※同時に出

現したようです） 

F 氏メール 2012.5.14 

  5 奈良の山の辺の道：私は今年の 4 月初め、奈良の山の辺の道を歩きました。桜井駅で

降りた途端、イソヒヨドリが美しい声で迎えてくれました。海のない奈良県に…と思いま

した。 

I 氏メール 2012.5.44 

岡山 1 津山市：岡山県にいたときは、瀬戸内海から 60km 離れた津山市でイソヒヨドリが多数

生息しているのを見ました。津山でイソヒヨドリを見たのは、H19 年のことでした。 

KK 氏メール 2012.5.12 

長崎 1 長崎県では、五箇原岳山頂（標高約１０００ｍ）の施設でイソヒヨドリが繁殖していました

（H15 年）。長崎県五箇原岳でイソヒヨドリを見たのは、Ｈ14-17 年の間のことです。 

KK 氏メール 2012.5.12 

 

まとめ 

（１）全国の動きと八王子の比較 

今回の調査によって、第 1 表の通りイソヒヨドリの内陸での営巣は八王子市に限定されたものでな

く全国各地で観察されていることがわかった。内陸で繁殖が確認されるようになったのは殆どの地域

が 2000年以降で、このことも八王子市の状況と類似していた。 

 

（２）特定の地域への執着性 

第 2 表は 1994 年から八王子ではじめて営巣が確認された 2008年までのイソヒヨドリ出現情報を伝

える鳥信である。計 50件の鳥信のうち、2009～2012 年に営巣が確認された場所の鳥信が全体の 76％

を占めている。2012 年に営巣が確認できた場所は 1994 年頃からスポット的に飛来が確認されていた

場所である。③京王線南大沢駅付近はこの表では 0 件であるが、八王子市南大沢在住の鈴木秀夫氏か

らのメールによるとこの地域で 2006年から 2011年の間に 5件の情報が寄せられている。このことか

ら、2012 年に八王子で営巣が確認できた場所は 1993 年頃からスポット的に飛来が確認されていた場

所であった。イソヒヨドリは特定の地域への執着性が強いということがうかがえる。 

 



10 

（第2表）カワセミ会鳥信におけるイソヒヨドリ出現情報の件数（1993-2008年）
営巣した場所 鳥信件数 割合
①JR八王子駅北口付近 14 28
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー） 6 12
③京王線南大沢駅付近 0 0
⑤谷地川新旭橋付近 18 36
その他 12 24
計 50 100  

 

（３）人工的な構造物を利用した営巣 

営巣場所は沿岸部では岩場を利用しているのに対して、内陸部では全て人工的な構造物を利用して

いたが、雨が当たらないという共通性があることがわかった。藤野駅付近の巣を含めた営巣した構造

物の内訳は第 3表のとおりであり、大型量販店が多いが集合住宅、戸建民間住宅、工業団地事務所な

ど多様な所を営巣場所としている。イソヒヨドリはこのような構造物を利用するが人の目に付きにく

い所に営巣していて、人の目に付きやすい所に営巣するツバメとは違いがありそうである。 

（第3表）イソヒヨドリが営巣した場所（2012年）
営巣した場所 大型量販

店
集合住宅 戸建民間

住宅
工業団地
事務所

①JR八王子駅北口付近 ●
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー１） ●
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー２） ●
③京王線南大沢駅付近1 ●
③京王線南大沢駅付近2 ●
③京王線南大沢駅付近3 ●
⑤谷地川新旭橋付近 ●
⑧藤野駅付近 ●
計 5 1 1 1  

（４）給餌内容と採餌場所 

給餌内容の調査は雛が比較的大きくなった段階で親が銜えてくる姿を写真で撮って判定するとい

う手法で行ったので充分な把握はできなかったが、トカゲ、バッタ、ガの幼虫、ムカデの仲間などを

よく運んでいた。巣の近くでフライキャッチをしている姿も観察したので、飛んでいる虫も採餌して

いると推察される。また、2009 年に八王子駅南口に営巣した事例では、親が巣の近くの桜の熟した実

を採って巣立ち直後の雛に与えていた。このように給餌内容は植物食から動物食まで多様であり、雑

食性であることが伺える。 

トカゲ、バッタ、ガの幼虫、ムカデの仲間などの採餌場所は、庭の片隅の草が生えている所、石垣

があるような所などどこにもありふれた環境で、巣から 100～200ｍ程度の至近の所であった。 

（第4表）イソヒヨドリの子育て採餌場所、距離、内容（2012年）
営巣した場所 主な採餌場所 巣からの距離 内容（確認できたものだけ）

①JR八王子駅北口付近 住宅地 約100ｍ トカゲ、バッタ、蛾の幼虫、ムカデ、桜の実
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー１） 未調査 未調査 未調査
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー２） 未調査 未調査 未調査
③京王線南大沢駅付近1 首都大学東京校内 約100ｍ 未調査
③京王線南大沢駅付近2 首都大学東京校内 約100ｍ 未調査
③京王線南大沢駅付近3 未調査 未調査 未調査
⑤谷地川新旭橋付近 谷地川付近 約100ｍ 未調査
⑧藤野駅付近 住宅地 100-200ｍ 毛虫、ムカデ  
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（５）巣立ち時期と雛数 

巣立ち時期と雛数は充分把握できなかったが、5月末～6 月上旬の巣立ちで巣立ち雛数は 1～3 羽で

あった。2番子の繁殖があるかについても観察したが、確認はできなかった。 

（第5表）イソヒヨドリの巣立ち時期と雛数（2012年）
営巣した場所 巣立ち時期 巣立ち雛数

①JR八王子駅北口付近 5月28日～6月始め 未調査
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー１） 5月21日 2羽
②京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカドー２） 6月5日 １羽
③京王線南大沢駅付近1 未調査 未調査
③京王線南大沢駅付近2 未調査 未調査
③京王線南大沢駅付近3 未調査 未調査
⑤谷地川新旭橋付近 6月1日 1羽+
⑧藤野駅付近 6月4日 3羽  

 

（６）人との関係 

イソヒヨドリは採餌場所では、他の鳥と比べあまり人を恐れないで、人の直ぐ近くまで寄ってくる。

しかし、ほとんどの人は直ぐ近くにイソヒヨドリがいて、かつ綺麗な声で鳴いていても気づかず通り

過ぎてしまう。日本人は身近な鳥に目を向ける余裕がなくなってしまったのではないかとさえ思われ

る光景である。夕方駅前でハクセキレイが集団でねぐら入りしている姿に気づかず通り過ぎてしまう

多くの人の行動と類似している。 

一方、餌運び中のイソヒヨドリは警戒心が強く、巣の近くまで来ても直ぐには巣に入らず、安全を

充分確認してから巣に入るようである。雄に特にこの傾向が強いようであった。 

今回、8 巣を観察したが、いずれも巣の大家さんは自分のところにイソヒヨドリが営巣しているこ

とに気が着いていないようであった。典型的な例は藤野駅付近の民家で、お宅に巣があるようなので

観察させて下さいとお願いすると、「うちにそんなあるんですか」と驚かれた。谷地川合流付近の工

業台地事務所の人もこちらから声をかけるまでは気が着いていなかった。藤野の民家の巣を観察する

と巣の下が巣材の落こぼれの藁、小枝、葉、糞などで汚れるので、今後巣が人家等に増加すると人と

の軋轢も懸念される。 

 

（７）内陸に進出した要因 

以上のようなイソヒヨドリの繁殖行動の観察から内陸に進出するようになったのは、イソヒヨドリ

が持つ食性の変化や営巣場所選考の変化ではなく、イソヒヨドリが持つ食性を満たす環境や営巣環境

が内陸部にもあることをイソヒヨドリが学習してきたのではないかと推察される。しかし、今回の観

察は範囲が限定的であり、また観察密度も低いので今後さらなる観察の積み重ね、全国各地の情報と

の共有により本課題の究明が必要である。 
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藤野町 イソヒヨドリの記録（平成 23年 9月 25日～24年 6月 10日） 

藤野町在住 門倉美登利 

 

23 年９月２５日（日）カワセミ会ワシタカ渡り一斉調査（９時～１時 山浦・古山・門倉）、 

藤野探鳥会 佐藤洋子・市村夫妻・南川夫妻・門倉で観察 ３時迄 その日 観察場所の日連大

橋欄干と近くのスーパー松葉の屋根を行き来するイソヒヨドリを発見。 

10 月２日（日）  藤野探鳥会 その後渡り調査 

佐藤先生・市村・南川夫妻・齋藤・門倉で日連大橋と松葉の屋根のイソヒヨドリを確認 

１０月３日（月）福本さんと南川・市村夫妻・齋藤・門倉で渡り調査 イソヒヨドリ確認 

１０月４日（火）川上さんと南川・市村夫妻・齋藤・門倉で渡り調査 イソヒヨドリ確認 

１０月は、10日、１８日、２１日、３０日、にイソヒヨドリのオス・メスを 日連大橋を通るたび、イ

ソヒヨドリを確認。 藤野駅周辺でも、時々見られた。 

１１月６日（日） 藤野探鳥会＊１１月は３日、１２日、１５日、２０日にイソヒヨドリを雄雌みかけ

た。日連大橋や、藤野駅周辺・藤野中央公民館や役場・弁天橋付近 

12 月４日（日）藤野探鳥会 イソヒヨドリの姿は会員が日連大橋、中央公民館付近で確認 

24 年 1月８日（日）藤野探鳥会 ＊2月５日（日）藤野探鳥会 場所は同じで時々雄雌とも確認 

3 月４日（日）藤野探鳥会 

＊佐藤先生から藤野駅周辺からと、弁天橋までの間で、イソヒヨドリが良く鳴いているとの情報。 

 藤野門倉宅近くでも、きれいな声で１日に何回も、特に夕方、鳴き始める。 

＊駅周辺、弁天橋までの間、藤野中央公民館・役場の電柱でも夕方きれいな声で盛んに鳴く。 

＊藤野中央公民館前で盛んに鳴くようになる。イソヒヨドリだと近くの方に説明する。 

４月１日（日）藤野探鳥会  イソヒヨドリ情報交換。弁天橋までの間で良くさえずっている。オスの

声は大変きれいで オオルリに似ている。門倉宅付近でも良く鳴いている。 

４月２１日(土)イソヒヨドリ観察会 相模湖駅南側のヒバリ放送のアンテナでさえずるイソヒヨドリを

門倉・市村夫妻・南川夫妻で確認駅構内を観たが、営巣は発見できず。 

４月１５日(日) イソヒヨドリ勉強会(八王子市エコ広場) 藤野駅周辺も観察地点になりました。 

5 月 6日（日）藤野探鳥会 イソヒヨドリ情報の交換 やはり中央公民館・役場付近で鳴いていること

が多い。日連大橋付近では、あまりみられなくなった。 

   午後、佐藤文男先生の「藤野の鳥」講演会が中央公民館であった。急な雷、夕立、その後 何と

中央公民館前の電柱の上で、大声で鳴き出す。まだ 1度も見たことのない会員もいたが、鳴き方

や、雄雌の違い等も、しっかり観察できた。佐藤先生の話では、そろそろ巣作りに入るとのこと

でした。 

 

＊藤野駅から、弁天橋までの間で、３か所、イソヒヨドリが巣材を運んでいると、通勤途中の佐藤 

先生からの情報。門倉が、その３か所を観察した。電柱で姿確認、鳴いてはいる。 

＊門倉、市村、南川ご夫妻で、何日も探すが、確認できず。弁天橋までの間で、屋根の吹き替え工

事をしている家があり、落ち着かないのか、巣作りの場所を変えたと考えられる。 
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＊５月  佐藤先生が、通勤時に駅近くの、アップル食堂下の諸角さん宅の 

空気穴から巣材を運んでいる イソヒヨドリを発見。市村・門倉が確認。 南

川ご夫妻確認。その後、この巣穴は、利用しない。どこに作ったのか？ 

 

５月２６日 藤野中央公民館近くの電柱や、前の民家の屋根あたりに盛んにイソヒヨドリの雄雌が巣材

を運ぶ。公民館前の 床屋の東側の壁の吹き出し口から、巣材を運ぶ（市

村・門倉・南川確認） 

床屋の主人に 時々周辺で記録写真を撮ることを話す。 

何日か 東側の吹き出し口からの、出這入りを確認。藤野中央公民館前の

民家の屋根にとまり巣材や、餌らしきをくわえたり、鳴いたりしている。

その後、この吹き出し口は、スズメが使用した。 

  粕谷会長が午後、(１３：１０～１６：３０)営巣調査、門倉（１３：３０～１８：３０）営巣調査  

会長が営巣場所を発見。 

中央公民館前の民家の屋根から 

Ａ宅屋根→Ｂ宅屋根→Ｃ宅ベランダ物干し→Ｃ

宅屋根→Ｂ宅屋根→営巣場所へ大変警戒しなが

ら、鳴きながら入ることがわかった。 

 

さすが粕谷会長さんです。良く見つけてくれました。 

Ｃさん宅の、２階の窓のブラインドを収納するケースの上に営巣してい

た。人間でも、こんな狭い、こんなに見えにくい場所に営巣するとは、

驚きました。この場所は、Ｂ宅との境の狭い道からでなくては見られな

い場所です。 

透明の 波板の上には、イソヒヨドリが巣作りのため、運んだ 

巣材のわらや木、葉 フンらしき物が落ちていた。 

 

５月２７日(日) 門倉は、Ａ宅とＢ宅とＣ宅に事情をよく話し、イソヒヨドリの写真を渡し、観察を続

けるので今後ともご協力をお願いした。３軒とも みなさん大変興味をもち協力してくれ、私の

行かない日は、イソヒヨドリの様子を教えてくれた。 

 イソヒヨドリは  Ａ宅１階の屋根→    Ｂ宅屋根→    Ｃ宅の巣穴へ 

  

  

  

  

イソヒヨドリは 大変警戒をしながら ４つの良く見える場所の屋根から

屋根に飛び、巣に餌を運んでいる。 

役場の屋上から、人が来るとかなりの大声で鳴いて巣にいる雄や雌に伝え

ているのだろう。巣の近くまで来ても、すぐには巣に入らない。立って見

ていたり、カメラを向けると大声で鳴き、巣には入らない。 

とくに雄は、警戒心が強く大きな声で鳴き 安全が確認できたら巣の中に入る。ヒナが見つから
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ないように守っているようだった。畑の木や、Ｃ宅のすきまで座って待っている頭、蚊がすぐ来

て大変だった。 

 

藤野探鳥会の佐藤先生ご夫妻・市村ご夫妻・南川ご夫妻にも連絡。それぞれが 観察。 

＊イソヒヨドリは 警戒をしながら、なかなか巣に入らず 写真を撮るのは大変だった。 

 

      

 

   

   

 

  

ヒナの声が聞こえた。３羽かえっているようだ。餌は バッ

タ、ミミズ ムカデ ガ 蝉の羽根の様なものも加えていた。

餌がだんだん大きくなると、巣立ちが近いとのことで、トカ

ゲ カナヘビ等 かなり大きなものを 運んでいる。 １週

間でやっとこの巣の近くのイソヒヨドリを撮影できた。 

 

６月４日(月) ６時３０頃 ヒナ３羽が巣立ち 八王子でも巣立ちがあったので気をつけて観察 

大きな声で鳴く親鳥とヒナ３羽 無事巣立ち Ｃ宅の屋根から畑の木→役場の１階→木２階  

大声で鳴きながら飛んだ。ヒナは まだ上手に飛べない。 

６月５日(火) ６月６日(水) ヒナ１羽 役場付近の電線にとまっていた。 

６月７日(木) ６月８日(金) ６月９日(土) ヒナ２羽と親鳥２羽 

６月１０日（日） 雄メス２羽の 親鳥が２羽 役場の屋上から、下の階に飛び立ち方を教えていた。 

餌の取り方も教えている。３羽いたはずの ヒナだったが この３日間親鳥２羽とヒナ２羽 １

羽どこへ行ったやら心配。 でも、懸命に飛び方や、餌の取り方を教えている姿は ほほえまし

い。 

  

       

                     

 

 

Ａさんの話 

うちのツバキの木に いっぱいいた毛虫を 親鳥が教え 一緒にたべていました。この前 ここで車

を洗っていたら 石垣から ムカデがでて来た。私のそばに親がさっとやって来て くわえ 飛び 

ヒナに与えていましたよ。こんな近くまで来て身の危険をかえりみず びっくりしました。 

  

さて、４月、５月と駅から弁天橋までで 鳴いていた３つがいのイソヒヨドリは どこへ行ったの

か、駅や 公民館近くであんなに鳴いていた イソヒヨドリは このかえった３羽だけだったのだろ

うか？  継続して観察してみます。 

蝶の羽？ 
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高月水田、川町谷戸の田んぼの生きものカウント結果 

粕谷和夫 

１．はじめに   

 米を作る田んぼは、我が国では 2000 年以上の歴史を持っている。この田んぼでは米だけではなく多く

の生き物が育っている。何故でしょうか。「湿地」といわれているところは多くの生命を育む機能を持っ

ているが、田んぼにも「湿地」の役割があるからである。このことは、世界的に認められ、2008 年に韓

国で開催されたラムサール条約の第 10 回締約国会議で「湿地システムとしての水田の生物多様性の向

上」という名称で「水田決議」が採択された。 

 

２．高月水田 

 わが国の経済高度成長が始まる昭和 30年代から 40 年代には八王子市、日野市にも多くの水田があっ

たが宅地造成や工業団地等に変換されてしまった。そのような変貌の中で八王子市高月町には、東京都

では最大規模級のまとまった水田が残っている。面積は約 30ha、秋川と多摩川が合流する地点の右岸堤

防沿いにある。中心部に水田を潰して東京都水道局高月浄水場ができてしまい、南側と北側に分断され

ているが、両側の水田で毎年稲作が行

われている。同じ地域内には養豚場、

乳牛舎、シクラメンを主体とした鉢物

栽培温室、溜池が各 1ヶ所点在してい

る。 

 高月水田は秋川から用水を取り入れ、

冬作は無く１年 1作の米作りが行われ

ている。田植え時期は 6月上旬で、最

近の全国標準的な田植え時期の 5 月上

中旬と比べると 1ヶ月遅い。毎年、ア

イガモの雛を田んぼに放つアイガモ農

法も数枚の田んぼで行われている。収

穫はヒガンバナの咲く 9月下旬から 10

月上旬である。 

 

３．川町谷戸の水田 

川町谷戸の田んぼは浅川支流の城山川のさらに支流の大沢川流域にある。南側の丘陵は東京都八王子

霊園他の大規模霊園になり、北側はグリーンタウン高尾という住宅団地になったが、田んぼとその周辺

の雑木はスポット的に健在である。調査対象面積は田んぼが約 1ha、その周辺の雑木林が約 2ha である。

雑木林は人の手により良好に管理されていて、６月下旬にはゲンジボタルが飛び交う環境が保たれてい

る。 

田んぼは 3軒の農家が栽培し、高月水田と同様に冬作は無く１年 1 作の米作りで、田植え時期は 6月

上旬、収穫は 9月下旬から 10 月上旬である。稲作の他に 1 軒の農家は原木椎茸を栽培していて、ビニー

ルハウス内と雑木林内の両方にほだ木を置いている。もう１軒の農家は畑作に多種類の野菜を栽培し量

販店に出荷している。 

高月水田とヒガンバナ 
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４．田んぼの生きものの定期カウント 

 田んぼにどのような生きものが生息しているか、筆者は高月水田で 2001年 8月から野鳥を中心とした

生きもの調査を始めた。2005 年までは月 2 回のペースで行ったが 2006 年からは月 1 回とした。その代

わり 2006年 1 月からは対照として八王子市川町の谷戸の田んぼで月 1回のカウントを開始した。この 2

ヶ所でのカウントは今でも続いているが、ここでは 2011年までの結果を取りまとめて概要を報告する。 

 

 

５．カウントの内容と方法 

カウント対象地域は稲が植わっている田んぼだけに限定せず、畦、農道、隣接する農家の庭はもとよ

り高月水田であれば、養豚場、乳牛舎、鉢物栽培温室地域、溜池など、川町谷戸であれば隣接する雑木

林、椎茸栽培地、野菜畑も含めた。ただし、高月水田ではフェンスで囲まれた浄水場の部分は除外した。 

カウントは両地区ともに一定ルートを決めて双眼鏡を使いゆっくり歩きながら粕谷一人で行った。蝶な

どを見るときは至近距離 70cm まで近づける双眼鏡を併用した。カウントした対象は野鳥、蝶、蜻蛉、

蛙、蜘蛛、植物で、水生の生きものは同時にカウントするのは困難と判断し対象からはずした。 

野鳥のカウントについては、通常はラインセンサス方式ではルートの片側 25m、両側で 50m 程度の範囲

に出現した鳥類を記録するのを基本とするが、ここでは、調査範囲であれば片側 25ｍ以上でも種が特定

できるものはカウント対象とした。 

 蝶、蜻蛉はルートから観察できる範囲とし、概ね片側 5ｍ、両側 10ｍ程度のもので、捕虫網で捕まえ

ず、肉眼または双眼鏡で種が特定できる

ものをカウントした。 

 蛙は、成体を対象として姿または声で

種を判断したが「いる」か「いない」か

を記録して、個体数のカウントはしなか

った。 

 植物は草、樹木を対象として、花が咲

いている植物の種類を記録した。その他、

蜘蛛、爬虫類、哺乳類もわかる範囲で記

録した。 

 

６．結果 

 全体の結果は第 1表の通りであり、野鳥は高月水田で 64 種、川町谷戸で 53 種が記録された。 

トンボ、チョウ、カエル、植物については面積が約 10分に 1の川町谷戸の方が多かったが、これは多様

な環境がある谷戸という地形と手入れされた雑木林の存在によるものと推定される。 

 

 以下に種別の結果を報告する。 

 

 

 

 

 

（第1表）調査地2ヶ所の比較
高月水田 川町谷戸

観察期間 2001.8～2011.12 2006.1～2011.12
場所 八王子市高月町 八王子市川町
地形 平地 谷戸
調査対象面積 約35ha 約3ha
内水田面積 約30ha 約1ha
野鳥 64種 53種
トンボ 16種 23種
チョウ 34種 44種
カエル 4種 5種
植物 204種 275種
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（１）野鳥 

  観察された野鳥の種別は第２表のとおりである。特徴的なところを幾

つか列挙すると、川町谷戸の夏鳥としてキビタキ、サンコウチョウが飛

来すること、高月水田の旅鳥としてアマサギ、チュウサギ、アマツバメ、

コシアカツバメ、ノビタキ、コムクドリなどが立寄るかまたは上空を通

過していることなどである。

（第2表）観察された野鳥の種別
高月水田 川町谷戸

観察期間 2001.8～2011.12 2006.1～2011.12
環境と面積 平地水田で約30ha 谷戸で水田約1ha、雑木林約2ha

留鳥 36種（カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオ
サギ、カルガモ、トビ、オオタカ、ノスリ、チョウゲン
ボウ、キジ、キジバト、ヒメアマツバメ、カワセミ、
コゲラ、ヒバリ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロ
セキレイ、ヒヨドリ、モズ、セッカ、エナガ、シジュウ
カラ、メジロ、ホオジロ、カワラヒワ、イカル、スズ
メ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガ
ラス、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ）

33種（ダイサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、ト
ビ、オオタカ、ノスリ、キジ、キジバト、カワセミ、ア
オゲラ、コゲラ、ヒバリ、キセキレイ、ハクセキレ
イ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ウグイス、エ
ナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、
カワラヒワ、イカル、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハ
シボソガラス、ハシブトガラス、コジュケイ、ガビ
チョウ）

夏鳥 6種（ササゴイ、コチドリ、ホトトギス、ツバメ、イワ
ツバメ、オオヨシキリ）

7種（コチドリ、ホトトギス、ツバメ、ヤブサメ、オオ
ヨシキリ、キビタキ、サンコウチョウ）

冬鳥 16種（マガモ、コガモ、ハイタカ、ハヤブサ、タシ
ギ、アカゲラ、タヒバリ、ジョウビタキ、ツグミ、ウグ
イス、ホオアカ、カシラダカ、アオジ、オオジュリ
ン、ベニマシコ、シメ）

12種（ヤマシギ、ミソサザイ、ルリビタキ、ジョウビ
タキ、シロハラ、ツグミ、ヒガラ、カシラダカ、アオ
ジ、マヒワ、シメ、カケス）

旅鳥 6種（アマサギ、チュウサギ、アマツバメ、コシアカ
ツバメ、ノビタキ、コムクドリ）

1種（ノビタキ）

計 64種 53種
 

  川町谷戸では 2006 年、2007 年と 2 年連続オオタカが雑木林で営巣した。また、カワセミが赤土の

壁で何回か営巣した。冬にはカシラダカの群れが毎年やって来て採餌場としている。 

 高月水田ではカワセミが用水路に来て採餌したことが数回観察された。モズの子連れ家族を観察した

ことがある。滝山丘陵で営巣しているオオタカの餌場としても重要な役割を果たしているようである。

チョウゲンボウも冬に田んぼにやって来る。 

 なお、ウグイスは高月

水田では冬鳥として

いるが、川町谷戸では

繁殖期でも観察され

るので留鳥とした。 

 スズメは毎年稲が実る

秋に増加する。多い年

は 900羽程度観察した

が、最近は下図の通り

減少傾向にある。右図

はスズメのカウント

結果から各年の最大

コチドリ 
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値を経年的に並べたものである。 

 

（２）トンボ 

  高月水田で観察されたトンボは以下の 16 種であった。ア

キアカネ、アジアイトトンボ、イトトンボ sp、ウスバキト

ンボ、オオシオカラトンボ、オニヤンマ、ギンヤンマ、コ

シアキトンボ、シオカラトンボ、ショウジョウトンボ、ナ

ツアカネ、ノシメトンボ、ハグロトンボ、ハラビロトンボ、

マユタテアカネ、ミヤマアカネ。

（第3表）高月水田における主なトンボ４種の季節変化 （2004年、単位は匹）
２００４年 5月6日 5月21日 6月2日 6月19日 7月4日 7月25日 8月8日 8月20日 9月1日 9月17日 10月1日 10月27日 11月3日 11月3日

ナツアカネ 460 575
アキアカネ 10 110 38
シオカラトンボ 13 4 7 35 124 251 204 240 67 4
ミヤマアカネ 3 8 3 13 25 23 11 55 15
ハグロトンボ 5 10 28 11 47 12 1  

  16 種のうち、羽数が多いのは第 3 表に掲げる 5 種であり、ここでは 2004 年の時期別変化を示して

いる。最も早い時期から目につくのはシオカラトンボで 7 月末から 8月上旬にピークをむかえる。ナ

ツアカネは 9月に突如、大量に出現するがこれは出穂した稲穂の上から雌雄連結したままで、ばらま

き産卵をしているのが目立つ。アキアカネはナツアカネより約 1ヶ月遅れて田んぼにやって来る。こ

ちらは雌雄連結で雌が水面や水際の泥を腹部先端で繰り返し叩き、産卵している。ミヤマアカネは翅

の内側に褐色の班（帯）があるので他のトンボと簡単に区別できる。高月水田ではコンスタントに目

につく種である。ハグロトンボは用水路に生息する翅の黒いトンボである。 

  川町谷戸で観察されたトンボは以下の 23 種であった。アキアカネ、イトトンボ sp、ウスバキトン

ボ、オオシオカラトンボ、オジロサナエ、オツネントンボ、オニヤンマ、カワトンボ、ギンヤンマ、

クロイトトンボ、コオニヤンマ、コシアキトンボ、サナエトンボ sp、シオカラトンボ、シオヤトンボ、

ショウジョウトンボ、ダビドサナエ、ナツアカネ、ハグロトンボ、ハラビロトンボ、マユタテアカネ、

ミヤマアカネ、ミヤマカワトンボ。このうち、高月水田で観察されなかった種は、オジロサナエ、オ

ツネントンボ、カワトンボ、コロイトトンボ、コオニヤンマ、サナエトンボ sp、シオヤトンボ、ダビ

ドサナエ、ミヤマカワトンボで、これ等の種は田んぼの中でなく、渓流環境を好むトンボである。 

 

（３）チョウ 

  高月水田で観察されたチョウは 34 種である。このうち羽数が多いのは第 4表に掲げる 4 種であり、

ここでは 2009 年の時期別変化を示している。種によって微妙に異なるが春、夏、秋と 3回、出現の

山があることが読み取れる。

（第４表）高月水田における主なチョウ４種の季節変化 （2009年、単位は匹）
2009年 4月3日 5月1日 6月1日 7月4日 8月3日 9月1日 10月10日 11月2日 12月2日
ベニシジミ 2 15 3 13 25 5 3 1 1
モンキチョウ 20 50 3 11 9 15
モンシロチョウ 45 22 70 45 2 90 2
ヤマトシジミ 13 7 45 50 55 2 4  

 

（４）クモ、カエル、その他 

ナツアカネ 
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  クモ、カエルは詳しい調査ができていない。とりあえず記録したクモはジョロウグモ、 

ナガコガネグモ、ヤサガタアシナガグモの 3種だけであったが、クモの識別は難しく今後の課題とし

たい。 

  カエルは高月水田で、アマガエル、ウシガエル、ツチガエル、

トウキョウダルマガエルの 4種、川町谷戸でアマガエル、シュレ

ーゲルアオガエル、ツチガエル、トウキョウダルマガエル、ヤマ

アカガエルの 6種であった。頭数の多いのは両地区ともアマガエ

ルとトウキョウダルマガエルの 2 種であった。 

  その他記録した生き物ではアオマツムシ、エンマコオロギ、カ

ネタタキ、キリギリス、ツヅレサセコオロギ、ミツカドコオロギ、

カマキリの仲間、アオダイショウ、カナヘビ、ヤマカガシ、イタチ、イノシシなどであるが、川町谷

戸では夜間にツキノワグマが出たという情報もあった。 

 

（５）植物 

 植物は前記したとおり草本、樹木を対象として、花が咲いている植物の

種類を記録した。種類が多いのでここでは個別の種類は取り上げない。高

月水田ではオオジシバリ、ガガイモ、カントウタンポポ、コオニタビラコ、

サクラタデ、シロバナタンポポ、センニンソウ、タカアザミ、ヒガンバナ、

ムラサキサギゴケ、ヤブカンゾウなどの花が特に目立った。 

 川町谷戸では、イチリンソウ、ウバユリ、ウワミズザクラ、オトコエシ、

オニノヤガラ、キジムシロ、ツリガネニンジン、ナンバンハコベ、フタリ

シズカ、ミゾカクシ、ムラサキサギゴケ、ヤブカンゾウなどの他、羊歯の

仲間のミズニラが記録された。 

 

７．まとめ 

 田んぼには数えきれない程の生きものが生息している。今回報告した生きものはそのうちの一部に過

ぎない。このような調査を通じた環境のモリタニングは今後も継続する必要がある。また、野鳥、蝶、

蜻蛉などの膨大なカウント結果のまとめと分析が不充分であり、植物のまとめと合わせて今後の課題と

したい。 

今回調査対象とした両地区とも毎年稲の耕作が行われている。田んぼは稲を作らず長く放任しておく

と、乾燥化が進み「湿地」としての機能が低下して、その結果環境の多様性が低下してしまう。今後と

も稲作を継続して欲しいものである。 

今回の調査では、人の行動もできる限り記録した。高月水田では、春はセリ摘みに来る人、秋はイナ

ゴ獲りに来る人、ホタルを見に来る人、農道を散策する人、犬の散歩に来る人、サイクリングする人、

弁当を持って来て食べに来る人、敷物を広げてお茶を飲みながらの団欒に来る人、写真を撮りに来る人、

魚を獲りに来る人、自然観察に来る人、子供を遊ばせに来る家族、木陰で一休みして行く人等々様々で

ある。水田は食糧である米を生産するとともに、米以外の栄養源（多様な生物）も生産していること、

地域の文化や景観を作り出していること、心身共に人の健康を支えていること等を多くの人に理解して

頂くことを期待する。（なお、川町谷戸は囲まれた個人の敷地で、特別に地主、耕作者の許可を得て観察

している。一般の方は立入禁止となっている。） 

アマガエル 

サクラタデ 
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25 周年記念 「バンクーバー探鳥会」 のベスト１０ 

 

 カワセミ会 25周年記念行事「バンクーバー探鳥会」 

（2012年 3月 26日～3月 30日）のベスト１０の写真です。 

 

探鳥会の詳細については、「探鳥の記録」Ｐ４８を 

ご参照ください。 

尚、会報のカラー写真版は、カワセミ会ＨＰの 

◇会報「かわせみ」で参照できます。 

 

 

                            クレセントパークの探鳥風景（写真：古山隆） 

 

1 位 シロフクロウ （写真：長谷川篤） 

流木が漂着した荒涼とした土

地、流木の上にポツンポツンとシ

ロフクロウが座っていた。バンク

ーバーには 6年ぶりの渡来とのこ

と。 

2 か所で観察でき、飛ぶ姿も見

ることができた。 

 

 

 

 

 

1 位 エボシクマゲラ 

    （写真：丸山二三夫） 

大木の林立するクレセントパ

ーク。高さ 20ｍほどの枯れ木で

赤い帽子のエボシクマゲラが頭

を振り振り穴掘り中。 

しばらくすると別の個体が現れ。

交代しながら♂♀で穴を掘って

いた。 

エボシクマゲラの共同作業に

感動した。 
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３位 アンナハチドリ （写真：大川征治）  

花木に飛来しの蜜を吸うのを観察。 

赤や青に変わる羽色、超速の羽の動き

などよく見られた。 

 

 

 

 

５位 ハクガン  

（写真：丸山二三夫） 

1000 羽以上の群れが牧草

畑？で餌を採っており、日本で

は考えられないほどの近い距

離で観察した。 

 

 

 

 

 

 

６位 アカフトオハチドリ 

（写真：古山 隆） 

 

毎年 4000㎞も離れたメキシコとの間

を行き来するそうだ。 

蜜が主食なので長旅に耐えるエネルギー

が出るのか？小さいが強そうな素敵な鳥

だ。 

 

ホワイトロックの桟橋

で、「オウギ」をいっぱ

いに広げて足元を泳ぐ

ペアが見られた。 

３位 オウギアイサ （写真：長谷川篤） 
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７位 ハゴロモガラス （写真：大川征治）   ７位 キヅタアメリカムシクイ（写真：長谷川篤） 

キビタキのような黄色が目立つ夏羽を 

ジックリと見られた。 

名前も顔も「カラス」だが、ムクドリモ

ドキ科の鳥。湿地の周りで、肩の赤い模様

を震わせて鳴くのがよく見られた。 

 

 

突然、ハクガンが一斉に飛び

上がった。 

上空にアメリカの国鳥 

ハクトウワシの姿を確認した。 

 

 

 

 

 

 

10 位 スミレミドリツバメ （写真：丸山二三夫） 10 位 フタオビチドリ （写真：講師 中野泰敬） 

巣箱を利用するツバメ。公園のあちこちに巣

箱が設置してあった。 

空港近くの公園で、♂が擬態？し逃げない。

近くで♀が抱卵していた。 

  

７位 ハクトウワシ （写真：講師 中野泰敬） 
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東北支援秋田探鳥会（２０１２年６月１７日～１９日）   

チュウヒ舞い(米
まい

)、アリスイ嗤
わら

い、オオジシギ翔ぶ 
                                     加藤 岸男 

 ４月初め、震災から１年余り経過した東北太平洋岸の被災地の惨状を５日間にわたり目にした私は、

本会の探鳥会あんないに「東北支援」と銘打った秋田探鳥会を見つけ、当日の予定も確かめることなく、

参加申し込みをしてしまいました。 勿論、「ダーウィンが来た」「さわやか自然百景」「ワイルドライフ」

等で取り上げられていた大潟村は大変魅力的な探鳥地であったことも、そして定年退職し本会の活動へ

の参加機会を増やしたいと考えていたことも、大きな参加動機でありました。 

  さて、森吉山から秋田駅に向かうバスの中での鳥合せ時の「大潟地区ベスト３」は、３８の観察種の

中で、①チュウヒ ②アリスイ ③オオジシギ でした。 

  まずは、大潟村を代表する鳥・チュウヒ。雨の為に先ず訪ねた「大潟村干拓博物館」でガイドの堤さ

んのコーディネートにより子育てを含むチュウヒの生態のＤＶＤを鑑賞し、４時過ぎには活動を始める

という「秋田県立大学大潟キャンパス」の圃場に行きました。そこは周囲を低木に囲まれた牧草地で、

刈り取り作業を半分ほどしたところでした。モズやアオジ、そしてホオアカを楽しんでいると“出まし

た！チュウヒです。”との声。遙か遠くに飛ぶチュウヒを確認。一羽、そして二羽。しかし遠い。双眼鏡

でやっと確認できる距離でした。もっと近くに来て、祈っていると、突然私の左手から至近距離で接近

し頭上を通り過ぎました。更に、防風林の手前を二羽が絡まり合いながら姿を見せたり、低空でランデ

ブー飛行をしたりと、チュウヒの舞いを堪能させてくれました。（ガイドの堤さんも生産されている「チ

ュウヒ米」もよろしく！） 

  次は、アリスイ。二日目の朝探。歩き始めるともうアリスイの鳴き声が其処彼処でします。しかし中々

じっくりは見させてくれません。「大潟村村民野球場」付近を観察しているとポツポツ小雨が降り出し、

少し焦りを感じ始めたその時“キィーキィーキイキィ”とまるで嗤っているような甲高いアリスイの鳴き

声が近くでしました。３２個の目で探すと低い松の枝に止まっているのを発見。ちょっと移動しもっと

見えやすい場所へ。望遠鏡でじっくり観察したり、カメラに収めたり…。異形のキツツキがとても可愛

くなりました。 

  そして、オオジシギ。朝食後、小雨とは言い難い程の雨の中を昨日と同じ干拓博物館横の草原へ。堤

さん達が造ったビオトーブの池に続く草地に３名が入った途端、翔び出したのは、オオジシギ。ズビ－、

ズビーと戦闘機のような声。危険を感じて頭を押さえる人も。これが正にオオジシギです。急下降する

時のザザザザという尾音の凄まじさ。その後電柱の先端に止まっている定番の姿も見せてくれました。 

 ＪＲ東日本の「大人の休日倶楽部」の東北スペシャル“１３０００円”を利用した今回の旅がどれだ

け東北支援になったのか、と聞かれると返答に窮します。但し、夕食時とその後の部屋での鳥談義時に

は，東北地方のお酒を大いに頂いたことだけは確かです。 

 以上です。森吉山と植物観察の結果に何もふれてない、との訝りをお持ちになった方もいられると思

います。森吉山は素晴らしいところではありましたが、鳥果としてはこんなものではないはずです。幸

いにも「森吉山野生鳥獣センター」のスタッフの方が、探鳥のベストシーズンは５月の残雪期であると

話されていたので、来年度も粕谷会長さんが再度計画してくださることを期待しつつ、詳細な報告はそ

の時に、と考えます。 

 私の真似ではない本物のクマゲラの鳴き声と姿を夢想しつつ、企画者・粕谷会長さん、ガイドの堤さ

ん、そして参加者の皆さんに心よりお礼申し上げます。 

※粕谷会長ブログ「鳥見歩る記」に詳しい報告があります。ご参照されたし。 
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ハチクマ 

裏磐梯探鳥会（5/27～29）私的２４年度「初認」顛末日記 

渡辺敬明  

探鳥会で確認した野鳥合計 ５７種 

私の確認した初認野鳥合計 １１種 

見損なった幻の野鳥     １種 

「初見」野鳥        ０種 

 

前夜（２６日） 

 現地地形及び天候を丹念に分析した結果、大勇断！「スコープは不携帯」とし早々に就寝した。 

 

初日（２７日〉 

初認種：ハチクマ・コガラ・ノジコ・キバシリ 

４：３０朝食を終え５：３０には JR 八王子駅前マイ

クロバス最前列席に陣取り６：００出発。 

道中、東北の素晴らしい風景を三方の窓から満喫！特

に運転席が低いため前面丸見えの快挙だった。 

 

○のんびりと昼食中、上空にタカ出現！「オオタカ！」

と叫ぶ。ゲットされた方のカメラにバッチリとハチク

マが。頬の赤らむ思い、そっと人の輪を離れた。 

○黒ベレーのコガラが一羽、一本の木で葉先を縦横無尽に飛び回り、

ぶら下がってまで採餌しまくっていた。木を囲みじわじわと近ずき、

全員でまじまじと見つめていた。 

○ジッジッと鳴く地味な声のアオジが、臆面もなく派手に大声で囀り

まくる中、近種のノジコを探す。先頭集団を歩き前方梢にのっぺり

薄黄色の腹部「ノジコだ！」と叫ぶ。「腹部の黄色味だけでなく白

いアイリングが決め手ですよ」と云われ絶句する。知らなかったの

だ。しからば鳴き声で勝負！と自前の「秘蔵鳴き声帳」をめくる。

聞きなしに「キンカラカミ キンビョウブ」（金唐紙 金屏風）とある。大急ぎ小声で繰返し早口で

囀ってみる。しかし漢字が浮かぶのみだった。その後声姿を確認された方が多かったようだ。 

○一寸した広場で座って休憩中頭上を、嘴が細長く尖り下面が真っ白でふっくらした小鳥が…..図鑑そ

のままの飛翔姿勢で飛び去った。「キバシリ」と呟いてみたが周囲の反応はなかった。その後高野伸

二氏のフィールドガイドを開き数名の方にアピールしてみた。 

 

二日目（２８日〉 

初認種：ニュウナイスズメ・アカショウビン・ジュウイチ・カッコウ・コルリ・オオアカゲラ 

４：３０起床。すぐに大風呂に直行、快適なり。 

 

○前夜隣室より窓外の木に「ニュウナイスズメが居た」との情報あり。期待してチエック。居ました！

コガラ 
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早朝から二羽で忙しく枝移り。♂の明るい栗色の頭部が新鮮なり。好部屋割り、幹事に感謝！ 

 出発直前ホテル屋根にチュンチュンチュン。「この辺はニュウナイスズメだけ」と云っていると即、

後ろの方に「ニュウアルスズメだ」「ニュウがあります」と真顔で駄目を出されてしまった。 

○仄暗い道路脇の「ショウビン沢」へ入り、カエルと共にみじろぎせずに聞き耳を立てる。静寂の中幽

かに「キョロロロ」の声がした。雨が降り出しそうだった。 

○山道の近くを移動しながら「ジュウイチ、ジュウイチ」と良く鳴いてくれた。一目だけでもと懸命に

見渡したが、見つけられなかった。本当に「１１，１１」と聞こえるのには参った。 

○「カッコー、カッコー」と聞こえたら、「加藤、加藤」と聞いた方もい

た。なるほど。 

○コルリが近くで元気な声で鳴いた。声のみだが、明るいブルーと白の可

愛い姿がすぐ眼に浮かんだ。 

○樹木の奥で見え隠れするオオアカゲラ！見える角度が限定されるので

観察は大変な込み合いを見せ長丁場となった。少し脇の倒木に座ってい

たら目の前に大勢の足が！真後ろに移動したらしい。文字通り「ほうほ

うの態」で脱出！いささか年齢を感じさせる一幕だった。 

 

最終日（２９日〉 

初認種：ゴジュウカラ 

幻野鳥：オウジシギ 

４：３０コール。大風呂に直行。快適なり！ 

 

○なんと！ノンビリとお風呂で遊んでいる時間。いち早く数人が近くのオオジシギ生息場所で、早朝の

早朝野鳥観察を敢行！飛翔からあのジェット機の降下音で降りる姿を目撃したとのこと。嗚呼！やん

ぬるかな！ 

○最終登りコースで集団からかなり遅れ最後尾だったが、当然下りは最前列との幸運に恵まれた。幹を

逆落としで移動するユニークなゴジュウカラを目撃でき最後尾の疲れが、いっきに吹き飛び以後すべ

て快調だった。 

 

久し振りの遠出探鳥会は、

東北の美しい自然も満喫出来、

楽しく有意義な、感謝々々の

３日間だった。 

特に、柔らかい日差しに鮮や

かな緑がこぼれ輝くブナ林、

共に歩くお仲間と明るい鳥の

声、忘れえぬ風景であった。 

帰宅後通常ある疲れが全

く出ず、まだまだ頑張れると

「自分で自分をほめたい」の

が、現在の心境である。 

オオアカゲラ 
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2012 年八王子市環境フェスティバル報告 

担当：門口一雄 

１．日 時  6月 2 日（土）  １０：００～１７：００（準備は 9時 30分～）  天気：晴 

２．場 所   JR八王子駅北口西放射線通り 環境フェスティバル会場 41 番テント 

３．内容  

   ・浅川野鳥電子図鑑の放映 

   ・鳥模型（小山さん作）の展示 

   ・浅川野鳥カルタを使用し、本部スタンプラリーに協力 

（カルタのパネル 1枚、カルタ見本のファイル 1 冊展示） 

   ・密猟防止のパネル（小型）の掲示 

４．結果と担当者の感想 

2012 年八王子市環境フェスティバルは「はちおうじの環境をみる・きく・考える」をメインテー

マに 6月 2日開催されました。八王子・日野カワセミ会は上記内容で参加しました。今年は、本部

で行うスタンプラリーの押印を引き受け、25 周年事業で作製した浅川野鳥カルタを使用し、カルタ

の絵札を 1枚（1 種）以上とった方に押印することにしました。約 1,000名のスタンプラリー参加者

がテントを訪問しました。参加者に「カルタ遊びをして下さい。」と案内すると首をかしげ難しい

表情をされた方が、ニコニコ顔でテントから出てくるのが印象的でした。 

同時にカワセミ会が 25 周年事業

で作製した「浅川の野鳥電子図鑑」

の放映と野鳥の模型を使った野鳥

相談を行い、訪れた市民の質問にこ

たえ、野鳥の住む浅川の大切さを訴

えました。 

このイベントに多くの会員が参加

協力し、会場を盛り上げていただき

ました。その後の幹事会で来年以降

も環境フェスティバルに協力し、ス

タンプラリーに立候補することを

確認しました。 

 

「浅川野鳥カルタ」完売御礼           報告者：門口一雄  

25周年記念事業で作製した浅川野鳥カルタは、1部 1,000 円で販売してきましたが、6月に完売しまし

た。カルタ作製や販売にご協力いただいきありがとうございました。 

 なお、カルタの作製数と配布及び販売数は下記のとおりです。 
作製したカルタの総数    282箱 

   公的機関等に配った数     40箱（八王子・日野市内の図書館や児童館等） 

   販売数           240箱（23年会計計上分 173 箱、24年会計計上 67箱） 

   カワセミ会保管・使用数    2箱（門口が保管し、各種イベント等に使用します。） 



27 

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１4 年連続繁殖と巣立ちの状況  

福本順吉（八王子高尾町、平成 24年 8月 11日現在） 

 

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０４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０７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。 

平成２４年（2011）６月２２日（水）晴れ 午前、シジュウカラ・7羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成２４年（2012）５月２４日（木）晴れ 午前中迄にシジュウカラ・８羽・巣立ちした。 

○ 平成２４年のシジュウカラは全８羽巣立ちした訳ですが親鳥の餌の配分がうまくいかなかったせ

いか１羽は５月１９日午前中に巣立ち、残り７羽の内３羽が午後に巣立ち、２０日の午前中に２羽巣

立ち、２４日の午前中に最後の２羽が巣立ちした.。今回は巣立ちの撮影等ができなかったのが残念で

した。また来年、平成２５年も軒下巣箱で繁殖に成功し、無事に巣立ちが出来るよう心から願ってい

る。 

 

★「まとめ」平成１１年から平成２４年まで合計１４年連続繁殖と巣立ちに成功した。 

巣立ちした羽数：シジュウカラ １０２羽 内訳：東側巣立ち 90羽、西側巣立ち 12羽羽 

巣立ちした羽数：ヤマガラ    １１羽 内訳：西側巣立ち・11 羽 

合計１１３羽 

 

 

 



28 

よみがえった正観寺沼（群馬県高崎市） 

宮越俊一 

 

 カワセミ会のテリトリーとはいささか離れた話題で恐縮ですが，私の勤務先にある小さな沼でこのほ

ど関係者の努力で整備工事が完了し，野鳥の棲息する環境がよみがえりました（2012年 4月 1日付，

東京新聞・群馬県版）。環境に関する地域の方との取り組みの一例として，参考までに紹介させていただ

きます。 

 正観寺沼は群馬県高崎市と前橋市の境界に位置する面積 7 千㎡ ほどの沼で，もともとは農業用水が

出入りする溜め池でした。国立群馬工業高等専門学校の設立に伴い，1962年からその敷地の一部とな

っています。私が 2007 年 4 月に同校に赴任して以来，その小さいながらも豊かな環境に着目して５

年間にわたる継続的な調査を行ない， 7７種類もの野鳥をはじめ，多くの生物が棲息する生物多様性に

富んだ沼であることを明らかにしてまいりました。また，ヨシ原ではカイツブリ，カルガモ，バンなど

の繁殖が毎年確認されるだけでなく，夏季にはサギ類が集団でねぐらに利用するなど，その水際も貴重

な環境であることが分かりました。 

一方，近年では周辺の農地が急速に宅地化したり，郊外型大規模ショッピングモールが建設されたり

と，大きな変貌を遂げています。さらに，このところ夏季の大雨なども年々過激になっており，そのた

びに上流より多くの土砂やごみが流入して年々堆積物で水面や深度が縮小していました。そこで同僚の

教員と一計を案じ，2009年 12月に群馬高専生物教育研究連携センターの主催でシンポジウム「里山」

を開催して，NHKエンタープライズの自然番組プロデューサーの小野泰洋氏に講演いただくとともに，

パネルディスカッションで風前の灯ともいうべき実態を紹介しました。これと併せて，地域の方を招い

た公開野鳥観察会を日本野鳥の会群馬との共催で5度にわたり開催すると地域の方の関心も徐々に高ま

ってきました。ようやく高崎市議会がこの問題を取り上げて，環境に配慮した浚渫の予算を付けて下さ

る一方，群馬高専とその元締めである（独）国立高等専門学校機構の予算措置で周辺環境整備が実現し，

このほど 2012 年 3 月にリニューアル公開の運びとなりました。以前の暗くてきたない印象からは一

変して小規模ながら親水公園のようになり，これを見た学校関係者が「まるで某テレビ番組の『劇的ビ

フォーアフター』のよう」と言っていましたが，あながち大げさではないかもしれません。さらに，そ

の計画の段階から日本野鳥の会群馬の方にも確認いただき，沼の北～西側は通常は人が出入りできない

ようなミニサンクチュアリとし，観察窓も設けるといった野鳥に配慮した修正が加わりました。 

   

野鳥観察会のひとコマ          夏の夕暮れ時に集まるダイサギとコサギ 



29 

私が担当しましたのはおもに野鳥の調査と

公開行事ですが，ここで青井教授（群馬高専

環境都市工学科）による環境に配慮した浚渫

方法について簡単にご紹介させていただきま

す。こうした埋没を防ぐためには通常，いっ

たん水を抜いて重機を投入するのが一般的で

すが，これですと生物の生息環境への影響が

避けられません。そこでフロート型の装置を

用いて底泥を汲み上げて分別し水だけを沼に

戻すという方法が取られました。この原理の

ため，ポンプなどにより処理能力はある程度

限られますが環境影響が少ない点，組み上げ

られた泥は乾燥後，栄養豊富な農耕地用の補

助土として活用が可能といったメリットがあり，群馬県内では城沼（館林市）などでも実績があります。 

こうした高専ならではの技術と，地道な活動による学校や近隣の理解，議会や機構の関係者の協力で

よみがえった沼は，平日週末を問わず夜間を除いて地域に公開されています。昼は学生のランチタイム

の場や研究のフィールドとして，朝夕や週末は地域の方の散歩や観察の場としても少しずつですが利用

されるようになっています。環境整備に伴う野鳥をはじめとする生物への影響評価は引き続き重要なこ

とで，継続調査は私の務めと考えています。整備された環境の維持は簡単なことではありませんが，学

生や教職員のボランティアとともに地道な取り組みが必要と感じています。 

ところで，これまでの定期的な野鳥調査の方法や地域の方との活動では，カワセミ会で蓄積されたノ

ウハウのいくつかがたいへん参考になりました。この場を借りて，粕谷会長はじめ皆様方にお礼申し上

げます。 

 

 
フロート型浚渫装置の
上にとまるカワセミと
昼休みにくつろぐ学生
たち（左）  

改装前の正観寺沼 改装後の正観寺沼 

 

生態系保全・底泥資源化浚渫システム 
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八王子・日野カワセミ会と私 

今井達郎   

 私、齢
よわい

90 歳を過ぎ、残る人生も僅かとなりました。そこでカワセミ会の活動との関係を総浚
そうざら

いして

見ることに致しました。 

 先づ、総会には第 1回から今年の 24回まで、すべて参加致しました。次に大晦日探鳥も 1988 年から

2009 年まで 21 回連続参加致しましたが、2010年に脊柱管狭窄症の病名で、歩行困難となり、八王子医

療センターに入院し、ブロック注射を受けて、やうやく歩けるようになりましたが、無理はできなくな

りました。 

 次に私の探鳥回数と見た鳥の種類数も、80歳を境に漸減しております。 

 八王子・日野カワセミ会員の皆様と共に探鳥会に参加してきた事が、私のボケ防止と体力の維持に大

変役立っていた事と感謝しております。 

 次回は見た鳥の目録を作りたいと考えております。 

 

八王子・日野カワセミ会と私 

年 総会 
会員 
 数 

野鳥展他 
大晦日 
探鳥会 

私の記録 

探鳥 
回数 

見た鳥
の 

種類数 

備考 

１９８８ 
（Ｓ．６３） 

 
 カワセミ会報の創刊 ８月 

真鶴半島 
（神奈川県）」 

  
６月八王子カワセミ
会入会（66 才） 

  ８９ 
（Ｈ 元） 

第 1 回 総会 
於：八王子天神町会館 

  名 
３９ 

 
白浜 
（千葉県館山市） 

２０ １２２  

  ９０ 
（Ｈ，２） 

第２回 総会 
於：八王子天神町会館 

５３ 
浅川の野鳥展 
於横山町三角広場 

谷津干潟 ２４ １１４ 
カウント担当 
（北浅川上流部） 

  ９１ 
（Ｈ．３） 

第３回 総会 
於：八王子天神町会館 

６０ 
（八王子市の鳥 
オオルリに決定１０月） 

銚子港 ２８ １３２  

  ９２ 
（Ｈ．４） 

第４回 総会 
於：八王子天神町会館 

８５  三浦海岸 ２９ １４２ 幹事 

  ９３ 
（Ｈ．５） 

第５回 総会 
於：八王子天神町会館 

１０８  
三番瀬 
谷津干潟 

３３ １６７  〃 

  ９４ 
（Ｈ．６） 

第６回 総会 
於：八王子天神町会館 

１３５  
野島崎 
（房総半島） 

３６ １５４  〃 

  ９５ 
（Ｈ．７） 

第７回 総会 
於：八王子天神町会館 

 
１３６ 

１０周年記念野鳥展 
5/26～28   
於八王子駅ビル市民ﾎｰﾙ 

銚子港 ３４ １４８  〃 

  ９６ 
（Ｈ．８） 

第８回 総会 
於：八王子天神町会館 

１６８  
三番瀬 
谷津干潟 

４５ ２０３  〃 

  ９７ 
（Ｈ．９） 

第９回 総会 
於：八王子労政会館 １９２  水元公園 ４０ １８３ 

 〃 
八王子環境フェステ
ィバル実行委員 

  ９８ 
（Ｈ．１０） 

第１０回総会 
於：八王子労政会館 

１９６  横浜自然観察の森 ４２ １６６ 幹事（副会長） 

 ９９ 
（Ｈ．１１） 

第１１回総会 
於：八王子労政会館 ２０１ 

浅川流域の野鳥展 
10/24～31 
於東急ｽｸェｱｰﾋﾞﾙ１０Ｆ 

御岳山 ３４ １５８  〃 

２０００
（Ｈ．１２） 

第１２回総会 
於：八王子労政会館 

２０５  
道満・彩湖 
（埼玉県） 

３４ １７４  〃 

  ０１ 
（Ｈ．１３） 

第１３回総会 
於：八王子労政会館 １８８ 

（八王子カワセミ会の名称
変更、八王子・日野カワセ
ミ会に） 

道満・彩湖 ３８ １７５  〃 

  ０２ 
（Ｈ．１４） 

第１４回総会 
於：八王子労政会館 １９１  

多摩湖・狭山湖 
 
 

４３ ２０２ 
 〃ｶｳﾝﾄ担当交替 
丸山二三夫氏に 
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  ０３ 
（Ｈ．１５） 

第１５回総会 
於：八王子労政会館 

１８３  
舞岡公園 
 

２８ １５５ 幹事退任（81 才） 

  ０４ 
（Ｈ．１６） 

第１６回総会 
於：八王子労政会館 

１８５  舞岡公園 ３６ １７６  

  ０５ 
（Ｈ．１７） 

第１７回総会 
於：八王子労政会館 ２００ 

浅川流域の野鳥展 
6/25～26 
於高幡不動法輪閣 

彩湖 ３７ １４８  

  ０６ 
（Ｈ．１８） 

第１８回総会 
於：八王子労政会館 

２０８  本埜村白鳥の里 ２６ １４６  

  ０７ 
（Ｈ．１９） 

第１９回総会 
於：八王子労政会館 

１９３  
多々良湖 
（東部伊勢崎線） 

２６ １２１  

  ０８ 
（Ｈ．２０） 

第２０回総会 
於：クリエートホール 

１９５  横浜自然観察の森 ２４ １２３  

  ０９ 
（Ｈ．２１） 

第２１回総会 
於：八王子労政会館 

２１１  
甲府駅―武田神社
―甲府駅 

２５ １１９  

  １０ 
（Ｈ．２２） 

第２２回総会 
於 八王子労政会館 

２０６  
秩父栃本関所跡 
（不参加） 

１９ ８６  

  １１ 
（Ｈ．２３） 

第２３回総会 
於：八王子労政会館 

２０８ 
八王子・日野の野鳥展 
11/1～6 
於北野市民センター７Ｆ 

館林城沼 
（不参加） 

２１ ８７ 

・４月 ｶﾜｾﾐ会による
米寿祝賀（於八庵） 
・10 月脊柱管狭窄症
で入院手術 

  １２ 
（Ｈ．２４） 

第２４回総会 
於：八王子労政会館 

２２１     
４月２１日満９０歳 
   となる。 
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入会して感動したこと 

武藤邦子  

去年「オオルリを探す会」に参加し、初めてオオルリに出会えた時の感動が今の私の原動力になって

いるような気がします。 

浅川近辺の調査や探鳥会に参加し、初めて見た鳥と名が一致し、又はっきり識別できて興奮した時の

ことを、いくつかまとめました。 

２０１１，１０月初

め頃 

平山城址公園 エゾビタキ２羽 高い枯れ木の上でフライングキャッチし

て、時々いなくなるがまた戻るのを２時間以上観察した時。 

２０１１．１０．９ 長沼～大和田橋 ハヤブサがはっきり見えるくらいに飛んでいて、双眼鏡で必

死に追いかけ模様まで見えた時。 

２０１１．１１．９ 長沼公園 オオタカが悠然と飛ぶ姿を見た時。 

２０１１．１２．１５ 鶴巻橋～大和田橋 キジの色がビロードのように輝いた時。 

２０１２．２．１１ 白旗橋～時田橋 バンとイソシギを目の前に、はっきり見た時。 

２０１２．２．１８ 滝山公園 マガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、ミコ

アイサ、カイツブリ、オナガガモ、カルガモ、コガモ他一堂

に見られ圧巻でした。 

２０１２．４．１０ 白旗橋～時田橋 クイナを目前に見た時。 

２０１２．４．１５ 一番橋 アマツバメが他のツバメ達より、遥か上を速く飛んでいる時、 

一生空の上での生活で、子育ての時だけ地上に降りると聞い

てびっくりです。 

２０１２．４．１９ 鶴巻橋～大和田橋 コムクドリ（メス）がムクドリの群れと行動している時。 

２０１２．４．２０ 浅川バードサンク

チュアリ観察会 

コムクドリ（オス）が家のアンテナからフライングキャッチ

したのを見た時。 

２０１２．４．２８ 八王子城跡 キビタキのかわいい目を見た時、野生ニホンザルに出会い大

きく怖かったです。 

２０１２．５．１３ オオルリを探す会 ノスリが大きく一回転し求愛行動した時。 

２０１２．５．１８ 八王子城跡 サンコウチョウ（オス） 人が立っている周りの木の枝から

枝へ、ぐるぐると回って鳴いていた時。 

２０１２．６．２５ 高尾山 コサメビタキの予想もつかない飛び方で目まぐるしく飛んで

いる時。 

 

以上が、特に印象に残っています。 

皆さんとご一緒させていただいて思うことは、鳥だけでなくさらに植物や蝶や昆虫他にも知識の深

さを感じました。 

私も、頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。 
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 宇津貫緑地の妖精 
                  板倉 正 

3 月 25 日（日）、春の朝の日射しはやわらかい

「探鳥会あんない」の宇津貫みどりの会共催「雑

木林手入れ手伝い探鳥会」の中に、雑木林手入れ

手伝いといっても重労働ではありません、簡単な

手伝いで参加すると楽しくなる、とあった。少し

の労働はなまった精神と肉体にきっといい刺激

になる。そう思いこむ朝のみなみ野駅で「宇津貫

みどりの会」の城所幸子会長の説明を聞き粕谷会

長以下６名のカワセミ会員は出発。 

 

残る緑地を見、毘沙門様の巨木に感動し、やが

てログハウスに到着。ここが「宇津貫みどりの会」

の活動拠点なのだという。入口にカマドが焚かれ

もうもうと煙をあげていた。大きなナベには里芋

や何かが煮えていた。芋煮を作るという。ややっ

ひょっとするとひょっとするかな…。ウフフ。 

ログハウスの中はかなり広い。そこで今日の予

定などを聞く。「今日は、シイタケの原木にコマ

を打つ作業をやるのでお手伝いよろしく」と城所

会長はいった。なんと！思っていた雑木林手入れ

と比べどっちが楽かなんて邪な事を少し考える。

作業のあと戻ってここで昼食ということで気を

引き締め緑地にむかう。緑地保全とシイタケ栽培

になんの関係があるのかと思ったが、確かにあっ

た。その問題はすぐ後に解決することとなった。 

外ではチビッコを含めみどりの会の人達がそ

れぞれの作業を始めていた。横目で見ると大きな

ナベはいい匂いをさせていた。              

 緑地は立ち入り禁止で、フェンスにカギがかか

っていた。残された貴重な動植物の保護にはしか

たないのだそうだ。現場に着くと斜面にシイタケ

原木が並び以前から栽培しているそうで立派な

シイタケが出ている。みどりの会の方は、適当に

採っていってくれという。なんとうれしい。早速

十個ばかり採る。さらに白ビニール袋いっぱいの

シイタケを戴き皆で分けた。これで問題は一つ解

決。    

 さてこれからコマ打ちである。ホダギがない。   

あそこにあると指さされた所は斜面のずっと上

だった。フムこれが緑地保全のためのシイタケだ

な、最近あまり重いもの持ったことないなんてい

えないし…、シイタケはもらったし…。すると、

うちの者が下まで降ろしますからの声。なるほど、

上の稜線遠くに作業する人が動いていた。 

 間伐の必要性、枯木の伐採、災害で折れた樹木

は取り除くなどして森は循環するという。伐採さ

れた樹木を活用し森に返すことでサイクルが完

結するのだそうだ。ホダギにする、薪を暖房など

熱源に使う。灰は苗木育成などの肥料にする。 実

にうまく実行されてる。問題はすべて解決した。 

 作業開始。電気ドリルで穴をあける。かなり力

がいる。他の人がコマを打ちこむ。老人の腰は痛

くなる。そばでさっき見たチビッコが懸命に小型

ハンマーでコマを打ちこんでいる。姉弟で小学３

年と一年だという。時に「ぼくにもカナヅチかし

て」「だめ、危ないからだめ」と幼いケンカをし

ている。大人は休みやすみ作業しているが二人は

休むことをしらない。少年は大人の指導で小型発

電機の把手を引っぱりエンジンをかけ煙をあげ

咳き込んで動きだすとにっこり笑い、満足顔だっ

た。 

コマ打ちは終りログハウスに戻り昼食をとる。

あのナベがテーブルの傍らにあり味噌仕立ての

芳しい匂いをさせている。すすめられるままに暖

かい芋煮に箸を入れる。やや、餅が入ってる。こ

んな美味しいもの食べるのって生まれて初めて

だ。 

労働後の芋煮の充実感。横に一年生が座った。「お

じちゃんはおべんとう? 」。少年は覚束ない手つ

きの箸で芋煮をつついている。みどりの会の用意

したものを食べるのだという。「おじさんの弁当

やるよ。オニギリかい、玉子焼あげるよ」「うう

ん、いらない」「どうして、これうまいよ」「いや

いらない、よその人からもらっちゃいけないん

だ」「そうかあ、お母さんがそういうのかい」「う

ん」…… 。「あのおじさん、 たべてくださいた

べてくださいってゆってじぶんでさきにたべて

るね、フフッ」「大人って面白いね。君はもっと

食べなくちゃネ」「ウン、ウチの子、はっかげつ

なんだけどふつうよりおおきいんだって」 

テーブルの向いに乳呑み子を抱いた母親がいる。

「あの人、君のおかあさんかい。あの子ってそん

なに大きいのかい」「そう、おかあさんがこのこ

はよくたべるって」「じゃあ君は負けてられない

よ」「うん、たべるよ」。少年は芋煮のお替わりを

とりにいった。離れていた姉が「ああ、おかあさ

んは大盛りにしてるうっ」と言った。母はにっこ

り。なに言ってるのこの子は、赤ちゃんにオッパ

イ飲ませるのよといわんばかりの芋煮だった。 

「君のお母さんもうんと食べるのかい」「うんた

べるよ。おとうさんにおおすぎるっていつもとら

れちゃうんだ」「楽しい家族だねえ」「………」。 

 

暫し休憩の後はいよいよ探鳥である。再び緑地

にはいり城所会長の案内で隅々を回る。道すがら

草木の話、今かかえている緑地保全の種々の問題

点、市の計画道路問題等々を聞く。自然保護は人

間との闘いだと改めて知る。 

終って帰り道、みどりの会のメンバーはまだ作

業を続けていた。あの二人は春の日を受けシャベ

ルを突き、土を盛りキラキラ輝く妖精となって苗

木を運びあちこちに植えていた。来年も妖精たち

は元気に跳ねているだろうか。 
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― 表紙の絵 ― 「アホウドリ」 
 

 
倉本 修 

平成 24 年 3 月 9 日から 11 日にかけて、苫小牧

航路を往復した。海鳥を見るためで、同伴者の

「Ｆ」さんとの 2 人旅だった。 

9 日の深夜、雨の降る大洗港を出港。10 日の早朝

デッキに出ると海は荒れていた。北から吹きつけ

る雪まじりの冷たい雨と、大きなうねりによる波

しぶきで、立って居るのが厳しい場面が何度もあ

った、天候の崩れた冬の航路の典型である。 

その荒れ模様の海上を、「ミツユビカモメ」が

20 羽、30 羽と群れになって飛んでいた。上面の

羽毛が淡いグレー、翼の両端だけが黒い、このす

っきりした外洋性カモメの飛ぶ姿はとても美し

く、まるでミズナギドリ系の海鳥のように、うね

る波風に乗って、軽々と飛翔していた。 

「フルマカモメ」も「コアホウドリ」も、この位

の「シケ」は平気なのだろう、何度も姿を現わし

た。鳥見をしているのは私たち 2 人だけだった。 

夜 8 時前苫小牧港に入港。市街地へ出て夕食を

食べ、翌日分の食料を調達して 10 時すぎ、フェ

リー乗り場に戻ってきた。同じ船でトンボ返りす

るためで出港はやはり深夜だ。待合室に座ると、

30 歳前後の青年が独り、スコープと三脚と大きめ

のザックを持って座っていた。明日は、おそらく、

彼を交えた 3 人の鳥見になるのだなと思った。 

翌 11 日、早朝 6 時前にデッキに出た。曇って

はいたが強風もおさまり、しっかり立つこともで

きる。青年も出てきて挨拶をかわした。船は尻屋

崎沖を過ぎて下北半島沖を南下していた。海鳥が

どんどん現われ始めた。「エトロフウミスズメ」

の 100羽を超す群れ、「ハシブトウミガラス」「ウ

ミスズメ」……「Ｆ」さんに教えてもらったりし

ながら、夢中になって見続けた。そして 9時過ぎ、

鳥影がばったり途絶えた海域に出た。興奮から解

放されパイプ椅子に腰をおろし、ひと休みだなと

思った。 

 

その時だ。初めて今日が「あの 3 月 11 日」だ

と気がついた。去年の今日、あれが起ったのだ。

身体が覚えていた恐怖感が真実味を帯びてきた。

同時に津波の映像が……ＴＶで繰り返し見た無

残で絶望的な津波の映像が頭の中に溢れで出て

きた。 

この海底のどこかで、震度 9 の途方もない地震が

発生し、船はその震源域に近づいている。 

去年の今日のこの時間、フェリーは今と同じ海域

を航行していた筈である、そして 14時 36分、こ

の船はどうなったのだろう。 

航行不能になったのだろうか、当時ＴＶでフェリ

ーが漂流したなど聞かなかったと思う、では何と

か無事、大洗港に夜入港し乗客も車両も、大混乱

を極めた首都圏に向かったのだろうか……いや、

北茨城沿岸も津波に襲われた筈だ。着岸など出来

なかったのではないか。 

いくら想像しても回答の得られない事柄が、頭の

中を駆けめぐり、落ちついてパイプ椅子に坐って

いられなくなった。 

「Ｆ」さんに伝えると、同じことを考えていたら

しく、もう、これは聞くしかないということにな

った。 

ロビーの案内所を覗いてみると、まだシャッター

が降りている。事務長が来るのは 10 時だ。しば

らくしてから頃合いを見て 2人で案内所に行った。 

 

「今日は 3月 11 日ですが、14 時 36 分がくると汽

笛を鳴らすとか黙祷するとか、何かされるのです

か」と質問した。すると事務長は、穏やかだった

表情をキッと引き締め 

 

「勿論します。船内放送で呼びかけます。 

汽笛を 1 分間鳴らしますから、出来るだけデッキ

に出てきて黙祷して下さいと放送します」 

 

「去年のあの時、このフェリーはどうなったので

すか」 

 

「丁度、相馬沖にさしかかっていました。突然、

海底からズドーンと突き上げられるような、もの

凄い衝撃が来ました。只事でないのがすぐわかり

ました。やがて、大変な海底地震が起きたことが

わかり、本社と連絡をとり始めました。本社の命

令は「すぐ逃げろ」でした。苫小牧へ逃げ帰れと

いうのです。このフェリーはその侭、相馬沖でＵ

ターンして苫小牧へ向かいました。 

ところが昼便のもう 1 隻のフェリーは 14 時に大

洗港に入港していました。乗客の下船も終わり、

下請けの清掃会社の作業員のオジサン、オバサン

が 30 名位、船内で清掃を開始していました。 

ここにも、すぐ苫小牧へ向かって出港しろ…… 

との本社命令が出ました。そのため作業員を乗せ

た侭出港し、その後、津波が来て岸壁は損壊して

しまいました。乗客の方々は苫小牧港から青森港

へ何回かに分けて小型のフェリーで運びまし

た。」 
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船から見る三陸海岸は、30ｍ位ある断崖絶壁が岬

となって逆Ｖ字型に何本も沖に向かって突き出

してきていた。 

その奥の最も狭い所に気仙沼や釜石や陸前高田

が位置している。双眼鏡で見ているとよくわかっ

た。 

そして、ＴＶでは決して伝わってこなかった、こ

の寒さ、風の冷たさ、海の冷たさ。 

 

南下するにつれ天気は良くなり昼前には晴れ

てきた。陸地の見える右舷側は逆光になり、私た

ちは左舷に移り鳥見をしていた。 

14 時 36 分が近づき船内放送が始まった。乗客も

右舷デッキに集まってきて、私たちも移動した。 

相馬沖から遠く陸地の方を見ながら「Ｆ」さんが、 

「こういう時、アホウドリが現れてくれるとよい

のですがねぇー ……」と呟いた。まさか……と

は分っていたが同じ想いだった。 

今回私はまだきちんと見ていなかった。 

やがて汽笛が鳴りだした。目を閉じ掌を合わせた。 

その瞬間、隣で「Ｆ」さんの悲鳴に近い声がした。 

「アホウドリッ……」 

ハッと目をあけると、2 時の方向にまぎれもなく

姿が見えた。「Ｆ」さんはもう居なかった。 

猛然とロビーを走り抜け、左舷に置いてきたカメ

ラを持って引き返してきた。息が少し上がってい

る。 

「いま何処です？」 

「5 時 …… もう消えそう」 

凄い勢いで青年と一緒に船尾デッキへ駈け出し

た。 

 

「アホウドリ」は船とは逆に北へ向かっていた。 

細く長い翼を伸ばしたまま、ゆるやかにジグザグ

を切りながら飛んでいる。おそらく波風から波風

へと巧みに乗っているのだろう。 

羽ばたくことが殆どない。海面すれすれを滑るよ

うに飛翔している。嘴の淡い桃色がはっきり見て

とれる。 

もしも間近かで見ることが出来たならば、あの 2

メートル 40 もある翼の風を切る音が、ゴオゥッ

…、ゴオゥッ…と鳴り響いているのではないかと

想像しながら見続けた。 

やがて「Ｆ」さんが戻ってきた。かろうじて間に

合ったらしい。執念である。画像をチェックしな

がら「第 3ステージ」ですと言った。 

成鳥ではなかった。 

私たちはそれから陸に向い黙祷した。 

 

 これはどういうことだろう。 

奇跡のような現象が自分たちの目の前で起った

のだ。 

まるで超自然の何かの「力」が働き、絶滅の危機

から蘇った 1羽を相馬沖に絶妙のタイミングで遣

わしてくれたかのようだった。 

「アホウドリ」は人間の欲望によって、明治 20

年（1887 年）からの 50 年間で、「鳥島」だけでも

少なく見積もって 500万羽が殺戮されたと推測さ

れている。 

最も新しい平成 24 年の生息調査で総個体数約３

千羽と確認され、種の絶滅から僅かに復活した。 

洋上に出ればすべての個体は単独行動している

らしい。広大な北太平洋でばらばらに行動してい

る３千羽。その内の１羽が 14時 36分、相馬沖に

姿を現わした。しかも私たちはそれを心の中で密

かに願ったのだ。 

感動した。 

生涯に唯一度だけしか出会う機会がないような

不思議な縁のことを「一期一会」と言うならば、

これは、まさしく私達と「アホウドリ」との 

「一期一会」であった。 

記憶に深く刻み込まれた船旅となった。 

 私は 15年ほど前、「アホウドリ基金」に幾許か

の寄付をしたことがあった。その際、受領通知と

共に小さいカレンダーが送られてきた。保護活動

をされていた長谷川博氏の文章と写真を基に作

成されたものだった。 

今回の絵は、その写真を参考にさせて頂いた。 

氏の承諾を得ることなく無断である。どうか許し

て欲しい。 

抱卵の写真を撮るためには、絶海の孤島である

「鳥島」へ上陸せねばならない。長谷川氏は初め

の何年間かは単独で渡っていた、昭和 52年（1977）

3 月、最初の上陸で観察した個体数は 73羽であっ

た。保護活動はここから始まった。氏が 28 歳の

時である。 

私はその熱い心に強く共感していた。 
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ケニア・タンザニア鳥見紀行                 福本 健 

動物、鳥の好きな知人に誘われて、2012 年 2 月 16 日～27 日 12 日間の「ケニア・タンザニア サフ

ァリ・ツアー」に参加した。成田を夕方出発し、バンコク乗継ぎ、機中泊で早朝ナイロビに到着した。 

一行はツアー客 23名、添乗員 1名で、4台のサファリカーに分乗し、タンザニアのセレンゲティ国立

公園、ンロンゴロ自然保護区、ケニアのアンボセリ国立公園などを回った。日中は食事とトイレ休憩以

外はほとんどサファリーカーに乗ったままでした。全員窓側が確保され窓も開き、また車の天井が開く

ようになっており、動物を間近に見られ、写真を撮ることが出来るようになっている。 

さすがに首都ナイロビの近くの道路は舗装されているが、大きな町中以外の道路は未舗装が多くて、

サファリカーはがたがた道を時速 80km ぐらいで長時間走ることになる。その振動たるや相当のもので、

「アフリカマッサージ」といわれており、1 日中マッサージ治療を受けているようなもので、心配して

いた腰痛もおこらなかった。数時間走ってもトイレがないときは、青空トイレになり、道路の右は男性、

左は女性と別れて、ブッシュの中で用を足すことになる。 

トイレ休憩や昼食、入国手続きで車から降りたときには、カラフルなハタオリドリが足元近くまで寄

ってくるなどして、いろいろな鳥が見られた。泊まったロッジ周辺を朝夕知人と探鳥したが、花の蜜を

吸いに何種類ものかわいいダイヨウチョウ（ハチドリに似ているが、止まって蜜を吸う）が飛び回り、

ヤツガシラやハイガシラショウビンなど多種の鳥がいて、疲れも忘れて写真に収めた。 

大半のサファリツアー客は動物を見に来ているので、鳥にはあまり関心がなく、フラミンゴやハゲタ

カのような目立つ鳥以外、ドライバーも車を止めることはありません。（野鳥を撮るのに数分止めてもら

うことは、動物を見に来た人にとっては永遠の時間に感じると本に書いてありました。）特に象やライオ

ンたちがいるサバンナの中では、鳥を見つけても写真を撮るために車を止めてもらうことは勇気がいり

ます。最初、他のツアー客は鳥にはほとんど関心がなかったのですが、我々の望遠レンズで撮った野鳥

の写真を見てだんだん鳥にも関心を持つようになり、おかげで、我々の乗った車は、鳥を見つけるとよ

く止まってくれ、いっしょに写真を撮ったり、車の中やホテルでも鳥が話題になるようにもなった。サ

バンナでは、ワシ･タカやツルの仲間なども沢山飛んでいて、飽きることはなかった。ドライバーにヘビ

クイワシが見たいと頼んだら、サバンナの中を探してくれて、見ることができたときは感動しました。 

サバンナの水場にはいろんな動物が集まってくるが、鳥もたくさん集まってきてきます。動物を見て

いるときに、上空をワシが飛び、木にも鳥が止まっていたりすると、どれも撮りたく大忙しでした。 

ツアーの目的であるライオン、象、チーター、クロサイなど見たかったほとんどの動物にも出会えた。

草原一面を埋め尽くすヌー、シマウマの群れ、その数は百万頭以上とも言われる大移動も驚きであった。

一匹のハイエナが母親が必死に守っているヌーの赤ちゃんを襲い、食べる自然の厳しい現実も間近に見

た。セレンゲティ国立公園は四国全体より広く、サバンナの中でもなかなか出会えないヒョウやチータ

ー、クロサイなどが見つかると、サファリーカーは無線で連絡を取り合い、あっという間に沢山のサフ

ァリカーが集まってきて、狭い道で良い場所の取り合いになる。場所が悪いとよく見えず、よい写真も

撮れない。 

バルーン・サファリでは、大平原の日の出とヌー、シマウマの大移動、川に浮かぶカバ、眼下を飛ぶ

ヘビクイワシなどが壮観でした。着陸後、草原の真っ只中の木陰で、足元に来るシロガシラウシハタド

リ、木の上の野鳥や空を飛ぶワシなどを見ながらのシャンパン・ブレックファーストもすばらしかった。 

テレビを通してしか見たことのなかったケニア、タンザニアで、動物だけでなく、思いもよらず沢山

の野鳥たちを身近に見られ、忘れられない思い出となった。 
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ササンンシショョククウウミミワワシシ  

ホホオオジジロロカカンンムムリリヅヅルル  

ヘヘビビククイイワワシシ  

ハハイイガガシシララシショョウウビビンン  

ラライイララッッククブブッッポポウウソソウウ  

チチーータターー  タンザニア・セレンゲティ国立公園の日の出 

ヤヤツツガガシシララ  
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安曇野だより №33 
大関 豊   

１．塩の道にて 

 安曇野には「塩の道」と呼ばれる街道があります。ところによって名前は変わりますが「糸魚川街道」

や「松本街道」、あるいは「千国街道」と呼ばれる街道が、その塩の道にあたります。去る昔、謙信が敵

である信玄に塩を送ったことで有名なお話がありますが、戦国よりさらに古い昔から物資の輸送路とし

て歴史ある道なのです。安曇野に来たときから一度は歩いてみたいと思っていました。ようやくのこと

昨年の年初めに松本から歩き始めました。私ごとの事情で一時中断しましたけれども、今年になって再

開、そして７月に糸魚川までを無事に完歩することが出来ました。結果、２年越しになりましたが、の

んびりと歩く街道旅はけっこう面白いものでした。 

 最近は、野鳥だけを探し求めるいわゆる探鳥旅行はほとんどしておらず、野鳥は自然観察の一部分と

してみることが多くなりました。首からカメラをぶら下げているせいもありますが、双眼鏡は持ち歩か

ないことがままあります。そんな時は、望遠レンズのカメラでその代用としています。望遠のカメラが

あれば道からはみ出すことなく草花や蝶々は撮れますし、そして昆虫や小動物まで、もちろん野鳥にも

対応できますしね。私にはそれで十分です。 

 皆さんもそうでしょうが、どこかに出かけた時、一応、季節と環境を見て出会いそうな野鳥を考える

と思います。例えば、初夏の山ならオオルリやキビタキなどのさえずりを期待するでしょう。「塩の道」

もいろいろな出会いを思い浮かべながら歩きました。たとえ出会うことが出来なくとも考えるだけで楽

しいことは皆さんも同じだと思います。そんな中、できれば（運があれば逢いたいな～）と欲を膨らま

せた野鳥にも出会いましたし、そしてまた、考えてもいなかった予想外の遭遇もありました。 

 長野県の小谷と新潟の山々を歩くからには、ぜひとも出会ってみたいものだ…と思ってわざわざ時期

まで合わせて期待した野鳥がいます。アカショウビンです。最後の最後、もうダメか、とあきらめかけ

た里に近い渓流沿いで遭遇しました。林道の前方を横切って飛んでゆく一瞬の姿でしたが、順光だった

ので陽にあたって赤く輝く鮮やかなその姿は一生忘れないでしょう。 

まったくの予想外で遭遇したのは、コチョウゲンボウです。季節は５月に入っていましたので、冬鳥

のイメージのある当該種は頭にも浮かんでいませんでした。こういう出会いは儲けもんですね。ラッキ

ー！と喜んじゃいましょう。そんなラッキーな出会いは、他に、「塩の道」で難所中の難所フスベで出会

った「カモシカ」、時期はとっくに過ぎていてあきらめていた「ギフチョウ」などがありました。 

予期せぬ出会い…に遭遇すると来た甲斐があったと充

実した気分になります。このラッキーな出会いを求めて

歩いているのかもしれませんね。また、どこかの道をぶ

らぶらと歩いてみようかと思っています。 

              

（２０１２年８月記） 
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ナベの百舌
ひゃくぜつ

 夏号            渡辺敬明（多摩丘陵緑地居）  

 

 

「漢風野鳥詠み」  
 

夏の渡り鳥  三光鳥（サンコウチョウ）  
 

 

夏気配満深木立  （深い木立に夏の気配満つ）  

遠穂意穂意穂意  （遠くに三光鳥の声ホイホイホイ）  

囀月日星続三声  （囀るツキ .ヒ .ホシ .ホイホイホイ）  

青色目枠長尺尾  （コバルト色のアイリング .長い尾羽）  

驚愕大海原横断  （みんな大海原を渡って来たのだ）  

全幼鳥誕生日本  （日本生れの幼き者達よ）  

祈万歳無事帰国  （どうか元気で帰ってきておくれ）  

 

 

 

 

 

 

私の好きな詩吟            浅野恵美子  

私の趣味の中で長く続いているのが詩吟です。 

漢詩を習うことで、昔の偉大な人たちと触れ

合うことができます。  

漢詩は四行の詩からなり、起承転結でまとめ

てあります。  

 

詩の意味を理解して、作詩者の気分になって

吟じることが大事です。吉田松陰の「辞世の

句」や高杉晋作の「獄中の作」等は、身がひ

きしまる思いがします。  

反面、武田節や画鷹は力強く元気に吟じます。 

 

硬いイメージの詩吟ですが、柔らかな調子の

和歌・今様・俳句もあり、変化にとんでいま

す。  

 

私の知的好奇心を満足させてくれる詩吟を、

これからも細く長く続けたいと思います。  
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暗に学問の道は一大名に買わるべきにあらずと鷹の画を示す 

候門＝大名のこと 一飽＝一杯の食 碧条絲＝さなだひも  
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浅川の河川改修とゲンジボタル                 粕谷和夫                        

ホタルとカエルの調査を 2012 年も行った。この調査は 2001 年から始めたので今年で 12 年目となっ

た。今年は、粕谷の他に中村后子氏、笹川佳子氏、峯尾真澄氏、峯尾良雄氏、森久美氏、山浦秀雄氏、

若狭誠氏などの会員及び会員外の城所幸子氏、塩谷暢生氏から、さらに会員の福島孝子氏から日野市黒

川清流公園のゲンジボタル観察結果が寄せられた。粕谷は 6月 22日から 6月 30 日まで 9夜連続自転車

で観察し、走行距離は 100km 近くになった。 

ゲンジボタルは昭和 20 年代頃に八王子に住んでいた人たちの話によれば、当時市内の中心部である

浅川の浅川橋や暁橋あたりで観察されていた。しかし、30 年代以降は市内中心部からすっかり姿を消し

てしまい、浅川本支流の最上部や丘陵地の源流部でしか観察されなくなってしまった。2001 年からのホ

タル調査で 2009 年頃から浅川にゲンジホタル復活の兆しが見えてきた。このことは会報かわせみ第 43

号（2009年夏号）で報じたところである。その理由は都市下水道の整備が進み、浅川の水質が大幅に改

善されたことが大いに寄与していると推定される。 

以下に八王子の市街地へのゲンジボタルの具体的な復活状況を河川別に示す。北浅川では 2009 年、

2010 年は清川グランド付近で観察され、2011 年は上壱分方町の東京天使病院付近に後退、2012 年も東

京天使病院付近より上流域での観察であった。南浅川では 2009 年は東横山橋、2010 年はさらに下流の

北浅川との合流地直前で確認され、2011年は東浅川町の南浅川橋までに後退し、2012 年は南浅川橋より

下流の睦橋（八王子桑志高校脇）付近で観察できた。城山川では 2009 年は三村橋で確認されたが 2010

年は出羽橋、2011 年も出羽橋まで後退、2012年は少し下流の不動橋で観察された。 

以下に各川の上流部の 2012 年のゲンジボタルの観察結果を示す。北浅川の上流部では若狭誠氏、中

村后子氏等により黒沼田、駒木野橋、板当橋、恩方中学校前で観察された。南浅川の上流の小仏川駒木

野公園付近（通称どんどん）、城山川の上流の御霊谷川、川口川の上流の上川口小学校裏の谷戸（種入り）

や重忠橋、湯殿川の上流の地蔵橋付近で粕谷により多数観察された。湯殿川支流の兵衛川源流部の宇津

貫緑地でも城所幸子氏からゲンジボタル観察の報告があった。 

以上のように各河川の上流部や源流部ではゲンジボタルが健在であり、最近になり河川の水質が改善

され下流にも復活の兆しが見えてきたが、そのテンポは極めて遅いか、又は年により下流部への進出が

後退している。その原因は何か。最も考えられることは、河川の両側をコンクリートで固めてしまう河

川改修であるように推測される。事実、河川改修され、川岸や川の中に土の部分が無い所ではゲンジボ

タルは生息してなく、未改修の所で観察されるという明確な事実をつかむことができた。このことを裏

付けるようにホタル専門家の八王子在住の小俣軍平氏から、「池の沢のゲンジは、殿入川に復活して団地

の登り口の橋の所までは定着しましたが、これから湯殿川合流点まで 400ｍ程は、川底がコンクリ－ト

で固められていますので困難です」というコメントを 2012年 7 月に頂いた。卵から幼虫、蛹、成虫と変

態するゲンジボタルは水中で幼虫を過ごした後、蛹になる時に土の中に潜るという生態を持っているた

めに河川の岸辺や川の中に蛹時代を過ごすための土を必要とするが、河川改修により土が全く無くなっ

てしまうとホタルは一生を全うできなくなってしまう。 

 ゲンジボタルと同じような環境に生息しているカジカガエルは、河川の水質改善に合わせて下流部ま

で復活し、今では浅川の鶴巻橋辺りでは普通に声を聞けるようになり、日野市の多摩川合流付近でも生

息を確認できるようになってきた。ゲンジボタルもカジカガエルのような浅川下流部への復活のために

は、ホタルが棲めるような河川改修を目指した「多自然型」川作りを進める必要がある。このことは単

にホタルだけの復活でなく、浅川に清流とともに多くの生きものができる環境をつくるシンボルになる

と確信する。 
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2012 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月の活動概要の速報です。  

月 日 主催 支援内容等 支援人員 観察種数 

1 15 小宮公園探鳥会  17 名 23 種 

1 27 上川口小学校全校野鳥観察  9 名 13 種 

1 28 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会  8 名 39 種 

2 4 東京都農林振興財団支援野鳥観察会 多摩湖・狭山湖 13 名 46 種 

2 4 第 1 回大和田小サタデースクール 浅川 6 名 29 種 

2 26 （共催）八王子の自然史を作るための野鳥を調べる会 北浅川 26 名 36 種 

3 7 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 7 名 15 種 

3 7 松が谷小学校野鳥観察会 大栗川 7 名 18 種 

3 3 大和田小学校サタデースクール探鳥会 小宮公園 10 名 

 

17 種 

3 13 水辺の環境教室 大和田橋下 6 名 15 種 

3 20 池の沢に蛍を増やす会野鳥観察会  12 名 15 種 

3 24 カワセミ会ジュニアクラブ  8 名 39 種 

3 25 （共催）宇津貫篠刈探鳥会  7 名 25 種 

4 26 上川口小学校全校野鳥観察 雨のため教室で講義 １名？  

4 28 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会  6 名 32 種 

5 9 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 8 名 15 種 

5 9 松が谷小学校野鳥観察会 大栗川・大塚公園 8 名 16 種 

5 26 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会  6 名 30 種 

5 29 福寿園  4 名  

6 23 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会  8 名 33 種 

 

外部機関が主催する探鳥会の支援記録（１月～６月） 
 

○「小宮公園」探鳥会 

日 時：２０１２年１月１５日（日） ９：００～１１：３０ 

天 気：曇り 

コース：小宮公園内一周 

観察した鳥：２３種 （ベスト：アオゲラ、シロハラ、ヤマガラ、シメ） 

カワウ、カルガモ、キジ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、モズ、シロハラ、ツグミ、ウ

グイス、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、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 

参加者（17 名） 

青木昭子、植田益夫、宇都宮信子、大川征治、粕谷和夫、久保山嘉男、傍嶋玲子、中村經男、 

中村后子、長谷川篤、前田善明、丸山二三夫、林和子、宮越俊一、山崎悠一、山崎久美子、若狭誠 

概要、感想等 

小宮公園主催の野鳥観察会は毎年１月の第３日曜に行われている。もう２０年続いている。本年

も同公園からの依頼で観察会を支援した。２０組の参加者が 9 時に集まってきた。支援側のカワセ

ミ会からも 17名の参加があった。 

今冬はどこも鳥が少なく、どのくらいの鳥に出会えるか心配であったが、結果は 23 種を確認で

きた。出発して直ぐに樹に止まるツグミ１羽、林の中に入るとアオゲラが姿を見せてくれた。アオ
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ゲラはこの後２回姿を現し、今回の観察会の主役になってくれた。シロハラも２回、落葉はひっく

り返している姿を見せてくれた。その近くにガビチョウもいたが、声を出さない静かなガビチョウ

であった。シメ、モズも何とか観察できたが、目玉と考えていたルリビタキ、ジョウビタキは姿を

見せなかった。                          （担当：粕谷和夫） 

 

○ 東京都農林振興財団支援 多摩湖・狭山湖野鳥観察会 

日 時：２０１２年２月４日（土） ９：００～１４：３０  天 気：快晴 

コース：上北台駅（9：00）・・・厳島神社・・・東大和市緑地・・（多摩湖周遊自転車道） 

・・多摩湖・・（堰堤遊歩道）・・慶性門・・（遊歩道）・・狭山湖堰堤南端（昼食 12：10～12：45） 

・・（堰堤）・・狭山湖堰堤北端・・（堰堤下の遊歩道）・・・狭山湖堰堤南端・・・狭山不動尊 

・・・西武球場前駅               （解散 14：30）  

参加者：５５名 

一般公募２８名、森友会（農林振興財団ボランティア）参加者９名、財団（事務局）５名 

 カワセミ会（支援者）１４名 

粕谷和夫、大川征治、長谷川篤、白川司、奈良敏夫、小張義雄、小張昌子、菊地昇、渡辺敬明、出

口富子、小塩菊子、浜田早苗、門口裕子、門口一雄   

確認した野鳥：４６種 

カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カ

ルガモ、コガモ、ヒドリガモ、ホオジロガモ、キンクロハジロ、ミコアイサ、カワアイサ、ミサゴ、

トビ、ハイタカ、ノスリ、ハヤブサ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、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、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、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 

参加者が選んだ感動した野鳥 本日のベスト３： 

カワアイサ 狭山湖で全員が確認できた。1羽であったが湖面浮かぶに白が目立っていた。 

ミサゴ   多摩湖畔で青空をバックに、白い頭と肩を目立たせて我々の頭上を飛んだ。 

ハヤブサ  多摩湖畔で水浴びをしていた。その後、2羽でジャレあい、追い回すのが見られた。 

当日の様子及び担当者の感想： 

  参加者の多くの方が野鳥観察は初めてなので、班分けは経験者と初心者に分け出発した。緑地入

口までの間、キジバト、ヒヨドリ、ハクセキレイ、ジョウビタキなどが出た。緑地入口付近で、オ

ナガが飛び交うのを全員で観察した。林内では、メジロ、アオゲラ、シジュウカラやコゲラなどが

鳴き（地鳴き）、飛んでいるが、動きが早く初心者には見るのが難しそうだ。丹沢山塊、富士山が

望まれる陽だまりで、休憩を兼ねカワセミ会粕谷会長が、里山で見られる野鳥について、写真を使

いながら説明した。メモする方が多く関心が高い。 

  自転車周遊道路から多摩湖南岸へと進み、野鳥観察のポイントのひとつの林に向かう。トチノキ、

ホオノキやシデの仲間にカラマツやスギの針葉樹が混ざった林である。樹間から多摩湖、対岸のア

シハラが望まれる。入り口付近上空でトビ、ノスリが飛び、さらに頭上には頭、肩の白色を目立た

せミサゴが飛来した。林内では、カラマツの梢を飛び交うカワラヒワの群れ、対岸で水浴びするハ

ヤブサ、アシハラで小魚を待つダイサ

ギなどを観察した。多摩湖堰堤では、

ホオジロガモ、ミコアイサ、カワウな

どを見ながら狭山湖遊歩道へと進む。

途中、シロハラ、ツグミを観察して狭

山湖畔に到着し昼食とする。 

  午後からは、狭山湖畔でカワアイサ、

マガモ、コガモや遠くに数百の群れの

カンムリカイツブリを見た。堰堤の草

地では、ツグミ、ホオジロ、タヒバリ

など小鳥を楽しみながら、狭山湖堰堤

を往復した。狭山不動尊でガビチョウ

の声を聴き西武球場前駅へ向かった。 

 参加者のアンケートによれば、「楽しか

った。」「スタッフの説明もわかりやす
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く、野鳥観察に満足。」「野鳥への関心がたかまった。」など書かれていた。 

 天候に恵まれ、46 種の野鳥を確認できたことは良かったが、コースの設定が長く、先を急ぐあま

りジックリと見られなかったことは反省点である。交通量の多い道路の誘導など森友会の皆さんに

お世話になった。また、１０数名の会員が、支援に駆けつけ、野鳥を探し、説明など協力していた

だいた。              （担当：門口一雄） 

 

○「水辺の環境教室」支援                              

日 時：２０１２年３月１３日（火） ９：２０～１０：５０ 

場 所：大和田橋下 

対 象：八王子市立第４小学校４年生 ６３人 

観察した野鳥：１５種 

イカルチドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ホオジロ、トビ、スズメ、ハシボソガラス、 

タヒバリ、ヒバリ、ケリ、ドバト、ツグミ、ムクドリ、ヒヨドリ、イソシギ 

カワセミ会参加者：５名 

粕谷和夫、門口一雄、門倉美登利、内藤公三、長谷川篤、丸山二三夫 

内容および感想： 

  今回は野鳥観察と河川清掃「みんなで浅川をきれいに！」をテーマに、環境教育の一環として、

河川環境の保護意識高め、ごみの投げ捨てを減らす抑止力の効果もねらって、初めての試みとして

実施されました。 

  最初に粕谷会長から、大きな絵を用いて「ハシブトガラスとハシボソガラスの違いについて」の

説明と、今日の観察で見られそうなツグミ、ムクドリ、ホオジロ、カワラヒワ、モズ、ジョウビタ

キなどの紹介をしてから 2回に分けて野鳥観察を実施。一方のグループは河川敷内のごみ収集活動。 

  相変わらず鳥は少なかったが、説明をした鳥のうちハシボソガラス、ツグミ、ムクドリ、ホオジ

ロなどは確認できた。 そのほかにイカルチドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ト

ビ、ドバト、ヒバリ、スズメなどを観察。 

  特筆すべきは私たちも地元ではなかなか見られないケリを全員で観察できたことでした。ケリは

橋の下の中州でうずくまって、石ころの色に同化して見つけにくい状態でしたが、それを発見した

長谷川さんには感謝します。 また、子どもたちが解散した直後にコサギとカワセミが同じポイン

トに出現したのに、一緒に観察できなかったのが悔やまれました。 （担当 丸山二三夫） 

 

○池の沢の蛍を増やす会主催の野鳥観察会                                  

日 時：２０１２年３月２０日 ８：３０～１０：１５ 

天 気：晴 

コース：館緑地保全地域内を 7班に分かれて観察 

観察した鳥：１５種 

キジバト、コゲラ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、ウグイス、エナガ、ヤマガラ、シジ

ュウカラ、カワラヒワ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ガビチョウ 

参加者：カワセミ会１２名 

 粕谷和夫、門口一雄、角田幸男、曽我允雄、曽我文子、白川司、中村經男、中村后子、長谷川篤、 

浜野建男、浜野建男、山崎悠一 

概要、感想等 

八王子市館町にある東京都指定の館緑地保全地域をフィールドとして活動している池の沢の蛍を

増やす会主催の野鳥観察を支援した。カワセミ会から 12 名の支援者の参加があり、7 班に分かれて

緑地保全地域と隣接する殿入中央公園、畑地等で観察した。 

ウグイスが笹鳴きとさえずりの両方をやってくれた。雑木林ではハシボソガラスが巣材を運んで

巣を作っていた。林内はガビチョウが多く、他ではヤマガラ、シジュウカラ、コゲラが少し見られ

た程度だった。今年はともかく鳥が少ない。林に猛禽が１羽いたが飛び去ってしまった。オオタカ

の仲間のようであった。林から出て畑地でモズを探しているとツグミが何回も姿を見せてくれた。

カワラヒワの声がしていたので確認すると 1羽だけて枝に止まっていた。 

終了後は地元の会館に移り野鳥の話をした。中心の話はオオタカで、池の沢の周辺でオオタカの

営巣の可能性が高いことを説明した。     （担当：粕谷和夫） 
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探鳥の記録（201２年 1 月～6 月） 
2 月 8日（水） 遠出探鳥会 銚子・波崎探鳥会 

2 月 12日（日） 月例探鳥会 北浅川・松枝橋～陵北大橋 

2 月 18日（土） 周辺探鳥会 滝山城跡公園～高月浄水場～多摩川睦橋探鳥会 

２月２０日（月） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（八王子城跡から富士見台、地蔵平）                               

２月２６日（日） （共催） 八王子の自然史を作るための野鳥を調べる会                  

3 月 11日（日） 公開探鳥会 浅川ふれあい橋～北川原公園探鳥会 

３月２１日（水） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（高尾山麓小仏川を歩く） 

３月２５日（日） （共催） 宇津貫篠刈探鳥会 

3 月 26日（月）～3月 31日（土） 遠出探鳥会 25周年記念バンクーバー探鳥会 

４月 8日（日） 月例探鳥会 松枝橋～小田野中央公園探鳥会 

４月２０日（金） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（多摩川合流⇒長沼橋） 

４月２５日（水） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（萩原橋⇒陵北大橋） 

5 月 13日（日） 周辺探鳥会 密猟防止パトロール探鳥会 

５月１３日（日） 公開探鳥会 オオルリを探す会 

５月２３日（水） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（日影沢⇒一丁平⇒小仏城山） 

5 月 27日（日）～29日（火） 遠出探鳥会 東北支援裏磐梯高原探鳥会 

６月２日（土） 月例探鳥会 浅川探鳥会(鶴巻橋～大和田橋) 

６月１７日（日）～１９日（火） 遠出探鳥会 秋田探鳥会（大潟村、森吉山） 

６月２５日（月） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（ランを探す） 
※中止 1 月 25 日 今熊山から醍醐丸（雪）、 3 月 9日 川原宿から夕焼け小焼け（雨）、 

4 月 14 日 藤野から和田峠（雨）、 4 月 23 日 南高尾（雨）、 4 月 27 日 北浅川～陣馬山（雨） 

 

○銚子・波崎探鳥会 

月 日：２０１２年 2月８日（水） 曇り 

行 程：八王子（6:15発） ― 八王子ＩＣ ―（首都高、東関東道）― 銚子港（9:50 着） 

探鳥 ― 波崎港（探鳥）――往路を戻る―― 八王子（18:30 着） 

見られた鳥：43種 

 ハジロカイツブリ 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 クロサギ 

アオサギ マガモ カルガモ コガモ ハシビロガモ オカヨシガモ ヒドリガモ ホシハジロ 

スズガモ クロガモ シノリガモ トビ ハヤブサ チョウゲンボウ オオバン ミユビシギ イ

ソシギ ユリカモメ セグロカモメ オオセグロカモメ ワシカモメ カナダカモメ シロカモメ 

カモメ ウミネコ ミツユビカモメ キジバト ハクセキレイ タヒバリ イソヒヨドリ メジロ 

スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス  

ベスト：シノリガモ クロガモ クロサギ シロカモメ 

参加者：２４名 

青木静子 浅野恵美子 井形定子 小澤礼子 門口一雄 門口裕子 川上恚 菊池昇  

久保山嘉男 倉本修 傍島玲子 高梨規子 多田恒子 内藤公三 中村經男 中村后子 奈良敏夫 

浜野建男 細田富美代 丸山二三夫 若狭誠 渡辺敬明 大川香 大川征治  

担当の一言： 

  お目当ての鳥はほぼ見られたが期待した珍しい鳥は出現しなかった。カナダカモメも成鳥が見た

いとの声が聞かれた。                     （担当：大川征治）  

 

○北浅川・松枝橋～陵北大橋探鳥会 

日時：2012年２月１２日（日） 8：00～11：15 天気：快晴 

参加者：３９名 

青木静子 浅野幸男 浅野恵美子 井形定子 板倉正 井上典子 今井達郎 宇都宮信子  

大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 木澤隆雄 久保山嘉男 倉本修 小高賢秀  

小張義男 小張昌子 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 白川史子 杉森ユリ 傍島玲子 角田幸男 

仲尾政幸 中橋薫 中村經男 中村后子 中山尊人 中山千晶 浜田早苗 星野光男  

丸山二三夫 武藤邦子 若狭誠 渡辺敬明 ほか１名 
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確認した野鳥：３７種 

カイツブリ カワウ ダイサギ アオサギ カルガモ トビ ノスリ キジ イカルチドリ ク

サシギ タシギ キジバト カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ 

ヒヨドリ モズ ジョウビタキ 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 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 

特記事項・感想など： 

冬晴れの奥多摩の山々が見渡せる探鳥日和となりました。冬鳥の来訪が例年と較べ大変少ないと

言われていますが、今年初めての月例探鳥会は寒さ厳しい折り 39名と多くの参加があり担当とし

ては嬉しい限りです。しかし際立った冬鳥の少なさは参加者数にも届かぬ出現鳥種数と残念な結果

ではありました。例年は多くの出現鳥の実績を持つこのコースなので次回（来年）はより多くの瞳

と耳でリベンジとしましょう。 （担当：清水盛通） 

 

○滝山城跡公園～高月浄水場～多摩川睦橋探鳥会 

日 時：2012年 2月 18 日（土）  8：45～13：40  天気；晴 

コース：バス停・滝山城址下…公園内で探鳥…高月町多摩川堤防…昭和堰上…高月浄水場…秋川堤防

…東秋川橋…多摩川秋川合流部…睦橋（解散） 

確認した野鳥：４６種 

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

モ ヒドリガモ オナガガモ キンクロハジロ ミコアイサ トビ ハイタカ ノスリ チョウ

ゲンボウ バン オオバン イカルチドリ 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 ルリビタキ 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 アオジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ 

ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ ドバト 

本日のベスト：ヨシガモ、オナガガモ、チョウゲンボウ 

参加者：１５名 

 大川征治 大川香 門口裕子 河田徳子 倉本修 高梨規子 内藤公三、長谷川篤 浜野建男  

畠山嘉郎 古山隆 丸山二三夫 武藤邦子 渡辺正樹 門口一雄 

当日の様子及び感想など： 

  雨上がりの晴天、だが北風が強く寒い 1日であった。滝山公園内では、三の丸から古峰の道、中

の丸址と探したが、寒いせいか人も鳥も少なく静かである。本丸址の神社付近でメジロ、エナガ、

シジュウカラやルリビタキが出現ししばらく観察した。公園から高月に下る道には氷も雪もなく安

堵した。暗い竹林を過ぎると、明るい水田地帯が広がる。ここではホオジロ、モズ、ハクセキレイ

が出現したが、例年この時期に見られるタヒバリ、ツグミは、上空をチョウゲンボウが旋回したた

めか出てこない。昭和堰では、キンクロハジロ、ミコアイサ、カイツブリがよく見られた。 

  高月浄水場では、ベストに選ばれたヨシガモ、オナガガモを始め７種のカモの仲間が羽を休めて

いた。特にヨシガモ♂はナポレオンハットのような頭に、胸の模様、カールした風切羽が、光を浴

び色鮮やかである。それに比べ♀はなんと地味なことか、単独ではコガモ♀と間違いそう。久しぶ

りにヨシガモの♀をジックリと見た。ここ高月浄水場は、交通の便が悪く、金網越しとなるが、野

鳥との距離も案外近く、順光で見られ、八王子ではカモを観察できるポイントである。 

  昼食後は、秋川の堤防へと進む。川岸ではカワセミが飛び、イカルチドリやタヒバリが石原を歩

く。草地では、ホオジロが飛び交い、ツグミ、アオジが再三出現した。 

長い行程であったが、寒いため、立ち止まって観察する時間が短く、予定より早く解散場所の睦

橋に着いた。解散後は東京の銘酒の蔵元で、熱燗と煮込みで鳥談義に情報交換、身も心も温まりい

い探鳥会であった。 （担当：門口一雄） 

 

○高尾山周辺歩き（八王子城跡から富士見台、地蔵平）                               

日 時：2012年２月２０日（月） ７：１５～13：40 天気：晴 

コース：八王子霊園前バス停⇒八王子城址⇒富士見台⇒地蔵平⇒南浅川両界橋⇒高尾駅 

観察した鳥：20種： 

トビ ツミ キジバト キセキレイ ヒヨドリ ルリビタキ ジョウビタキ ツグミ ウグイス 

キクイタダキ エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ カケス ハシボソガラス 

ハシブトガラス コジュケイ ガビチョウ 
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参加者：7名 

  板倉正 粕谷和夫、河田徳子 木澤隆雄 高梨規子 畠山嘉郎 渡辺正樹 

概要、感想等： 

八王子城址から 富士見台、関場峠、堂所山、景信山と歩くつもりであったが、日陰には雪が残

っていて、滑りやすかったので、富士見台で方向転換し、小仏関所跡へのコースに変更して下山し

た。 

八王子霊園前でバスを降りた参加者は 7名であった。曳橋までの間でコジュケイ、ガビチョウ、

ウグイスなどの声が聞こえてきた。御主殿跡から登って行くと梅林に出た。梅は１分咲きといった

ところであった。ここでルリビタキとジョウビタキに出会う。山頂の八王子神社までの途中カケス、

ヒガラなどが確認できた。天気がよくて日光連山、男体山が見え、されに左側奥に雪を山並を望む

ことができた。その後は井戸、馬冷やしを経て急なアップダウンの連続となり富士見台からは素晴

らしい富士山を拝むことができた。 

下りも急なアップダウンの連続で、地蔵平で昼飯を食べた。下に降りて中央線沿いの小道を高尾

駅に向かって歩いているとトビが出た。地元のお年寄り夫妻から声を掛けられ、このあたりでは毎

日のようにノスリが出ると言っていた。突如小鳥を追う鷹が現れた。ツミのようだった。両界橋か

らさらに南浅川沿いを敷島橋まで歩いた。ここではカワガラスを期待したが、キセキレイだけであ

った。         （担当：粕谷和夫） 

 

○八王子の自然史を作るための野鳥を調べる会                                 

日 時：2012年２月２６日（日） 8：４5～11：15   

天 気：晴 

コース：北浅川右岸鶴巻橋上流側河原⇒鶴巻橋⇒北浅川左岸⇒中央高速道橋⇒松枝橋 

観察した鳥：36種  （ベスト：カワセミ オオタカ カシラダカ トビ モズ）  

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ イカルチドリ クサ

シギ イソシギ キジバト カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ 

タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス 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 ガビチョウ 

参加者：26名 

阿江範彦 浅野恵美子 井形定子 井上典子 大川征治 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子  

門倉美登利 白川司 傍島玲子 千葉槇子 内藤公三 仲尾政幸 中村后子 中村經男  

長谷川篤 浜田早苗 浜野建男 浜野知恵子 氷渡トシ子 古山隆 丸山二三夫 武藤邦子  

山浦秀雄 若狭誠 

概要、感想等： 

「八王子の自然史を作るための野鳥を調べる会」という野鳥観察会を八王子市史編纂室とカワセ

ミ会の共催で行った。昨年に引き続き 2年目である。今年は一般市民 39名とカワセミ会会員 26

名が参加した。八王子市役所裏の浅川の河川敷に集合して、北浅川の左岸を松枝橋まで歩いた。参

加人数が多いので２班に分けて実施した。 

集合場所の河川敷からはカワセミが何回も観察できた。ツグミ、イソシギ、ホオジロ、カワラヒ

ワ、セグロセキレイ等も直ぐ近くに現れた。左岸に出るために鶴巻橋を渡る時、橋の下の河原にモ

ズのメスが上空にトビの飛来があった。左岸の河原に出ると対岸の岸辺にイタチが顔を出した。ホ

オジロの仲間が３種確認できた。アオジは藪の中、カシラダカは人が近づくと地面から枝に移るの

で、ホオジロとの違いを説明できた。終点の松枝橋の手前で枝に止まる 1羽のシメを見て、その後

川にいたタヒバリを見ていると１羽のタカが飛んで来て対岸の林の中に止った。飛んでいる時には

チョウゲンボウのように見えたがオオタカであった。松枝橋の下にはクサシギが２羽いた。 

（担当：粕谷和夫） 

 

○浅川ふれあい橋～北川原公園探鳥会（公開探鳥会） 

日 時：２０１２年 3月 11 日（日）  8：00～11：10  天気：曇 

場 所：浅川ふれあい橋～浅川・多摩川合流部～多摩川北川原公園 

確認した野鳥：44種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ トビ オオタカ ハヤブサ キジ 

バン イカルチドリ セグロカモメ キジバト カワセミ コゲラ ヒバリ キセキレイ ハク



 47 

セキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ アカハラ ツグミ ウグイス セ

ッカ 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 シメ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ ドバ

ト ガビチョウ  

本日のベスト：バン、キジ、カワウとサギの群、ウグイスの初鳴き、アカハラ、モズ、メジロの群 

参加者： 一般参加者 9名   会員参加者 39名  合計 48名 

会員参加者 

 青木昭子 井形定子 板倉正 井上典子 宇都宮信子 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口裕子  

川上恚 管野桂子 菊地昇 木澤隆雄 久保頼子 小高貴秀 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 白川司 

白川史子 傍島玲子 高橋芳江 多田恒子 角田幸男、出口富子 内藤公三 中山栄子 西巻虎彦 

長谷川篤、浜田早苗、浜野建男、浜野知恵子、福本健、細田富美代、武藤邦子、山口進、 

山口あつ子 若狭誠 渡辺敬明 門口一雄 39名 

特記事項、感想など： 

  浅川は、前日まで雨が降ったため水量が多く、中洲などの石原が水没しており、一週間前のカウ

ント時より水辺の鳥が少なかった。また、天候が不安定のためか一般参加者が例年より少なかった。 

  開始早々カワウとサギが入り交じって餌をとっていた。ウグイスの初鳴きが聞かれ、カワセミが

ホバリングし川に飛び込む様子なども観察できた。浅川と多摩川の合流から先のアシハラ、ワンド

では、昼時のためか鳥が少なかった。  （担当：門口一雄） 

 

○高尾山周辺歩き（高尾山麓小仏川を歩く） 

日 時：2012年３月２１日（水） 8：00～14：00  天気：晴 

コース：小仏川・上椚田橋（国道 20号）⇒駒木野公園⇒蛇滝橋⇒日影林道ウッディハウス往復⇒小

仏バス停⇒林道終点（駐車場） 

観察した鳥：2２種 

マガモ カルガモ トビ ノスリ キジバト コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ  

ルリビタキ ジョウビタキ ウグイス ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ、アオジ  

スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス ガビチョウ 

【チョウなど】テングチョウ ルリタテハ ナナホシテントウ 

【花が咲いていた植物】アオイスミレ アズマイチゲ オオイヌノフグリ カタバミ カテンソウ 

コチャルメルソウ セイヨウタンポポ ナズナ ハコベ ヒメオドリコソウ フキ ホトケノザ 

ヤマエンゴサク ユリワサビ ハナネコノメ ミチタネツケバナ 

参加者：（17名） 

浅野恵美子 板倉正 宇都宮信子 粕谷和夫 門口裕子 河村洋子 河田徳子 高梨規子  

千葉槇子 角田幸男 中村后子 中村武 中村芳子 畠山嘉郎 浜野建男 矢沢はるみ  

柚木育子 

概要、感想等： 

高尾山周辺歩きの今月は小仏川を道草しながら上流まで歩くコース。野草などの花が期待でき、

天気も良かったので 17名のメンバーが集まった。 

キセキレイが数ヶ所で屋根の上で繁殖期の綺麗な声と姿を見せてくれた。ルリビタキ、ジョウビ

タキも姿を見せてくれた。 

小仏川の通称どんどんの所は早春の花の宝庫である。コチャルメルソウは未だ三分咲き、アズマ

イチゲ、ユリワサビは咲き出した。カテンソウは未だ蕾状態だ。 

春一番先に咲くアオイスミレはしっかりと花を咲かせていた。蛇滝沢に少し入りハナネコノメを

見たが未だ三分咲きだ。日影沢のハナネコノメは丁度よいタイミングだった。 

小仏バス停付近でノスリが上空を横切ってくれた。その後も鷹が 3羽現れた。 

これはトビであった。バスの終点からさらに歩いて林道の終点に 12時 5分前に着いた。ここでミ

ソサザイのさえずりを聞きながら弁当を食べて、鳥合わせご現地解散とした。帰りも JR 高尾駅ま

で歩き 14時に駅にたどり着いた。    （担当：粕谷和夫） 

 

○宇津貫篠刈探鳥会 

日 時：2012年３月２５日（日） 8：00～14：25 

天 気：晴 

コース：JR横浜線みなみ野駅→毘沙門天→宇津貫公園→クボノキ湧水→宇津貫緑地（ホタル沢、尾
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根道）→兵衛川→みなみ野駅 

観察した鳥：25種 

カワウ カルガモ コガモ ハヤブサ キジ キジバト コゲラ ハクセキレイ ヒヨドリ  

ジョウビタキ ツグミ 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 

参加者：カワセミ会 7名 

  板倉正 粕谷和夫 木澤隆雄 工藤正子 浜野建男 浜野知恵子 渡辺正樹  

概要、感想等： 

毎年 3月に八王子・日野カワセミ会は宇津貫緑の会の活動に協力して八王子ニュータウンの残存

緑地の雑木林管理作業の手伝いを行っている。前半は探鳥会で後半は雑木林の管理作業というプロ

グラムである。集合場所の横浜線八王子みなみ野駅から雑木林のある宇津貫緑地まで野鳥の観察を

しながら歩いた。カワウが上空高く飛んでいた。途中でジョウビタキ 3羽がいたが全てメスであっ

た。 

雑木林での今年の作業はシイタケのホダギへの駒打ちであった。昨年 9月の大型台風で倒された

コナラにドリルで穴を開けて種駒を打ち込んだ。思ったより腰が痛い作業であった。 

午後は宇津貫緑地内で野鳥のカウントを行った。ハヤブサが丘陵方向から飛んできて八王子ニュ

ータウンの方に飛翔して行った。午後になり気温が上がり丘陵地の日向にヒオドシチョウ、テング

チョウが出てきた。アオイスミレ、カタクリ、アズマイチゲも花を開いてくれた。 

                              （担当：粕谷和夫） 

 

○25周年記念バンクーバー探鳥会 

日 程：2012年 3月 26 日～3月 31日 現地 4泊 機中 2泊 

主な探鳥地：バンクーバー郊外の河口、自然公園、都市公園、海岸、農地など  

参加者：12名 

井形定子 大川征治 大川香 門口裕子 河村洋子 中村后子 長谷川篤 古山隆 丸山二三夫 

山崎悠一 山崎久美子、門口一雄 

探鳥委託業者及び講師：㈱ワイバード 中野泰敬氏（同行）、河合顕彦氏（現地） 

確認した野鳥：106種（文末にリスト掲載） 

ベストに選んだ野鳥（講師を含め 13名で各 10種選び合計した。） 

1位 （12名） シロフクロウ、エボシクマゲラ 

3位 （11名） アンナハチドリ、オウギアイサ 

5位 （ ９名） ハクガン 

6位 （ 7名） アカフトオハチドリ 

7位 （ 6名） ハゴロモガラス、キヅタアメリカムシクイ、ハクトウワシ 

10位 （ 4名） スミレミドリツバメ、フタオビチドリ 

12位 （ 3名） メキシコマシコ、コマツグミ、アラナミキンクロ、キタホオジロガモ、 

ハシグロアビ、ミドリツバメ、ムナオビツグミ 

探鳥の記録（感想、文中のベストは私が選んだもの。）： 

 

1日目（26日） 時間；11：00～17：30  天候；曇り時々小雨 

  成田から 9時間の飛行、到着したバンクーバーは小雨模様であった。現地講師の河合さんと合流

し、バンクーバーや北米の野鳥の話を聞きながら最初の探鳥地へと向かう。幹線道路から田園地帯

に入って間もなくハクガンの大群を見た。1,000羽以上の群れが牧草畑？で餌を採っており、日

本では考えられないほどの近い距離で観察した。口の周りをオレンジに染めている。鉄分の多い土

にクチバシを差し込むため染まるとのこと。成鳥、若鳥が入り交じり壮観である。その中に亜種の

アオハクガンが一羽だけ紛れこんでいた。突然一斉に飛び立った。上空にアメリカの国鳥ハクトウ

ワシの姿を確認した。2・3回低空飛行するが、若鳥とのことでハクガンに被害なし。その後も大

きな群れを数ケ所で見ながら最初の探鳥地「ブランズウィック・ポイント」に到着した。 

ブランズウィックは大きな川の河口で堤防の上からの探鳥である。シロフクロウのポイントの一

つとのことである。川面や岸辺の藪ではオウギアイサ、ハイイロチュウヒ、ハシボソキツツキ……

次々に出現し目当てのシロフクロウのポイントに到着するのにだいぶ時間を要した。堤防の突端の

ポイント付近は、川原一面が草原で、大きい流木が点在し、遠くに海が見える環境である。日本で



 49 

想像していた雪原とは異なり、枯草がたなびく荒地である。遠くの流木の上、枯草の影に白いもの

が双眼鏡に入る。望遠鏡を覗きシロフクロウを確認した。4羽がポツンポツンとそれぞれのポジシ

ョンに座り眠そうにじっとしている。バンクーバーには 6年ぶりの渡来とのことだ。3月末のこの

探鳥会まで残って居てくれるか心配であったが見られてよかった。 

次の探鳥地は、船着き場の近くの公園である。ここで遅い昼食をとりながらの探鳥である。コマ

ツグミ、アメリカキバシリ……次々に出現し食べている暇がない。ハシボソキツツキの巣穴堀やア

ンナハチドリなど小鳥類を堪能した。 

  最後に、シロフクロウのもう一つのポイント、バンダリーベイ・リジョウーナル・パークに向か

う。大きな川の河川敷で、最初のポイントと同様に、いたるところに流木が漂着し荒涼とした土地

である。 

公園の入口に「シロフクロウの睡眠を邪魔するな？」との看板があり、地元のバーダーの気配りが

分かる。堤防から見渡すと、流木の上にポツンポツンとシロフクロウが座っている。一番堤防に近

い個体をジックリ観察し、カメラに収めた。眠ったふりをしながら時折眼を開たり、首を回す仕草、

黄色い眼、小さな口、白い羽毛に黒点を散らした羽模様など良く見られた。周りを見渡すとペアだ

ろうか並んで座っているもの、黒斑の多い個体、薄い個体など 10羽以上いたようだが、７羽確認

できた。最後には飛ぶ姿も見ることが出来た。 

本日確認した野鳥５０種、 ベスト：シロフクロウ、ハクガン、オウギアイサ、 

 

２日目（２７日） 時間；7：30～18：００  天候；曇り時々小雨 

  昨日の夕方シロフクロウを観察したバンダリーベイ・リジョーナル・パーク公園の南側とのこと

だが、場所の見当がつかない。対岸（海・湾）の雪山をバックにコクガンの群れが飛ぶのが観察で

きた。時折小雨が降り、海岸のため風が強く、寒い天候なのにミドリツバメが飛来しており観察で

きた（2月頃には来るとのこと。）。背の色がオオルリのように青い。巣箱を利用して繁殖するとの

ことで、2・3ｍの高さの角材にシジュウカラの巣箱に似た箱がいくつも取り付けられているのが

見られた。泥でなく、枯草などを集めて産座としているそうだ。日本では珍鳥のカリフォルニアカ

モメやクロワカモメも近くで見られた。 

  途中、小さな公園に立ち寄り、大きな針葉樹（米松？）で休んでいるアメリカワシミミズクを見

た。高さ 20数ｍの薄暗い枝に止まっているが、とにかく大きい。地味だが、立派な耳が印象深い。

次は、フェリーターミナルからの探鳥である。車窓からオオアオサギのコロニーを見ながら、道路

脇の海岸でクロキョウジョシギ、毎年 1羽だけ飛来するというハジロオオシギ、夏羽のアラナミキ

ンクロ、ヒメハジロやハシグロアビなどを観察した。 

  本日の最後は、ホテル近くの 1周 10Km以上という大きな公園での探鳥である。目まぐるしく

変わる天気も晴れて、心地よい探鳥日和となった。カナダガンのペアが芝生を歩いていた。運河

（川・海？）ではキタホオジロガモの群れやウミバトが近くで見られた。アンナハチドリが花木に

飛来し蜜を吸うのをデッキの上から、下から、赤や青に変わる羽色、超速の羽の動きなどよく見ら

れた。この公園での極めつけは、ガイドの河合さんの手に泊まるクリイロコガラ、餌に集まるアメ

リカコガラ、ヒョッコリ首を出すアライグマにリスそしてムナオビツグミである。とにかく近過ぎ

てカメラに入らない。さらに枯れた 2本の電信柱のような巨木に止り、樹上に溜まった水を飲み、

鳴き交わすカナダガンは圧巻であった。動物園と間違いそうだ。満開のベニスモモの梢に再三飛ん

でくるアンナハチドリ、大きな池ではアメリカオオバン、カワアイサ、コブハクチョウなど観察し、

途中小鳥を見ながら 10数分歩いてホテルに入った。 

本日確認した野鳥 68種。  

ベスト：ミドリツバメ、ハシグロアビ、キタホオジロガモ、ヒメハジロ、ムナオビツグミ 

 

3日目（28日） 時間；7：30～17：30  天候；曇り一時晴れのち時々雨 

  今日は、アメリカの国境に近いホワイト・ロックに向う。車窓から広々とした田園風景を眺めな

がら約 1時間、海と小高い丘に囲まれた素敵な町に到着した。目の前の海岸沿いの線路を約百輌編

成の貨物列車が汽笛をならし、ゆっくり通過する様は日本では見られない雄大な光景である。ここ

では、海に数百ｍも突き出たヨットハーバーでの探鳥だ。鳥との距離が近く、光も良い。ビロード

キンクロの眼の側の三日月形の白斑にクチバシのオレンジとコブがよく見える。足元（桟橋の下）

を通るヒメハジロ♂の頭、♀の顔の白斑の可愛らしいこと。コオリガモのオドケタ姿が印象的だ。

桟橋から引き上げる時に彼方の線路沿いに白い巨岩（ホワイト・ロック）が一つ目に入った。 

続いてアメリカオオソリハシシギ、ゼニガタアザラシが休む沼を回り、大木の林立する森「クレ
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セット・パーク」でエボシクマゲラを探す。針葉樹の森に入り、しばらくして折れた立木をつつく

エボシクマゲラを見つけた。赤い帽子をかぶり、黒地に白い線が目立つ。高さ 20ｍほどの枯れ木

で頭を振り振り穴掘り中である。しばらくすると別な個体が現れ、穴を挟み上下に止り、作業の成

果を確認するように穴を覗き、胸を張り合い交代する。なんと♂♀共同で穴を掘っていた。交代後

は離れた木に止まり首の筋肉を休めているのだろうか、グッタリした様子に見える。その後、10

分位？でまた交代する。このような光景を見ることは、現地の河合さんも初めてとのこと、エボシ

クマゲラの共同作業に感動した。 

その後次の公園に移動し、アメリカヤマセミ、クロミヤコドリなどをみた。 

本日確認した野鳥 51種  ベスト：エボシクマゲラ、ヒメハジロ、ビロードキンクロ 

 

4日目（29日） 時間：7：30～17：45  天候：曇りのち雨 

  今日も 4カ所の公園を回り、キヅタアメリカムシクイ、アメリカオシ、スミレミドリツバメ、ア

カフトオハチドリなどを堪能した。数年前鎌倉に飛来した（私は見逃した。）キヅタアメリカムシ

クイは当地では旅鳥とのことで、この時期でなければ見られないそうだ。キビタキのような黄色が

目立つ夏羽をジックリと見た。 

 アメリカオシの♂は歌舞伎役者のような怖そうな顔をしていた。地味な♀と連れ合って泳ぐ姿は日

本で見るオシドリとそっくり。 

スミレミドリツバメはミドリツバメ同様、巣箱を利用するそうで方々に設置してあった。この巣

箱は底板に近いところに長方形の出入り口が開けてあった。そのわけと中の巣がどのようになって

いるか聞き漏らしたのが残念である。 

アカフトオハチドリは、蜜壺にたより北上し渡りをやめたアンナハチドリとは違い、毎年 4,000

ｋｍも離れたメキシコとの間を行き来するそうだ。蜜が主食なので長旅に耐えるエネルギーが出る

のか？小さいが強そうな素敵な鳥だ。 

最後のライフェル・バードサンクチュアリで雨になり、カナダヅルを傘を差しながら見てホテル

に引き上げた。 

     本日確認した野鳥 62種   

ベスト；キヅタアメリカムシクイ、スミレミドリツバメ、アカフトオハチドリ  

 

5日目（30日）時間：7：15～9：45  天候：晴 

  最終日は、飛行機の出発までの約 2時間、空港近くの公園での探鳥である。海岸の小さな公園で

は、散歩の人や犬との距離が数メートルになっても逃げないフタオビチドリの♂？がいた。住民が

野鳥を大切にしているので近づいても平気でいるのかと感心していたら、講師の中野さんが近くで

放卵中の♀？を見つける。この大胆な♂の行動が擬態なのか？フタオビチドリの知恵とたくましさ

を感じた。 

  飛行機が頭上低く飛ぶ公園では、前日藪の中にいるのを苦労して見たハシナガヌマミソサザイが

アシの穂先で囀っているのが見られた。春の日差しを浴びた姿は、昨日見たのとは別の種のように

見えた。 

さらに、日本でも見たことのあるオオホシハジロのゴッツイ姿を、時間に追われながら見て飛行場

へ向かう。 

本日確認した野鳥 35種  ベスト：フタオビチドリ、テリムクドリモドキ 

 

カワセミ会の海外探鳥会は、5年毎に会結成記念事業の一つとして実施してきた。5回目である

今回は、北米の鳥を楽しむことと、日本に迷鳥として飛来し、名前の聞いたことのある鳥をじっく

りと見ることを期待して参加した。結果は、アメリカの鳥、エボシクマゲラ、ハクトウワシ、アン

ナハチドリやメキシコマシコなど、次々と出現し感動の連続だった。また、シロフクロウ、キヅタ

アメリカムシクイやキタホオジロガモなど日本で見逃した鳥もジックリ観察でき満足した。 

 特に、バンクーバーの風光明媚な自然に接したことと、野鳥との距離が近くカナダガン、カナダヅ

ルやハチドリなど野生とは思えぬほど近くで見ることが出来たこと、出現した 106種の野鳥を、

ほぼ全員が確認することが出来よかった。 

最後に、講師の中野さんには親切で丁寧な指導をいただき思い出に残る探鳥会となった。観察中

に撮られた写真の CDを提供していただき再度バンクーバーの野鳥を楽しんでいる。また、現地講

師の河合さんには、バンクーバーの野鳥のこと、アメリカ大陸全体の野鳥の話や日本の野鳥との比

較など幅広くお話しいただき、鳥を見る目が広がりました。ありがとうございました。 
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確認した野鳥のリスト（106 種） 

アビ シロエリオオハム ハシグロアビ ミミカイツブリ アカエリカイツブリ  

オビハシカイツブリ ハジロカイツブリ クビナガカイツブリ ミミヒメ 、ヒメウ  

オオアオサギ ゴイサギ ナキハクチョウ コブハクチョウ ハクガン アオハクガン  

コクガン カナダガン アメリカオシ （アメリカ）コガモ マガモ オナガガモ ハシビロガモ 

オカヨシガモ ヒドリガモ アメリカヒドリ オオホシハジロ クビワキンクロ スズガモ  

コスズガモ シノリガモ コオリガモ クロガモ アラナミキンクロ ビロードキンクロ  

ホオジロガモ キタホオジロガモ ヒメハジロ オウギアイサ カワアイサ ウミアイサ  

ハクトウワシ、ハイイロチュウヒ クーパーハイタカ アカオノスリ ハヤブサ コウライキジ  

アメリカオオバン カナダヅル ダイゼン フタオビチドリ クロミヤコドリ オオキアシシギ 

ハジロオオシギ アメリカオオソリハシシギ クロキョウジョシギ ミユビシギ ハマシギ  

カモメ クロワカモメ カリフォルニアカモメ アメリカオオセグロカモメ ワシカモメ  

ウミバト シラコバト カワラバト（ドバト） メンフクロウ アメリカワシミミズク  

シロフクロウ アカフトオハチドリ アンナハチドリ アメリカヤマセミ セジロコゲラ  

ハシボソキツツキ エボシクマゲラ ミドリツバメ スミレミドリツバメ ヒメコバシガラス  

ワタリガラス アメリカコガラ クリイロコガラ ヤブガラ アメリカキバシリ  

シロハラミソサザイ ミソサザイ ハシナガヌマミソサザイ アメリカキクイタダキ  

ルビーキクイタダキ コマツグミ ムナオビツグミ ホシムクドリ キヅタアメリカムシクイ  

ホシワキアカトウヒチョウ サバンナシトド ゴマフスズメ ウタスズメ キガシラシトド  

ミヤマシトド ユキヒメドリ ハゴロモガラス テリムクドリモドキ ムラサキマシコ  

メキシコマシコ マツノキヒワ オウゴンヒワ イエスズメ  

（担当：門口一雄） 

 

○松枝橋～小田野中央公園探鳥会 

日 時：2012年４月 8日（日）  8：00～11：00 

天 候：晴れ 

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：41種 

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

キジ クイナ タシギ キジバト ヒメアマツバメ カワセミ コゲラ ツバメ イワツバメ 

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 シロハラ ツグミ 

ウグイス シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ イカル シメ スズメ ムクドリ  

オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ ドバト ガビチョウ 

本日のベスト：①オオタカ ②ヒメアマツバメ ③ウグイス 

鳥仲間：32名 

浅野恵美子 井形定子 板倉正 井上典子 宇都宮信子 大川征治 大川香 粕谷和夫  

門口一雄 門口裕子 河村洋子 木澤隆雄 小塩菊子 小高賢秀 佐藤哲郎 清水盛通  

高山早苗 角田幸男 内藤公三 中村經男 中村后子 長谷川篤 浜野建夫 浜野智恵子  

林和子 福田弘司 福本健、古山隆 武藤邦子 若狭誠 渡辺敬明 丸山二三夫 

担当者の感想 

  昨年末からこの春にかけて、冬鳥の飛来が全国的に極めて少なく、かつ冬鳥から夏鳥への端境期

にあたり、はたして野鳥がどのくらい出現してくれるか大変不安だったが、結果的には 41種とい

うことでなんとか 40種をクリアーし、皆さんにもそれなりに楽しんでいただけた月例探鳥会だっ

たのではと自己満足している。 

  昨年の結果と比較してみると、イカルチドリ、ヒバリ、ヒレンジャク、ジョウビタキ、アカハラ、

ベニマシコなどが見られなかったが、変わりにクイナ、タシギ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ノ

ビタキなどが穴を埋めてくれた。 このうち、クイナは今年に入って情報が多いように思われます。

また、ノビタキは前日の定期カウントで確認された固体と同じかもしれません。 

  鳥合わせの後、昨年は大震災の影響で中止された花見の宴が、かわせみ会 10周年記念のヤマザ

クラの下で開かれました。この時間帯に合わせ参加となった今井さん、廣川さんも加わりにぎやか

に交流の輪が広がりました。     （担当：丸山二三夫） 
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○浅川野鳥サンクチュアリ観察（多摩川合流⇒長沼橋）                                 

日 時：2012年４月２０日（金） 8：15～13：00  天気：曇り 

コース：「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」、「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」、 

「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」 

観察した鳥：44種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ コガモ トビ オオタカ ハヤブサ チョウ

ゲンボウ キジ バン オオバン 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 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 モズ 

ツグミ ウグイス セッカ エナガ シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ カワラヒワ 

シメ スズメ コムクドリ 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  

参加者（17名）： 

板倉正 粕谷和夫 門口一雄 木澤隆雄 小塩菊子 小張義雄 佐藤サヨ子 傍島玲子  

角田幸男 出口富子 長谷川篤 浜田早苗 浜野建男 武藤邦子 若狭誠 渡辺敬明 渡辺正樹 

概要、感想等： 

浅川で地形的な特質から環境の多様性に富み、多くの種類の野鳥が生息している所や希少的な野

鳥が生息している所を勝手にバードサンクチュアリとして設定して、このような地域を「生き物等

の調査活動」、「野鳥の情報発信活動」、「自然体験学習、環境学習活動」の拠点とすることとしてい

る。 

浅川バードサンクチュアリの 4月 20日は「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」、「浅川

右岸一番橋下流のワンド付近」、「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」の 3地域の観察をし

た。 

「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」では、多摩川の下流側の府中四谷橋の橋柱に止まっ

ているハヤブサが観察できた。頭上の高圧線にはチョウゲンボウが 2羽止まっていて、一方が聞き

なれない鳴き声を盛んに発していた。ペアリング行動なのか。カワセミも 2羽一緒にいて盛んに鳴

き交わしていた。 

「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」ではオオタカが突然現れて、河原の樹に止まっていたキジ

バトを襲ったが狩に失敗し、対岸のビルの 3階のベランダにとまった。若鳥であった。セキレイと

カラスがベランダのオオタカを攻撃していた。一番橋に営巣するイワツバメが 100羽近く川の上

を飛び交っていた。河原ではモズのオスが餌を求めて地上に降りたり枝に戻ったりしていた。 

「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」ではコガモが未だ 10羽以上残っていた。うち 2

羽のコガモが交尾した。バンは４～5羽いて、うち 2 羽の争いの行動が観察された。イタチが池の

対岸に姿を現し、上流側の藪に消えた。コムクドリが住宅のテレビアンテナに１羽止まっていた。

その後電線に移った。飛んでいる虫をつかまえるためかフライキャッチのような行動を何回もした。

止まっている時は口から何かを吐き出した。渡り途中の個体と思われる。（担当：粕谷和夫） 

 

○浅川野鳥サンクチュアリ観察（萩原橋⇒陵北大橋） 

日 時：2012年４月２５日（水）8：10～13：00 天気：晴後曇 

コース：「浅川右岸萩原橋のワンド付近」、「北浅川、城山川、南浅川の 3川合流地付近」、 

「北浅川陵北大橋上流から下流の丸太橋間付近」 

観察した鳥：30種 

ダイサギ アオサギ カルガモ コガモ トビ キジ イカルチドリ イソシギ キジバト カ

ワセミ コゲラ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ツグ

ミ ウグイス シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ イカル 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 

参加者：５名 

粕谷和夫 高梨規子 浜野建男 武藤邦子 若狭誠 

概要、感想等： 

浅川野鳥サンクチュアリの観察を 4月 20日は下流側 3地域を行ったが、4月 25日は上流側 3

地域を行った。 

「浅川右岸萩原橋のワンド付近」では、河原でキジのオスとメスが一緒にいるところが観察でき

た。アオジも河原の草藪の中に未だいた。イカルチドリが 2羽鳴き交わしながら上流下流行き来し
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ていた。カジカガエルの声が聞こえてきた。 

「北浅川、城山川、南浅川の 3川合流地付近」では、城山川合流付近でカワセミがパトロールす

るように飛びまわっていた。畑になっているところでモズが採餌していた。 

「北浅川の陵北大橋上流から下流の丸太橋間付近」では河原にツグミが 10 羽程集合していた。

ウグイスのさえずりあり。セリ摘みの人が来ていた。 （担当：粕谷和夫） 

 

○密猟防止パトロール探鳥会 

日 時：2012年 5月 13 日（日） 6：００～7：30  天気：晴 

場 所：小下沢林道（オオルリを探す会の前に実施した。） 

参加者：15名 

青木静子 阿江範彦 大川征治 大川香 門口裕子 佐藤哲郎 白川司 玉手道雄 玉手しのぶ 

長谷川篤 福本健 丸山二三夫 山崎悠一 若狭誠 門口一雄 

確認した野鳥：6種 

オオルリ キビタキ センダイムシクイ シジュウカラ メジロ ヤマガラ、 

担当者の感想など： 

カワセミ会の野鳥保護活動のひとつ、密猟防止パトロール探鳥会を 5月 13日早朝実施した。こ

の活動は、毎年 2回高尾山周辺で実施しているが、1回目は雨のため中止とした。2回目の今回は、

天候に恵まれ 15名の会員が参加した。「野鳥を飼わないで！」「野の鳥は野に！」などの腕章をつ

け約 1.5ｋｍを早朝 6時から 7時間 30分までパトロールした。 

よく晴れたが杉木立の中は寒く、野鳥の出現は少なかった。例年より林道の利用者も少なく、不審

な車など見当たらなかった。     報告者（担当）；門口一雄 

 

○オオルリを探す会（公開探鳥会）                                 

日 時：2012年５月１３日（日） 8：30～11：00 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⇒ザリ久ボ⇒ 

石碑「浩宮殿下御誕生記念植林地」で解散） 

観察した鳥：20種、  （ベスト：オオルリ、ノスリ、キビタキ） 

カルガモ ノスリ ジュウイチ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ヤブサメ ウグイス センダ

イムシクイ キビタキ オオルリ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ カケ

ス ハシブトガラス コジュケイ ガビチョウ 

参加者：69名（カワセミ会 44名、会員外 25名） 

カワセミ会 

阿江範彦 青木静子 井形定子 石橋公子 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 金子緑 川上恚 河田徳子 菊池昇 木澤隆雄 小高賢秀 佐藤哲郎  

清水盛通 白川司 杉森ユリ 曽我允雄 傍島玲子 高梨規子 高山早苗 多田恒子 角田幸男 

内藤公三 中村經男 中村后子 中山尊人 中山千晶 長谷川篤 浜田早苗 浜野建男  

浜野知恵子 氷渡トシ子 福島孝子 星野光雄 丸山二三夫 武藤邦子 森久美 山崎悠一  

若狭誠 

概要、感想等： 

毎年 5月の第 2日曜日はカワセミ会の公開探鳥会で、裏高尾の小下沢でオオルリを探す会を開

いている。天気は晴れ、小下沢林道中央高速交差地付近の集合場所に集合時刻の 8時 30分にカワ

セミ会会員 44名、一般市民 25名が集合した。先ず集合場所から囀るオオルリを観察できた。小

下沢林道に来る登山者は少ないため団体で歩く探鳥会には適しコースである。後半のグループは杉

林で囀っているキビタキの姿を何とか捕えたフィールドスコープを交替で覗くことが出来た。前半

のグループは旧キャンプ場付近でジュウイチの声と姿を確認できた。 

その旧キャンプ場に後半グループも到着し、休憩していると上空に 1羽のノスリが現れた。通常

の旋回飛翔だけでなく、急降下、宙返りのような行動を何回もやっていた。もしかしたら求愛デス

プレイフライトかも知れない。 

全体的に鳥が少なく、毎年 3,4 羽出るミソサザイは 1羽も出ない、クロツグミも出なかった。

蝶ではオナガアゲハが多く、ウスバシロチョウも目立ち、ミツバウツギの花にはミヤマセセリが来

ていた。 

帰りは有志により植物観察を行い、サツキヒナノウスツボ、オウギカズラ、フタバアオイなどの

花を観察できた。 （担当：粕谷和夫） 
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○高尾山周辺歩き（日影沢⇒一丁平⇒小仏城山） 

日 時：2012年５月２３日（水） 8：30～14：30 天気：晴 

コース：高尾山日影沢の途中から一丁平に上がり、小仏城山を経て林道を日影に下った 

観察した鳥：19種（ベスト：ヤブサメ、ホオジロ、キビタキ） 

トビ アオゲラ コゲラ ツバメ ヒヨドリ クロツグミ ヤブサメ ウグイス キビタキ オ

オルリ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ カケス ハシブトガラス コジ

ュケイ ガビチョウ 

参加者：1８名 

青木昭子 青木静子 浅野恵美子 板倉正 岡本昭男 長田八重子 粕谷和夫 管野桂子  

河村洋子 小林桂一郎 曽我允雄 高梨規子 千葉槇子 中村經男 中村后子 浜野建男  

渕上達子 柚木育子 

概要、感想等： 

日影沢入り口付近の小仏川にはヤブデマリの大きな株があり白い花を株全体に付けていた。その

近くのオオバアサガラは蕾であった。林道に入るとガクウツギの花が芳香を放っていた。カワトン

ボが眼につく。ミツバツウツギの花にオナガアゲハが来ていた。 

オオルリの囀りが真上から聞こえてきた。一丁平への道に入るとキビタキも姿を見せてくれた。

ヤブサメの声は何とか聞こえたがセンダイムシクイは確認できなかった。一丁平でクロツグミの声

有り。 

キジカクシが花を付けていた。ハルゼミだかエゾハルゼミだかが鳴きだした。小仏城山へのコー

ス脇にキンランがいっぱい咲いていた。小仏城山山頂で昼飯を食べているとトビ、ツバメが飛んで

きた。下りの林道脇にワニグチソウあった。ホオジロがさえずっていた。 

林道の車止めのゲートでサルの群に出会った。10 頭以上はいた。ニセアカシアの花を食べてい

た。食べ残した花の着いた枝が道に落ちていた。サルとの出会いは久ぶりである。 

（担当：粕谷和夫） 

 

○東北支援裏磐梯高原探鳥会 

月 日：2012年 5月 27 日（日）～29日（火）  2泊 3日  

場 所：裏磐梯高原（中瀬沼散策路、休暇村散策路、雄国沼ハイキングコース、五色沼散策路、野鳥

の森、磐梯スキー場連絡道、磐梯山登山道等） 

宿 泊：檜原湖畔のホテル 

確認した野鳥：57種 

カイツブリ カワウ アオサギ オシドリ マガモ カルガモ ヒドリガモ キンクロハジロ 

ハチクマ トビ オオジシギ キジバト ジュウイチ カッコウ ツツドリ アマツバメ アカ

ショウビン アオゲラ アカゲラ オオアカゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ キセキレイ 

ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ コルリ クロツグミ ヤブサメ ウグ

イス オオヨシキリ センダイムシクイ キビタキ オオルリ コサメビタキ エナガ コガラ 

ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ キバシリ メジロ ホオジロ ノジコ アオ

ジ カワラヒワ イカル ニュウナイスズメ スズメ コムクドリ ムクドリ カケス ハシボ

ソガラス ハシブトガラス  

ベスト：アカショウビン（鳴き声）、ノジコ、オオアカゲラ、キビタキ、コサメビタキ 

植物のベスト（100種余確認、原田さんに選んでいただいた。） 

①ブナの林；雄国沼ハイキングコースと磐梯山登山道で見た樹齢数十年の一斉林が見事であった。 

 若葉と木漏れ日には癒された。 

②ミツバアケビ；数が多く方々で見られた。 ③オオタチツボスミレ；いたるところで咲いていた。 

④ミヤマスミレ  ⑤スミレサイシン  ⑥キバナイカリソウ  ⑦ヒトツバテンナンショウ 

⑧サワオグルマ  ⑨ニシキゴロモ   ⑩ルイヨウボタン   ⑪ルイヨウショウマ 

参加者：19名   

青木静子 浅野恵美子 大川征治 大川香 粕谷和夫 加藤岸男 門口裕子 菊地昇  

久保山嘉男 傍島玲子 中村后子 原田佳世 福本健 細田富美代 丸山二三夫 矢沢はるみ 

若狭誠 渡辺敬明 門口一雄  

担当者の感想等： 

  カワセミ会が過去４回探鳥会などでお世話になっている裏磐梯高原が大震災・原発事故、さらに

風評により甚大な被害に遭遇しているとの報道に「何か出来ることをしよう」との思いで、この探
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鳥会を計画した。結果は、19名の会員が参加し、裏磐梯の現状を見て来た。バスの車窓からは、

震災から 1年以上経つのに路肩が陥没している箇所もあった。また、数か所で復旧工事が行われて

いた。裏磐梯高原は、一見震災前と変わらない風景だが、ホテルのマスターは「私たちが帰ると、

宿泊客はない。」また、帰りに寄った喜多方のラーメン店のマスターは「昨年は、震災前の 1割、

現在でも半分以下」とのことで厳しい現実を伺い、胸が痛くなった。2泊 3日とささやかな支援で

あったが実施してよかった。 

 

  1日目 探鳥予定の中瀬沼周辺は、サイクリング大会が開催されており、混雑が予想されるので

手前の毘沙門沼付近で昼食を兼ね 2時間ほど探鳥した。食事中にいきなり上空をタカが飛び沸き立

つ。あわてて双眼鏡を取り出し追跡するが、準備不足で識別できない。写真判定の結果ハチクマと

同定する。続いてアカゲラが近くで鳴き、幸先よい探鳥の始まりである。毘沙門沼付近を回りキビ

タキ、アオジなどの鳴き声を聞き、中瀬沼に移動した。中瀬沼周辺は、森あり、沼・川・湿地あり、

草原あり、景色よく、遊歩道も整備され、裏磐梯屈指の探鳥ポイントである。アオジ、キビタキ、

ノジコなどの鳴き声が聞こえる。遊歩道の側の古木にコサメビタキがコケで外装した瑞々しい巣を

作っていた。巣の近くを飛び交うコサメビタキを観察した。その先の見晴台では、中瀬沼と磐梯山

の風景を堪能した。中瀬沼の木道が地震の影響か、傾き通行止めになっていた。ホテルに向かう途

中の「ショウビン沢？」に立ち寄りアカショウビンを探したが見つからなかった。ここでは植物の

ベストに選んだキバナイカリソウが咲いていた。 

 

  2日目 早朝探鳥は、バスの運転手にお願いし 5時 30分に出発した。先ず、アカショウビン情

報のある雄国沼登山道入口の雄子沢に立ち寄りアカショウビンの声を聞いた。カエルの声と入り混

じり、かすかに聞こえる。特徴のある鳴き声を確認した。ミソサザイ、カケスも出現した。その後、

裏磐梯スキー場の連絡道で 8時ころまで鳥を探した。道幅が広く、両側は広葉樹林と湿地が点在し

申し分のない環境である。朝の日差しを浴びながらキビタキ、イカル、オオルリ、ホオジロ、セン

ダイムシクイなど観察できた。 

  ホテルに戻り朝食後は雄国沼を目指し、登山道を登りながら探鳥した。早朝探鳥でアカショウビ

ンの鳴き声を聞いた沢の側の登山道である。ミズナラ、サワグルミ、ブナなどの見事な森が続く。

途中、コルリ、クロツグミ、キビタキ、ジュウイチなどの声を聴き、オオアカゲラは全員が確認で

きた。雄国沼の手前で天気が急変し雨が降り出した。避難小屋で雨宿りを兼ねて昼食とした。1時

間ほどで小ぶりとなったので、沼の周辺の探鳥を打ち切り、上の駐車場に回ってもらったバスに向

かう。途中、ミヤマスミレが咲いていた。 

  バスは、視界数十メートルの雄国沼駐車場から曲がりくねった道を会津若松北端の水田地帯まで

下り、再び峠を越え次の探鳥地五色沼遊歩道へ向かった。雨上がりの五色沼遊歩道は、観光客が少

なく鳥見には最適であった。ここでもキビタキが多く再三見られた。アカゲラ、カイツブリ、ヒガ

ラなどを確認した。オオジシギのポイントである休暇村キャンプ場に移動し、夕方 5時過ぎまで探

したが出現しなかった。 

 

  3日目 早朝、バスに乗る前にホテル付近の沼で、キンクロハジロ♂♀、ヒドリガモ♂とオオジ

シギの飛翔を確認した。また、前日まで聞かれなかったオオヨシキリが盛んに鳴いていた。その後、

昨日アカショウビンの声を聞いた沢に行き、再度鳴き声を確認した。続いて初日に寄った中瀬沼に

行った。キビタキ、アオジ、ノジコ、コムクドリが鳴き交わす。アオジとノジコの聞き分けは難し

かった。ニュウナイスズメ、コムクドリを確認した。 

  朝食後は、野鳥の森に行った。アカゲラ、キビタキ、オオルリ、コサメビタキやオシドリを確認

した。最後に、磐梯山八方台登山口付近のブナ林でルリビタキを探したが確認できなかった。 

  3日間で確認した野鳥は 57種、木々の葉が茂り鳥の姿を探すのが難しかった。キビタキ、アオ

ジ、コサメビタキなどは再三出現しよく観察できた。  （担当：門口一雄）      

 

○浅川探鳥会(鶴巻橋～大和田橋) 

日 時：２０１２年６月２日（土） ８：３０～１１：００  天 気：曇 

コース：浅川 (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：２３種 

アオサギ カルガモ トビ コチドリ イカルチドリ イソシギ キジバト カワセミ ツバメ 

イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ オオヨシキリ セッカ ホオジロ  
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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 

本日のベスト： 

セッカ オオヨシキリ 

セグロセキレイ           

          

参加者：２０名          

青木昭子 井形定子  

板倉正 管野桂子 門倉美登利 菊池昇 小塩菊子 木澤隆雄 曽我充雄 曽我文子 千葉槇子 

出口富子 中村后子 西巻虎彦 浜田早苗 福本健 渕上達子  

細田富美代 武藤邦子 若狭誠 

担当者の一言： 

右岸を歩いたが、浅川橋下流の大規模な河川工事箇所は右岸から川がみえないため、浅川橋から

浅川大橋間は左岸を歩いた。 

５月４日の豪雨で中洲や河原が水没しコチドリの無事が心配だったが、最初に出てくれた。 

浅川橋の上からセグロセキレイ雛への給餌をみんなで観察した 

全域でセッカがよく出現した。水管橋上流では餌を咥えたセッカがホオジロに急接近し体の大きな

ホオジロを追い払うような行動を観察、ホオジロがセッカの巣に近づきすぎていたようだ。 

水管橋下流でやっとオオヨシキリに出会えた。 

鳥が見づらい時期ではあるが、どういうわけかカワウ、キジ、シジュウカラ、メジロなども見られ

ず観察種数は２３種と少なかった。 

解散後「八王子環境フェスティバル」に合流した。（担当：若狭 誠） 

 

○秋田探鳥会（大潟村、森吉山）                                 

月 日：2012年６月１７日（日）～１９日（火） 

天 気：雨、曇り、晴 

コース：（秋田駅で運転手付きマイクロバスをチャーターして現地を回った） 

６月 17日午後 大潟村で観察 ホテルサンルーラル泊 

６月 18日早朝ホテル周辺で観察 10時まで大潟村、午後森吉山、国民宿舎森吉山荘泊 

６月 19日早朝宿舎周辺で観察、午前森吉山、大平湖 

観察した鳥：60種、（ベスト：チュウヒ、カンムリカイツブリ、アリスイ、オオジシギ） 

（大潟村 38種） 

カンムリカイツブリ ゴイサギ ダイサギ アオサギ カルガモ ホシハジロ トビ オオタカ 

ノスリ チュウヒ キジ コチドリ オオジシギ キジバト カッコウ ホトトギス アリスイ 

アカゲラ ヒバリ ツバメ ハクセキレイ ヒヨドリ モズ クロツグミ ウグイス オオセッ

カ コヨシキリ オオヨシキリ シジュウカラ コジュリン ホオアカ アオジ カワラヒワ 

スズメ コムクドリ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

（森吉山 33種：ベスト：カワガラス、キセキレイ、クマタカ） 

カルガモ ノスリ クマタカ キジバト アオバト ツツドリ ホトトギス アマツバメ ヤマ

セミ アカショウビン アカゲラ オオアカゲラ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ カワガラス 

ミソサザイ コルリ 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 ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ ホオジロ イカル カケス ハシボソガ

ラス ハシブトガラス 

参加者：15名 

青木静子 粕谷和夫 加藤岸男 門口一雄 門口裕子 菊池昇 中村后子 長谷川篤 浜野建男 

浜野知恵子 原田佳世 丸山二三夫 矢沢はるみ 山﨑悠一 山﨑久美子 

概要、感想等： 

チュウヒとアリスイのウオッチングが主目的で大潟村に行った。6月 17日大潟村の中心地にあ

るホテルサンルーラルで我々を待っていてくれた大潟の自然を愛する会会長の堤さんと合流した。

堤さんに案内をお願いして大潟村の野鳥ポイントを回ることができた。あいにく雨が降り出したの

で先ず干潟博物館に行った。博物館にいる間に雨が上がったので、先ず大潟草原鳥獣保護区の東端

セッカ        セグロセキレイの給餌 
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に行った。保護区は葦原になっていてオオヨシキリがともかく多く、他の鳥の声を掻き消してしま

うほどだった。それでもオオセッカ、コジュリンは確認できた。カッコウも多かった。 

続いて南の池公園に行くと防風林帯の黒松に営巣するサギのコロニーがあった、アオサギ、ダイ

サギ、ゴイサギが営巣していた。池にはカンムリカイツブリがいた。ホシハジロも 1羽、カルガモ

と一緒にいた。大潟草原鳥獣保護区の管理棟からは葭原の地上に営巣しているというアオサギの頭

が遠くに見えた。16時過ぎるとチュウヒが活動するという。秋田県立大学大潟キャンパスの圃場

で牧草を刈った後の所に行くと、ホオアカがいた。そこにチョウヒが現れた。チュウヒは牧草地の

隣の葭原に営巣しているらしい。5羽認めることが出来た。低く飛び、採餌の行動も観察できた。 

翌朝は 5時から観察が始まり、体育館近くの松にとまるアリスイを観察できた。防風林の中には

ノスリの巣があって警戒の声を盛んに出していた。朝飯後は雨の中を飛ぶオオジシキの豪快なディ

スピレイ飛翔が堪能できた。その後、オオタカの巣をチラッとみて、北緯 40度 00分、経 140

度 00地点を示す標識、大潟富士山（標高 0メートル）に登り、森吉山に向かった。 

森吉山では、先ず野生鳥獣センターに行った。模型や写真、ハイビジョン映像などを見て、桃洞

滝へのコースを歩いた。ここでも堤さんの案内をお願いした。花が多い。マイヅルソウ、ユキザサ、

ズタヤクシュ、オオバキスミレ、ツボスミレ、ヒメヘビイチゴなどが特に目立つ。フガクスズムシ

ソウ、オクエゾサイシンなどの珍しい花にも出会った。大木のブナ林が何と言っても見事である。

コルリ、キビタキ、ミソサザイ、ツツドリ、アカゲラなどは確認できたが鳥の種と数はあまり多く

はない。アカショウビンの声をチョット聴いたというメンバー、ヤマセミをチョット見たメンバー

がいたが全員での確認は出来なかった。 

宿は国民宿舎森吉山荘で、翌朝５時から宿舎の周りを探鳥した。オオハナウド、タニウツギが多

く、コケイラン、ハクウンボクなども咲いていた。アオバトの声が聞こえ、カケス、オオアカゲラ、

センダイムシクイなどを観察した。白糸の滝付近はアカショウビンが出そうな雰囲気であったが空

振りであった。しかし、山荘にいた他のグループのメンバーはアカショウビンの声を聞いたとのこ

とであった。朝食後再び野生鳥獣センターに行き、昨日と同じコースをあるいたが、前日より気温

が上がりエゾバルゼミの声で鳥の声はあまり聞こえてこなかった。しかし、我々のバスで待ってい

た運転手の人は野生鳥獣センターの庭でクマゲラの声を聞いたと話してくれた。その後、大平湖に

回りクマタカに出迎えられて昼飯を食べて秋田駅に向かった。   （担当：粕谷和夫） 

 

○高尾山周辺歩き（ランを探す） 

日 時：2012年６月２５日（月） 8：00分～14：10 

天 気：曇り 

コース：高尾山 6号路の琵琶滝から 2号路に向ける道に入り、3号路、富士道を通って山頂まで行

き、1号路を下った。 

観察した鳥：21種 

カルガモ キジバト ホトトギス アオゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ ヒヨドリ クロツ

グミ ヤブサメ ウグイス キビタキ コサメビタキ ヤマガラ シジュウカラ メジロ イカ

ル スズメ ハシブトガラス ドバト ガビチョウ  

参加者：9名 

青木昭子 石橋公子 粕谷和夫 門口裕子 木澤隆雄 工藤正子 傍島玲子 武藤邦子  

村山和夫 

概要、感想等： 

高尾山でランを探す会を催した。天気が悪く雨模様であったが 9名のメンバーが集合場所の高尾

山口駅に集まった。ガスはかかってきたが雨は降られずにすんだ。 

今年の高尾山はキビタキが目立ち、今日も姿を確認できた。3号路から富士道に出る所でクロツ

グミが良くさえずっていたが、姿は確認できなかった。富士道を行き、6号路との出会い直前でコ

サメビタキ 2羽に出会った。カツラの林をせわしく動き回る 2羽のコサメビタキで巣立ち雛も混

じっていないかと探したが、親らしい 2羽だけであった。ホンドリスが高尾山頂手前の木の枝で何

やらを食べていた。 

目的のランはキバナノショウキラン、クモキリソウ、アオスズラン、ヨウラクラン、セッコクに

出会えた。中でもクモキリソウ、キバナノショウキランに出会えて本日の目的を果たせた。マタタ

ビとテイカカズラの花も多く、２号路から３号路に入り、最初の谷の両側を多い尽くすようなマタ

タビは見事であった。落ちていた花はマタタビ、テイカカズラ、イイギリでサルナシの花には出会

えなかった。   （担当：粕谷和夫） 
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 鳥信（主として２０１２年１月～６月、一部2011 年以前のもの含まれている） 

今期は 402 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 HP 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     

 56 ミゾゴイ 2012/5/28 声 横山由美子自宅（狭間町）
付近 

20：30 ごろから深夜まで、町田街道を挟んで我が家の西
隣りのマンション屋上のテレビアンテナの上で鳴いてい

た。 

横山由美子  八王子
3G 

F 98 ヨシガモ 2012/1/2 ２羽 高月浄水場の池（八王子
市高月町） 

高月浄水場の池にヨシガモの雌雄が来ていた。この池に
は他にカイツブリ 1、カワウ 12、ダイサギ 1、アオサギ 1、
マガモ 26、カルガモ 24、コガモ18、オカヨシガモ 2、オナガ

ガモ 6、ミコアイサ 2、オオバン 1 がいた。 

粕谷和夫  拝島6F 

 98 ヨシガモ 2012/2/6 10 羽 高月浄水場の池 ヨシガモ 10 羽が池にいた。他にマガモ 60、カルガモ 20、
コガモ 40、オカヨシガモ 17、オナガガモ 20、オオバン 1 が
いた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 98 ヨシガモ 2012/4/2 ４羽 高月浄水場の池 高月浄水場池のヨシガモが陸に上がって採餌していた。

♂１羽＋♀３羽。近くにムクドリもいて、陸上で採餌中で
あった。 

粕谷和夫  八王子6E 

F 99 オカヨシガモ 2012/1/2 ２羽 高月浄水場の池（八王子
市高月町） 

高月浄水場の池にはオカヨシガモが 20～30 羽いるのが
普通であるが、1 月 2 日は 2 羽（雄 11、雌 1）しかいなかっ

た。この池には他にカイツブリ 1、カワウ 12、ダイサギ 1、
アオサギ 1、マガモ 26、カルガモ 24、コガモ 18、ヨシガモ
2、オナガガモ 6、ミコアイサ 2、オオバン 1 がいた。 

粕谷和夫  拝島6F 

 112 キンクロハジロ 2012/2/18 ４羽 多摩川・昭和堰上流川 ♂３、♀１ 多摩川滝山城跡下定

期カウント（古山隆） 

拝島6E 

 112 キンクロハジロ 2012/3/18 ３羽 多摩川・昭和堰上流川 ♂2, ♀1 が堰上流で行動 多摩川滝山城跡下定
期カウント（宮越他） 

拝島6E 

F 124 ミコアイサ 2012/1/2 ２羽 高月浄水場の池（八王子
市高月町） 

高月浄水場の池にミコアイサ雌型 2 羽が来ていた。この
池には他にカイツブリ 1、カワウ 12、ダイサギ 1、アオサギ

1、マガモ26、カルガモ 24、コガモ18、ヨシガモ2、オカヨシ
ガモ 2、オナガガモ 6、オオバン 1 がいた。 

粕谷和夫  拝島6F 

 124 ミコアイサ 2012/1/4 ６羽 多摩川・昭和用水堰 雌のみ 大川征治  拝島6E 

 124 ミコアイサ 2012/2/18 １羽 多摩川・昭和堰上流川 ♀１ 多摩川滝山城跡下定
期カウント（古山隆） 

拝島6E 

 124 ミコアイサ 2012/3/3 ８羽 多摩川・昭和用水堰  大川征治  拝島6E 

 124 ミコアイサ 2012/3/4 ２羽 多摩川・昭和用水堰上流

側 

ミコアイサのメス型が 2 羽来ていた 粕谷和夫  拝島6E 

 124 ミコアイサ 2012/3/4 ２羽 多摩川・昭和用水堰上流
側 

メス型２羽 粕谷和夫  拝島6E 

F 170 クイナ 2012/1/14 １羽 程久保川 １．１４＆１８、新年の一斉調査でクイナが出たという情報
を得て少し時間がたっていましたが、行ってみました。し

かし、今日はカルガモに意地悪をされて追い出されたり
かわいそうでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

 170 クイナ 2012/1/23 １羽 程久保川  大川征治  武蔵府中
3J 

F 170 クイナ 2012/1/31 １羽 多摩川日野市クリーンセン

ター横のワンド 

ワンドにクイナがいることはわかっていたが、ここで初め

て姿を見た。 

福本健  武蔵府中

4K 

F 170 クイナ 2012/3/22 １羽 程久保川・中程久保橋上
流 

1 月にその存在を知られて以来、カメラマンの格好の被
写体となったクイナは今朝も元気に朝 8 時ごろから姿を
見せてくれました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

 170 クイナ 2012/4/10 １羽 湯殿川・稲荷橋 左岸側水辺の枯れ草の中。その後下流方向に歩き、ま

た枯れ草の中に入る。観察者：広岡房江、武藤邦子、渡
辺正樹、長谷川篤 

長谷川篤他  八王子

6G 

 170 クイナ 2012/4/12 １羽 湯殿川・かたくり橋下流（ス
ーパー・フードワン）付近 

フードワン（スーパー）の近くのアシ原の水際に出ていま
した。 

門口一雄  八王子
6G 

 179 バン 2012/2/6 １羽 多摩川右岸昭和用水堰上

流川原のワンド 

ワンドに岸辺で１羽が見え隠れしていた 粕谷和夫  拝島6E 

F 181 オオバン 2012/1/2 １羽 高月浄水場の池（八王子
市高月町） 

今シーズンは八王子のあちこちでオオバンを多く見かけ
る。高月浄水場の池にも１羽来ていた。この池には他に
カイツブリ 1、カワウ 12、ダイサギ 1、アオサギ 1、マガモ

26、カルガモ 24、コガモ 18、ヨシガモ 2、オカヨシガモ 2、
オナガガモ 6、ミコアイサ 2 がいた。 

粕谷和夫  拝島6F 
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 263 セグロカモメ 2012/3/24 １羽 浅川・長沼橋上流側 上流から飛んで来て下流方向へ行った ジュニアクラブ
探鳥会 

 八王子
9H 

 316 アオバト 2012/1/31 １羽 高尾山 １号路 布流の滝
手前１５０M 

♀、杉樹木の中にほとんど動かず枝に止まってる黄色の
鳥をＩさんが発見、人通りが途絶えると、黄色の羽を広げ

ふわりと下流の沢すじに降りた。凍ってる路面を急ぎか
けもどり、沢すじを見下ろすと３M 先にアオバトが沢の水
を吸水中、しばらく吸水していた。 

井上典子、井
形定子 

 八王子1F 

 316 アオバト 2012/5/5 声 高尾山（4 号路といろはの

道出合い付近） 

アオバトは 4 号路といろはの道出合い付近で声を聞い

た。 

粕谷和夫  与瀬9E 

 316 アオバト 2012/5/10 １羽 高尾山・６号路飛び石先階
段状登山道中間水平地よ
り東側谷方向 

声を聞いた 定期カウント琵
琶滝コース（千
葉槇子他） 

 与瀬9E 

 316 アオバト 2012/6/14 １羽 高尾山３号路かしき谷園

地付近 

声を聞いた 定期カウント琵

琶滝コース（千
葉槇子他） 

 与瀬9E 

 341 アカショウビン 2012/5/18 １羽 八王子霊園 八王子城址にてクマタカ情報があり（実際はハチクマ）観
察していると城址公園方向からアカショウビンの特徴の

ある声がした。（ＡＭ11：20） 

清水盛通  八王子１
Ｊ 

F 348 アリスイ 2012/1/4 １羽 浅川・浅川大橋上流 逆光と枝かぶりのため最初はモズと思い、双眼鏡をのぞ
いたら模様が全く違っていた。この場所でアリスイは初め
てです。一斉カウントまでいてくれればよいのですが。 

若狭誠  八王子
7K 

 354 アカゲラ 2012/1/10 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 下流よりニセアカシアの木伝いに移動中 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島3B 

 368 コシアカツバメ 2012/5/7 ６羽 高幡台団地  私の家すぐ前にある欅の木で虫を探しているらしい３羽
のコシアカツバメ。そこからどうやら団地のはずれの方に
飛んで行った。そのすぐ近くの電線に３羽の別のコシアカ

ツバメが止まっていた。しかしカメラを向けると３羽とも飛
んでしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 374 ハクセキレイ 2012/4/8 １羽 北浅川・松枝住宅付近 八王子・日野カワセミ会 4 月の月例探鳥会で観察。北浅
川・松枝住宅付近の川の中に亜種ホオジロハクセキレイ

に限りなく近い顔の白い個体が 1 羽いた。細い過眼線が
わずかに確認できる程度であった。 

粕谷和夫  拝島3B 

 415 イソヒヨドリ 2012/1/5 １羽 JR 八王子みなみ野駅ホー
ム 

イソヒヨドリ♀、人が間近にいるホーム上を移動後、線路
向こうに降り、排水管から垂れる水を飲んでいた。 

玉手しのぶ  八王子6F 

 415 イソヒヨドリ 2012/1/23 ２羽 JR 八王子みなみ野駅前 イソヒヨドリの♀1 羽が JR 八王子みなみ野駅前のビルの

屋上に止まっていた。そこにもう 1 羽が飛来してきて、そ
の後 2 羽で駅舎の方向へ飛んで行った。2 羽目の個体の
雌雄別は遠かったので判別できなかった。 

粕谷和夫、浜

野建男他 

 八王子6F 

F 415 イソヒヨドリ 2012/4/13 ２羽 狭間町イトーヨーカドー八

王子店駐車場 

２羽（♂）、昨年繁殖した狭間町のイトーヨーカドー八王子

店に今年もイソヒヨドリがいます。すでに繁殖期に入って
いるのかカラスを警戒する様子が見られました。駐車場
周りの街路樹に１羽、宝くじ売り場の屋根に１羽がいまし

た。「青い鳥」と「宝くじ売り場」・・・・もちろん写真を撮った
後に宝くじを買ったのはいうまでもありません(^^ゞ 

清水盛通  八王子

3G 

F 415 イソヒヨドリ 2012/4/25 ２羽 JR 八王子駅南口付近 JR 八王子駅南口でイソヒヨドリの♂♀を観察した。14 時
50 分～15 時 15 分。JR 東日本八王子支店資産カンリセ

ンターの 2 階建の建物の屋上に 2 羽が飛来した。2 羽は
少し距離を置いて（5～6m 位）しばらくの間止まっていて、
やがて近くの電線に移り、フェンスに移った。通行人が近

くを通っても逃げなかった。その後貨物線の線路の方に
移動した。♂は見失い、♀は道近く線路に来てくれた。♂
も♀も声を出さなかった。繁殖行動も観察できなかった。 

粕谷和夫  八王子7J 

 415 イソヒヨドリ 2012/4/30 １羽 JR 八王子駅北口京王プラ

ザホテルの前 

京王プラザホテルの前、ホテル駐車場の照明灯の上に

♂が１羽止まっていました。飛び上がっては、虫を取って
いる様子でした。１時間後に、戻ってきたらまだ止まって
いました。 

関根伸一  八王子7J 

 415 イソヒヨドリ 2012/5/5 １羽 JR 八王子駅北口京王プラ

ザホテル付近 

京王プラザホテル付近でイソヒヨドリのオスを観察しまし

た。14 時 40 分、旭町 15 番地の marusin ビルの裏側 4 階
の窓枠で短いさえずりを繰り返し、直ぐ前の電線に移って
求愛ディスプレイのような行動をした。その後、八王子駅

北口東自転車駐車場の北隣りの民家の屋根、京王プラ
ザホテル東側の路上に降りたりした。14 時 50 分にはホテ
ルの北側に消え、姿を見失ってしまった。 

粕谷和夫  八王子7J 

F 415 イソヒヨドリ 2012/5/13 １羽 JR 八王子駅付近 イソヒヨドリの♂、雑草が生えている狭い民家の庭に降り

て採餌していた。①庭に降りたところ、②餌を捕ったとこ
ろ、③同じ民家のブロック塀に移ったところです。①②③
の３枚の写真を撮った。 

粕谷和夫  八王子7J 

 416 トラツグミ 2012/1/5 １羽 大平林道 ミズキの実を啄んでいた。  加藤岸男  与瀬8E 

 422 アカハラ 2012/1/4 １羽 北浅川・陵北大橋上流

100m 付近右岸 

小木に飛び込んだ鳥がいたので確認するとアカハラでし

た。 

丸山二三夫  拝島1B 
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 422 アカハラ 2012/1/10 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 潅木の中を移動中 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

F 422 アカハラ 2012/2/11 １羽 片倉城址公園 定期カウント最後に池から駐車場に歩いていると、歩道
脇から飛んだ鳥が見えた。あたりを探すと駐車場の隅の

日陰にじっと動かないアカハラがいた。 

浜野建男  八王子
7G 

 422 アカハラ 2012/3/11 ２羽 浅川・ふれあい橋上流付
近 

河原の樹にいて地上に下りる カワセミ会公開
探鳥会 

 武蔵府中
3K 

 422 アカハラ 2012/4/1 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 潅木の中を移動、右岸より左岸に飛び去る 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 422 アカハラ 2012/4/24 ３羽 高幡台団地緑地 昨日も 1 羽見て写真を撮ったのですが、この前と同じよう

な構図だったので報告はしませんでした。今日は 3 羽が
木々を飛び回っていましたが、カメラを向けるとすぐ飛ん
でしまうので撮れませんでした。 

      

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 456 キビタキ 2012/4/29 ２羽 小宮公園 ♂♀ 大川征治  拝島7A 

 456 キビタキ 2012/5/5 １羽 みころも公園（高尾駅南側
500m ぐらい） 

12 時 5 分ごろ、みころも公園内の「みころも塔」東側の林
内の樹上でさえずっていた。 

横山由美子  八王子
2G 

 462 コサメビタキ 2012/5/7 １羽 八王子城跡管理事務所前 昨年はコサメビタキの繁殖を確認したが、今年もコサメビ
タキが来た。ヒノキの梢でさえずっていた。 

八王子城跡夏鳥調査
（若狭誠他） 

八王子
0H 

 462 コサメビタキ 2012/6/1 声 小仏林道～小仏峠～影信

山 

８：３０～１３：００、オオルリ、キビタキ、クロツグミ、ツツド

リ、コサメビタキ、カケス、朝は小降りでしたが予想に反し
て良い天気でしたほとんどが、声だけで姿は見ていませ
ん。今回はセンダイムシクイは聞けませでした。他にはア

カゲラ、アオゲラ、ホジロ、ヒガラ、などでした。 

峯尾良雄、雄

太    

 与瀬7G 

 463 サンコウチョウ 2012/5/7 １羽 八王子城跡曳橋付近ほか 声と姿を見る 八王子城跡夏鳥調査
（若狭誠他） 

八王子
0H 

F 463 サンコウチョウ 2012/5/11 ２羽 小津町 薄暗いスギ・ヒノキの樹間をペアで飛び交っていました。 清水盛通  八王子
7C 

 463 サンコウチョウ 2012/6/30 １羽 上川口小学校裏（種入り） 種入りの田んぼで草取り作業をしていると谷の両側を横

切り、雑木林で鳴いていた。2 羽いたかも知れない。 

粕谷和夫他  拝島0E 

 501 アトリ 2012/3/18 300
羽± 

明王峠手前の底沢峠下の
保健保安林 

3 月 18 日 11 時ごろ、明王峠手前の底沢峠下の保健保安
林の上空を、アトリ？の群（約 300 羽）が飛び交っていま
した。 

門口一雄  与瀬5H 

２．初認 
      

 363 ヒバリ 2012/3/4 １羽 高月水田 さえずり、今季初認 粕谷和夫  拝島6E 

F 363 ヒバリ 2012/3/4 １羽 浅川・新浅川橋 最近では珍しくなったヒバリ。今日は晴れて春らしくなり空
高く上がりさえずっていた。 

若狭誠  八王子8J 

 363 ヒバリ 2012/3/5 １羽 浅川左岸一番橋と平山橋
の中間あたり 

初ヒバリ、 グランド予定地の空でしきりに鳴いていた。あ
げヒバリ、今季初認 

岡本昭子  武蔵府中
1J 

 366 ツバメ 2012/3/18 １羽 浅川・長沼橋上流側 10:50、定期カウント終了直前にツバメを確認。浅川上空

を身を翻して勢いよく飛んでいた。 

佐藤哲郎  八王子

9H 

 366 ツバメ 2012/3/24 ２羽 浅川・長沼橋上流側 イワツバメ約 20 羽を先導するように下流方面から現れ
て、十流方面へ飛んで行った。 

ジュニアクラブ
探鳥会 

 八王子
9H 

 366 ツバメ 2012/3/30 ２羽 八王子市元横山町３丁目 毎年ツバメが営巣している場所の近くに 2 羽のツバメが
来ました。様子見でしょうか。 

若狭誠  八王子
6K 

 368 コシアカツバメ 2012/4/22 ２羽 高幡台団地 尾の長いツバメがいるのに気付いて巣のある建物に入って

みました。巣は完全な形で古い巣が残っていたのか、外を
見るとペアと思われる 2 羽のコシアカツバメが舞っていて私
を警戒していました。今期初認。抱卵はまだのようです。    

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 369 イワツバメ 2012/3/24 20 羽

+ 

浅川・長沼橋上流側 ツバメに先導されるように約20 羽の集団が下流方向から

飛んできて、上流方向に飛んでいった。その少し後にヒマ
アマツバメ約 30 羽の群がきた。 

ジュニアクラブ

探鳥会 

 八王子

9H 

F 369 イワツバメ 2012/3/26 40 羽
± 

浅川・浅川大橋 イワツバメの群れが上空で鳴きながら乱舞していた。しば
しば橋梁下の巣にも立ち寄っていた。 

若狭誠  八王子
7K 

 369 イワツバメ 2012/3/29 20 羽

± 

JR 八王子駅構内 JR 八王子駅にイワツバメが帰ってきました。20 数はが巣

に出入りしていました。コロニー復帰の初認です。 

粕谷和夫  八王子7J 

 396 ミソサザイ 2012/3/12 １羽 高尾山・蛇滝林道 さえずり、今季初認 粕谷和夫他  八王子0F 

 406 ルリビタキ 2012/2/2 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

 420 クロツグミ 2012/4/6 １羽 八王子市小津町 中腹のモミの木より囀りを聞くも姿は確認できませんでし
た。 

清水盛通  五日市
8B 

 424 シロハラ 2012/2/2 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

 432 ウグイス 2012/3/7 １羽 高幡台緑地 私にとって今期初めてのウグイスの囀りを聞きました。は
じめアオゲラの声がしたので探していると「ホケキョ」と聞

こえて来たのですが、その一声だけだったので私の空耳
だと思っていたのですが、少し歩いてから福祉園の近くに
降りていくと右からも左からも「ケキョ、ケキョ」と聞こえて

きました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 



61 

 440 オオヨシキリ 2012/4/25 声 北浅川中央高速橋～松伎
橋間の右岸 

北浅川中央高速橋～松伎橋間の右岸で声が聞こえまし
たが姿は確認できませんでした。 

粕谷和夫他 4 名 拝島4B 

 440 オオヨシキリ 2012/5/10 １羽 浅川・新浅川橋下流  大川征治  八王子
9H 

F 456 キビタキ 2012/4/20 １羽 八王子市上恩方町 渓流にかかる芽吹きまもない木立の中に見つけました。

囀りはまだ聞くことは出来ませんでした。 

清水盛通  与瀬9K 

 459 オオルリ 2012/4/12 １羽 片倉城址公園 片倉城址公園で、オオルリを確認しました。 門口一雄  八王子
7G 

F 459 オオルリ 2012/4/28 ３羽 八王子市小津町 初認、鳴き声は暫く前から聞こえていましたが姿は初認
です。3 羽が別々の場所で縄張り宣言でしょうか、大きな

声を渓流沿いに響かせていました。 

清水盛通  五日市
7C 

３．猛禽 
      

 128 ミサゴ 2012/3/3 １羽 高月  大川征治  拝島6E 

 133 オオタカ 2012/1/4 １羽 北浅川・圏央道付近 北側 2 の山、山頂のモミの木に滞留 丸山二三夫  八王子
0K 

 133 オオタカ 2012/1/4 １羽 高月 若鳥 大川征治  拝島6E 

 133 オオタカ 2012/1/8 １羽 北浅川・恩方小付近 恩方小裏山のモミの木に滞留 定期Ｃ（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 133 オオタカ 2012/1/10 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 下流より来てニセアカシアの木に止まる 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 133 オオタカ 2012/1/23 １羽 谷地川・新旭橋下流浄水
施設 

散歩中に自転車で通りかかったら、先日ハイタカがいた
場所の近くの電柱にオオタカが止まっていた。普段チョウ

ゲンボウがよく止まっているところ。 

福本健  立川0C 

 133 オオタカ 2012/2/4 １羽 北浅川・恩方小付近 恩方小西側 2 の山スギの木に滞留 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 133 オオタカ 2012/2/16 １羽 浅川・大和田橋上流 オオタカが伝書鳩と思われる中に突っ込んだが、狩りは
不成功のようでした。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

 八王子
7K 

 133 オオタカ 2012/3/1 １羽 谷地川  大川征治  立川0C 

 133 オオタカ 2012/3/11 １羽 多摩川・日野市グリーンセ

ンター付近 

上空旋回 カワセミ会公開

探鳥会 

 武蔵府中

4K 

 133 オオタカ 2012/3/18 １羽 多摩川・滝山丘陵下 北東方面より飛来して丘陵方面に向かった 多摩川滝山城跡下定
期カウント（宮越他） 

拝島6E 

 133 オオタカ 2012/4/7 １羽 北浅川・恩方小付近 恩方小北側上空を西側から東側へ飛翔 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 133 オオタカ 2012/4/19 １羽 浅川・萩原橋上流 カラスに追われ、小宮公園方向に飛ぶ。 浅川定期ＣＴ

（若狭誠他） 

 八王子

5K 

 133 オオタカ 2012/4/20 １羽 浅川・一番橋下流 浅川バードサンクチュアリ観察中に浅川右岸一番橋下流
のワンド付近にオオタカが突然現れて、河原の樹に止ま
っていたキジバトを襲ったが狩に失敗し、対岸のビルの 3

階のベランダにとまった。若鳥であった。セキレイとカラス
がベランダのオオタカを攻撃していた。 

粕谷和夫他  武蔵府中
2K 

 135 ツミ 2012/2/4 １羽 北浅川・陵北大橋付近 上空を旋回しながら東に移動 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 135 ツミ 2012/3/8 ２羽 小宮公園 公園から浅川方面に飛ぶ 大川香  拝島7A 

 135 ツミ 2012/4/11 ２羽 住吉神社 住吉神社に毎年来ているツミが、今年もきています。まも

なく巣ずくりをすると思います。又オナガが１０羽以上来て
います。 

関根伸一  拝島4A 

 135 ツミ 2012/4/13 ２羽 諏訪神社 住吉神社と同じように、ツミが来ています。オナガも多数
います。 

関根伸一  拝島3A 

 135 ツミ 2012/5/24 １羽 谷地川・田島橋付近 谷地川の田島橋付近で、ツミが営巣しているかも知れま

せん。5 月２４日の午後、田島橋下流側右岸にある公園
で、それほど大きくないケヤキの木にハシブトガラスが留
まると、ツミが１羽飛び出してきて、近くの電線に留まりま

した。雌雄は判りません。ハシブトガラスはその後、公園
脇にある二階建てのアパート屋上に移動したのですが、
ツミは警戒の声を上げながら飛び立ち、カラスに向かって

急降下攻撃をします。私は留まって観察した訳ではない
のですが、その後も、ツミが飛ぶ姿と警戒の声が聞こえ
ていました。田島橋から多摩大橋に向かって手前を右に

折れると床屋さんがあり、その裏手に「石川東公園」があ
るのですが、２５日早朝も田島橋の公園から、その石川
東公園に掛けて、カラスと激しく鳴くツミの攻防戦が遠目

に見られました。状況からして、この周辺でツミが営巣し
ているのではないかと思っています。 

神谷古牧  拝島9B 

F 135 ツミ 2012/5/24 １羽 谷地川・田島橋近く 神谷さんの情報をもとに早速現地に行ってみました。ツミ
のオスが木に止まっていました。30 分以上観察しました

が動きませんでした。おそらく近くに巣があるものと思わ
れるが、確認できませんでした。 

福本健  拝島9B 
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 135 ツミ 2012/5/26 １羽 北八王子駅入口交差点 16 時 20 分頃、北八王子駅入口交差点で、オリンパスの
敷地内から小型猛禽が飛び出してきました。キジバトか
と思ったのですが、電信柱のてっぺんにとまり側面から

見ると、くっきりとしたダークグレーの背中と猛禽の顔。当
方車を運転中で、信号で停止していた状態でしたので、
あわてて双眼鏡をサイドボックスからひっぱり出しました

が、数瞬で飛び去ってしまったため、決め手となる眉斑や
虹彩が確認できませんでした。ですが、一応ご報告です
～。 

今野美代子  八王子
8K 

 135 ツミ 2012/6/18 １家 小宮東公園 今日 18 日の 2 時半ごろ小宮東公園に行ってきました。ツ

ミの気配が感じられなかった。U さんが居られたのでお話
をしたところ、「昨日の夜 8 時ごろツミが大騒ぎをしてい
た。朝起きたら、ツミの親の羽根（メスの胸の羽根3 枚）が

落ちていた。おそらく巣をカラスにやられたのでしょう」と
のことでした。昨日までは、昼間結構にぎやかだったが、
今日はまったく動きがないとのこと。公園内でカラスが子

育てしている。公園の照明が 10 時まで点いており明るい
ので夜でも巣の周辺は明るい。残念ですが、もし、変化
があったら連絡をくれるようお願いをした。 

福本健  拝島9B 

F 136 ハイタカ 2012/1/1 １羽 浅川・浅川大橋 今年初見のタカです。年賀状を出しに行った中央郵便局

そばで、浅川大橋にいる沢山のドバトが一斉に舞い上が
った上に 1 羽の猛禽が見えた。太陽近くなので撮った写
真が不鮮明だが、翼先分離が６枚、腹の横斑が粗く見え

尾羽が角尾に近いなどからハイタカのようです。高く舞い
上がり下流方向に飛んで行った。 

若狭誠  八王子

7K 

 136 ハイタカ 2012/1/8 １羽 北浅川・陵北大橋上流 200
ｍ付近 

幼鳥。左岸、桜の木に滞留。 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

 136 ハイタカ 2012/1/8 １羽 谷地川  冬鳥一斉調査

（大川征治他） 

 立川0C 

 136 ハイタカ 2012/1/8 １羽 浅川・萩原橋上流 旋回して東に飛ぶ。 冬鳥一斉調査
（若狭誠他） 

 八王子
6K 

 136 ハイタカ 2012/1/10 １羽 北浅川・陵北大橋付近 宝生寺団地アンテナ方向に飛ぶ 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

F 136 ハイタカ 2012/1/19 １羽 谷地川・新旭橋下流 神谷さんの情報で、昼前に新兵器を持って、谷治川に自

転車で行き、自転車を降り川を覗き込んだら、下流から
ハイタカが飛んできて、目の前のコンクリートのブロックに
止まり、水を飲んで、向かいの木の後ろに止まった。新し

いカメラは瞬時に対応できた。 

福本健  立川0C 

 136 ハイタカ 2012/1/24 １羽 谷地川  大川征治  立川0C 

F 139 ノスリ 2012/1/4 １羽 小宮公園 小宮公園の林の中で、ノスリが飛び枝に止まった。  若狭誠  拝島7A 

 139 ノスリ 2012/1/4 １羽 北浅川・佐戸バス停 南方丘陵地モミの木に滞留 丸山二三夫  五日市
8A 

 139 ノスリ 2012/1/8 １羽 北浅川・恩方小付近 恩方小西側 2 の山モミの木に滞留 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 139 ノスリ 2012/1/13 １羽 浅川（多摩川合流付近） 12:45、多摩川から浅川に入るところで左岸の木にノスリを

発見。一度飛立ち、右岸の木に移動した。獲物を探して左
右を何度も見ていたが、やがて下流方向に飛び去った。 

浜野建男  武蔵府中

5J 

 139 ノスリ 2012/1/24 １羽 谷地川  大川征治  立川0C 

 139 ノスリ 2012/1/28 １羽 浅川・中央線鉄橋付近 上空旋回 カワセミ会ジュニアク
ラブ観察会 

八王子
9H 

 139 ノスリ 2012/2/4 １羽 北浅川・東京天使病院左

岸 

クルミの木で停留 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島2B 

 139 ノスリ 2012/2/4 １羽 北浅川・陵北大橋付近 宝生寺団地アンテナ付近を上昇旋回 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 139 ノスリ 2012/2/12 １羽 浅川・浅川橋付近 北の方から飛んで来て 1 羽のカラスに南の方に追いやら
れる 

粕谷和夫  八王子
6K 

 139 ノスリ 2012/2/17 １羽 多摩川右岸多摩大橋下流

のひょうたん池 

 大川征治  立川0C 

 139 ノスリ 2012/3/3 １羽 北浅川・恩方小付近 恩方小南側上空を旋回飛翔 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 139 ノスリ 2012/3/3 ２羽 高月  大川征治  拝島6E 

 139 ノスリ 2012/3/21 １羽 裏高尾・小仏バス停終点
付近 

小仏バス停付近でノスリが上空を横切ってくれた。その
後も鷹が 3 羽現れた。これはトビであった。 

高尾山周辺探
鳥会 

 与瀬8G 

 139 ノスリ 2012/5/8 １羽 北浅川・元木橋上流 100ｍ

付近 

西 1ｋｍ付近を旋回飛翔 定期Ｃ（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 140 サシバ 2012/4/7 １羽 北浅川・小田野中央公園 上空を旋回飛翔。 尾に欠損があり極端に小さくアンバラ
ンス。 

定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 拝島1A 

F 140 サシバ 2012/4/20 １羽 八王子市小宮公園上空 小宮公園上空で旋回上昇後、北東方向に飛び去るのを
確認しました。 

清水盛通  拝島7A 
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 151 ハヤブサ 2012/1/28 １羽 浅川・長沼橋付近 上空旋回 カワセミ会ジュニアク
ラブ観察会 

八王子
9H 

 151 ハヤブサ 2012/3/11 １羽 浅川・多摩川合流付近 飛翔と高圧線鉄塔にとまる カワセミ会公開
探鳥会 

 武蔵府中
4K 

 151 ハヤブサ 2012/3/25 １羽 宇津貫緑地 丘陵方向から飛んできて八王子ニュータウンの方に飛翔 カワセミ会宇津貫み

どりの会共催探鳥会 

八王子6E 

 151 ハヤブサ 2012/4/20 １羽 多摩川・府中四谷橋 浅川バードサンクチュアリ観察中に浅川の多摩川合流付
近から多摩川の下流側の府中四谷橋の橋柱に止まって
いるハヤブサが観察できた。 

粕谷和夫他  武蔵府中
5J 

 151 ハヤブサ 2012/6/23 １羽 多摩川・滝山城跡下 やや褐色を帯びた若鳥らしい個体が，昭和堰下流の中

州の枯れ木にとまっていた。 

多摩川滝山城跡下定

期カウント（宮越他） 

拝島6E 

 156 チョウゲンボウ 2012/1/8 １羽 浅川・鶴巻橋上空 出初式をしている浅川上空で旋回し、東に飛び煙突に止
まる。 

冬鳥一斉調査
（若狭誠他） 

 八王子
5K 

 156 チョウゲンボウ 2012/1/28 １羽 浅川・新浅川橋付近 上空旋回 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 2012/2/12 １羽 北浅川・松枝橋付近 左岸上流側から飛んで来て1 羽のカラスに下流方向に追

い払われる 

粕谷和夫  拝島4B 

 156 チョウゲンボウ 2012/3/3 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 南よりハクセキレイ２羽に追われて上空を北方向に飛び
去る 

定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 156 チョウゲンボウ 2012/3/7 １羽 谷地川 木にじっと留まっていた 大川征治  立川0C 

 156 チョウゲンボウ 2012/4/10 １羽 谷地川  大川征治・香  立川0C 

 156 チョウゲンボウ 2012/4/19 １羽 浅川・鶴巻橋下流 市役所の屋上付近で観察、あとで萩原橋近くでも観察し
たが同一個体と判断した。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

 八王子
5K 

 156 チョウゲンボウ 2012/4/20 １羽 浅川・多摩川合流付近 浅川バードサンクチュアリ観察中に頭上の高圧線にチョ

ウゲンボウが 2 羽止まっていて、一方が聞きなれない鳴
き声を盛んに発していた。ペアリング行動なのか。 

粕谷和夫他  武蔵府中

4K 

 156 チョウゲンボウ 2012/5/4 １羽 高月水田 豚舎近くを歩いていると突如チョウゲンボウが豚舎の上
に現れ上空旋回後滝山丘陵の方面へ消えた。 

粕谷和夫  拝島6E 

 333 アオバズク 2012/6/26 声 北浅川・東京天使病院付

近 

20 時頃声を聞く 粕谷和夫  拝島2B 

 333 アオバズク 2012/6/27 声 湯殿川・御霊神社付近 20 時 15 分頃声を聞く 粕谷和夫  八王子3F 

 334 フクロウ 2012/6/27 声 北浅川・板当橋付近 声 中村后子  与瀬9K 

４．シギ・チドリ 
      

F 188 コチドリ 2012/3/30 ３羽 浅川・大和田橋下流 3 羽のコチドリがにぎやかな鳴き声をあげながら追いかけ
っこをしていた。  

若狭誠  八王子8J 

 188 コチドリ 2012/3/24 ２羽 浅川・中央線鉄橋受流側

河原 

丸石河原に 2 羽 ジュニアクラブ

探鳥会 

 八王子8J 

F 188 コチドリ 2012/3/26 １羽 浅川・浅川大橋下流 河川敷の川辺にコチドリが 1 羽。ほぼ同じ場所で、歩いた
り座ったりしていた。 

若狭誠  八王子
7K 

 188 コチドリ 2012/3/29 ２羽 谷地川・八高線との交差
下流 

2 羽一緒に、しばらく川面をつついていました。目の周り
の黄色い輪がよく見えました。 

木澤隆雄  立川0B 

F 188 コチドリ 2012/4/7 １羽 浅川右岸八高線鉄橋上流側 定期カウントでは今年初めて記録。 佐藤哲郎  八王子8J 

 188 コチドリ 2012/4/10 ２羽 谷地川 雌雄と見られる２羽が並んで移動 大川征治・香  立川0C 

 188 コチドリ 2012/4/21 ２羽 多摩川・滝山城跡下 水管橋付近の右岸で行動していた。 多摩川滝山城跡下定

期カウント（宮越他） 

拝島6E 

 197 ケリ 2012/3/13 １羽 浅川・大和田橋下上流側
中州 

「水辺の環境教室」支援探鳥会において第 4 小４年生６０
名強を 2 班にわけ 2 班目の観察を開始した直後、長谷川
さんが石田ごろごろした中にうずくまっているケリを発見。

子どもたちを含め全員で観察。 

粕谷和夫、門口一
雄、門倉美登利、内
藤公三、長谷川篤、

丸山二三夫 

八王子
8K 

F 228 クサシギ 2012/1/6 １羽 秋川・東秋川橋下流（高
月） 

12:29、東秋川橋下流の中洲にクサシギがいた。中州と川
の境目あたりを歩きながら、ときどき水のなかに顔をつっ
こんでエサを探していた。 

浜野建男  拝島6F 

 228 クサシギ 2012/1/8 １羽 北浅川・小田野中央公園 川の中で採餌行動 定期Ｃ（丸山二

三夫他） 

 拝島1A 

 228 クサシギ 2012/1/10 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 中州脇の水に入り採餌 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 228 クサシギ 2012/1/14 １羽 谷地川新旭橋下流側 2012 年 1 月 14 日 多摩川の月例カウント中、谷地川新
旭橋下流側で、コサギの脇で捕食中の一羽のクサシギを

見つけました。初めて見る鳥だったのですが、たまたま手
持ちのコンパクトカメラで上手く捕らえる事が出来ました。
自宅に帰って図鑑を見たのですが、よく分からず、古山

隆さんに写真を送り、判定していただいたものです。図鑑
では、全体に斑点・斑様の模様が見えますが、実際には
水面の反射がきつかったせいか、茶灰色の無地に見え、

腹側の白さが目立ちました。ホームページの写真図鑑に
拠れば「じっとしている事が・・・」と有りましたが、私が見
た個体は活発に動いていました。  

神谷古牧  立川0C 
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F 228 クサシギ 2012/1/14 １羽 谷地川・新旭橋下流側 ハイタカが移動したので、クサシギを探し移動を始めた
ら、5ｍも行かないうちに、クサシギが水面を下流から飛
んできて、20ｍくらい先に止まったので、すぐに見つけて

写真を撮った。 

福本健  立川0C 

 228 クサシギ 2012/2/4 １羽 北浅川・陵北大橋付近 中州脇の水に入り採餌 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 228 クサシギ 2012/3/3 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 中州脇の水に入り採餌 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 228 クサシギ 2012/3/14 １羽 谷地川 川岸で餌をとっていた 大川征治・香  立川0C 

 228 クサシギ 2012/4/1 １羽 北浅川・松枝住宅上流側 中州脇の水に入り採餌 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島3B 

F 228 クサシギ 2012/4/7 １羽 浅川・長沼橋上流側 7:20、中州の水辺で採餌。浅川中流域では比較的珍し
い。 

佐藤哲郎  八王子
9H 

 228 クサシギ 2012/5/11 １羽 北浅川・陵北大橋下流部 上流より下流に飛ぶ 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 231 キアシシギ 2012/5/17 ５羽 浅川・萩原橋上流 ２羽と３羽の群れが浅瀬で採餌。 浅川定期ＣＴ

（若狭誠他） 

 八王子

6K 

 231 キアシシギ 2012/5/20 ４羽 多摩川・滝山城跡下 水管橋下流側の浅瀬で採餌。 多摩川滝山城跡下定
期カウント（古山他） 

拝島6E 

 232 イソシギ 2012/1/24 １羽 谷地川  大川征治  立川0C 

５．托卵鳥 
      

 320 カッコウ 2012/5/30 声 今野美代子自宅（中野町） 9:00 頃、声のみ、主人が出勤時に聞いたそうです。カッコ
ウは７年ぶりで久しぶりです。 

今野美代子  拝島6B 

 320 カッコウ 2012/6/8 声 日野市栄町５丁目の森 ５：５０、カッコウの鳴き声。ＳＲＬビル等にこだまして場所
の特定に少し迷いましたが、高いところに出て、判りまし

た。今季初認で有ると共に、数年ぶりの確認です。ホトト
ギスの鳴き声は毎年聞きますが、逆に今年は未だ鳴き声
を聞いて居ません。 

神谷古牧  立川0B 

 320 カッコウ 2012/6/8 声 日野市栄町５丁目の森か

ら数百㍍西に行った八王
子市小宮町の林 

６：５０ 日野市栄町５丁目の森から数百㍍西に行った八

王子市小宮町の林（立川０Ｃ）から矢張りカッコウの鳴き
声が聞こえました。同一個体が移動したものと考えてい
ます。 

神谷古牧  立川0C 

 321 ツツドリ 2012/5/9 声 高尾山もみじ台 高尾山もみじ台から山頂に向かうまき道富士見台東屋付

近でツツドリ の声を聞きました。 

中村后子  与瀬9E 

 321 ツツドリ 2012/5/9 声 高尾山 5 号路 高尾山 5 号路から山頂への階段の途中でツツドリ の声
を聞きました。 

中村后子  与瀬9E 

 321 ツツドリ 2012/5/9 声 高尾山・1 号路女坂 女坂でキビタキの囀りを堪能できた。ツツドリの声も聞こ
えてきた。 

粕谷和夫  八王子0F 

 321 ツツドリ 2012/5/10 １羽 高尾山・６号路飛び石先水

平道 

声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ

ース（千葉槇子他） 

与瀬9E 

 321 ツツドリ 2012/5/16 １羽 日影沢林道車止め柵から
約２００ｍ入った付近 

日影沢林道車止め柵から約２００ｍ入った付近で高尾山
山頂方向から鳴き声が聞えた。 

白川司  与瀬8F 

 321 ツツドリ 2012/6/1 声 小仏林道～小仏峠～影信
山 

８：３０～１３：００、オオルリ、キビタキ、クロツグミ、ツツド
リ、コサメビタキ、カケス、朝は小降りでしたが予想に反し

て良い天気でしたほとんどが、声だけで姿は見ていませ
ん。今回はセンダイムシクイは聞けませでした。他にはア
カゲラ、アオゲラ、ホジロ、ヒガラ、などでした。 

峯尾良雄、雄
太    

 与瀬7G 

 321 ツツドリ 2012/6/8 １羽 小仏城山手前約２００ｍの

日影沢林道の北側 

小仏城山手前約２００ｍの日影沢林道の北側から、ま

た、小仏城山山頂から西に約５０ｍ下った林道の南側か
ら、それぞれ鳴き声を確認した。明らかに方向が異なる
ので両者は異なると判断した。  

白川司  与瀬8F 

 321 ツツドリ 2012/6/8 １羽 小仏城山山頂から西に約

５０ｍ下った林道の南側 

小仏城山手前約２００ｍの日影沢林道の北側から、ま

た、小仏城山山頂から西に約５０ｍ下った林道の南側か
ら、それぞれ鳴き声を確認した。明らかに方向が異なる
ので両者は異なると判断した。  

白川司  与瀬7F 

 322 ホトトギス 2012/5/23 声 福本順吉自宅（高尾町） 午前６：５５、今夏初認。 福本順吉  八王子

2G 

 322 ホトトギス 2012/5/25 声 東京都立長沼公園 午前４時５０分～、ホトトギス（声）１羽、都立長沼公園か
らの声を絹ヶ丘１丁目自宅、今年もホトトギスが来てくれ
ました。今朝、長沼公園の方角からの初鳴きを聞きまし

た。 

山﨑久美子、
山﨑悠一 

 八王子
9G 

 322 ホトトギス 2012/5/25 声 高幡台団地緑地 今朝待望のホトトギスの声を聞きました。福祉園の職員
住宅の辺りではないかと探しましたが、姿を見ることはで
きませんでした。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 322 ホトトギス 2012/5/25 １羽 八王子市小津町 車を走らせていると声が聞こえ、停車させると比較的近く

の栗の木で鳴いていました。カメラをセットすると稜線の
上まで飛んでしまいホトトギスの特徴を写すことはできま
せんでした。 

清水盛通  五日市

5B 
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 322 ホトトギス 2012/5/25 １羽 佐藤哲郎自宅（絹ヶ丘 2 丁
目） 

6:20、ホトトギス（声）、初認、出勤前に、今年初めてホトト
ギスの声を聞きました。去年（5/15）より 1 週間以上遅い
初認です。妻は一昨日(5/23)の 23:30 頃にも声を聞いた

そうです。 

佐藤哲郎  八王子9F 

 322 ホトトギス 2012/5/26 １羽 上川口小学校 声、８：００頃、上川口小学校校庭で、南側の山からホトト
ギスの声が聞こえました。私は今期初認です。ちなみに
運動会の準備中でした。晴天の中無事終了しました。 

森久美  拝島0E 

 322 ホトトギス 2012/5/30 １羽 高幡台団地緑地 今朝、再びホトトギスの声を聞くことができました。ちょう

ど上段と下段の境目辺りで啼いていたので探しましたが
姿は見ることが出来ませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2012/6/3 声 笹川佳子自宅（美山町） ホトトギスの声、６：００、美山町自宅で声初認 笹川佳子  拝島0B 

 322 ホトトギス 2012/6/3 声 高月水田 １８：３０～１９：３０、圓通寺の裏山で暫く鳴いた後飛び立
ち秋川の対岸で鳴いていた。水田ではアマガエル、トウ

キョウダルマガエルが大合唱していました。  

峯尾良雄  拝島5F 

 322 ホトトギス 2012/6/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

直ぐ近くまで来て鳴いていた。ウグイスがあちこちでさえ
ずりと警戒音を出していた。 

粕谷和夫  拝島6E 

 322 ホトトギス 2012/6/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

直ぐ近くまで来て鳴いていた。ウグイスがあちこちでさえ
ずりと警戒音を出していた。 

粕谷和夫  拝島6E 

 322 ホトトギス 2012/6/8 １羽 日影林道・八王子市管理

小屋近くの日影沢林道で
西側 

八王子市管理小屋近くの日影沢林道で西側から、また、

もみじ台下の南側谷筋からそれぞれ鳴き声を確認した。
もみじ台下では、鳴き声が近くて杉の木から飛び出した
のを視認した。 

白川司  与瀬8F 

 322 ホトトギス 2012/6/8 １羽 奥高尾・もみじ台下の南側

谷筋 

八王子市管理小屋近くの日影沢林道で西側から、また、

もみじ台下の南側谷筋からそれぞれ鳴き声を確認した。
もみじ台下では、鳴き声が近くて杉の木から飛び出した
のを視認した。 

白川司  与瀬9E 

 322 ホトトギス 2012/6/11 １羽 南浅川・うかい鳥山の奥 １０時、南浅川・うかい鳥山の奥、すぐ近くで鳴く、お客さ

んの話ではこの時期の朝は目が覚めるほど かなり賑や
かだそうです。 

峯尾良雄・真澄  与瀬9C 

 322 ホトトギス 2012/6/11 声 峯尾の自宅（暁町） 11 時 峯尾良雄・真澄  八王子
6K 

 322 ホトトギス 2012/6/13 声 佐藤サヨ子自宅（日野市

程久保） 

2012 年 6 月 13 日午後 5 時半過ぎ、今日ウオーキングに

行った北山公園菖蒲園で撮った菖蒲の花々をデジカメか
らプリントしていると、突然向かいの木立からホトトギスの
声が響いてきました。 私が窓から顔を出して探すと声は

止んでしまいました。 2，3 日前同じ場所からウグイスの
声を聞いていて、もしかしたらあの場所にホトトギスが再
びやって来るかも、と話したばかりでした。と言うのは 7，8

年前この場所にいたホトトギスをデジカメに収めてフロッ
ピーに入れていたのですが、それが壊れて残念なことに
再生が出来なくなっていたものですから。             

佐藤サヨ子  武蔵府中

3J 

 322 ホトトギス 2012/6/14 １羽 高尾山６号路弁天丸付近 声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ

ース（千葉槇子他） 

八王子0E 

 322 ホトトギス 2012/6/15 １羽 高幡台団地緑地 今朝も裏山に入ると間もなく頭上でホトトギスがけたたま
しく啼きました。双眼鏡で上を見たのですが、中々姿を捉
える事が出来ずにいるとパッと 1 羽の鳥影が１ｍ先に飛

びましたが、何の鳥かは分からずにいるとそこから再び
ホトトギスの声が聞こえてきました。帰り道またホトトギス
の声が少し離れたところから聞こえてきました。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 322 ホトトギス 2012/6/19 声 高幡台団地緑地 体調が悪かったり、忙しかったりでここ２，３日裏山に入っ

ていなかったのですが、今日入ってみると、ウグイスとガ
ビチョウとヒヨドリだけだと思って帰る途中聞こえて来たの
はホトトギスの声でした。どうやら明星大学の構内か、八

王子の大塚辺りからだったような気がしました。    

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 322 ホトトギス 2012/6/26 声 高幡台団地緑地  裏山に入ってしばらくすると遠くの方からホトトギスの声
が聞こえてきました。多分百草の方からだと思いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 322 ホトトギス 2012/6/26 声 福本健自宅（日野市栄町） 6 時半ごろ、自宅にて多摩川の方向からホトトギスの声が
聞こえてきた。多摩川に沿って移動しているようだ。 

福本健  立川1B 

 322 ホトトギス 2012/6/30 １羽 谷地川浄水施設北側の多

摩川の林 

今朝 7 月 1 日（土）5 時 40 分ごろ多摩川をウォーキング

中、ホトトギスが谷地川浄水施設北側の多摩川の林の中
でしきりに鳴いていた。近かったが姿は見つけられなかっ
た。20 分たって戻っても、同じところで鳴いていた。先日

家で鳴声を聞いたホトトギスと同じ鳥でしょう。 

福本健  立川0C 

 322 ホトトギス 2012/6/30 １羽 上川口小学校裏（種入り） 小学校の周辺を鳴きながら飛んでいた 粕谷和夫他  拝島0E 

６．繁殖       
F 95 カルガモ 2012/6/4 ４羽 程久保川・程久保橋下流 成鳥１＋ヒナ３、毎日カルガモの親子を探して歩いていま

したが、やっと今日出会うことができました。川の傍の方

の話では 5 月の初めに１組をみたが、すぐいなくなったと
のこと。カラスに襲われた可能性あり。 

佐藤サヨ子 繁殖
4② 

武蔵府中
2J 
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F 95 カルガモ 2012/6/4 ９羽 浅川・中央線鉄橋上流側 親１、子 8。定期カウント中に子連れのカルガモを観察し
ました。8 羽の雛が親の後について歩いたり、泳いだりし
ていました。 

佐藤哲郎 繁殖
4② 

八王子
9H 

 95 カルガモ 2012/6/18 ５羽 谷地川・新日向橋のすぐ

上流 

今日 18 日谷地川の新日向橋のすぐ上流でカルガモの親

子を見ました。孵ったばかりの小さな雛を 4 羽をつれてい
ました。また、14 日には谷地川が多摩川に入り、多摩川
と合流する中間あたりで、だいぶ大きくなった雛 3 羽を連

れたカルガモを確認しました。 

福本健 繁殖

4② 

拝島9B 

F 95 カルガモ 2012/06/27 25 羽 山田川（浅川出合上流） 山田川のカルガモ繁殖調査で１０羽以上の雛をつれた親
子を２組確認した。  

浜野建男 繁殖
4② 

八王子
8H 

 96 カルガモ 2012/6/19 ６羽 谷地川・新日向橋のすぐ
上流 

今日 18 日谷地川の新日向橋のすぐ上流でカルガモの親
子を見ました。孵ったばかりの小さな雛を 4 羽をつれてい

ました。また、14 日には谷地川が多摩川に入り、多摩川
と合流する中間あたりで、だいぶ大きくなった雛 4 羽を連
れたカルガモを確認しました。 

福本健 繁殖
5② 

拝島10B 

F 188 コチドリ 2012/4/3 ２羽 浅川・大和田橋下流 鳴き交わしのあと２羽が接近して交尾。 若狭誠 繁殖

4⑤ 

八王子8J 

 189 イカルチドリ 2012/6/22 ２羽 浅川・浅川大橋下流 イカルチドリ 1 羽がピピピ・・と細かく鳴き穴に座ったり下
半身を上げ尾羽を扇子のように広げたりして求愛行動の
ような動作をしていた。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

繁殖
4⑤ 

八王子
7K 

F 189 イカルチドリ 2012/6/23 ３羽 浅川・中央線鉄橋下流側 3 羽（親 1＋子 2）、浅川の中央線鉄橋付近の中州の丸石

河原からイカルチドリの声が聞こえてきた。親 1 と可愛い
雛 2 羽がいた。この写真には左下の親の右奥の石の脇
に小さな雛 1 羽が写っているが、わかりにくい。  

粕谷和夫他 繁殖

5① 

八王子

9H 

F 314 キジバト 2012/5/15 １羽 上川口小学校 キジバトのツバメ化現象、上川口小学校の来客用通路の

真上にキジバトが営巣した。人通りの多い建物の中の営
巣はツバメの営巣に似ている。 

粕谷和夫 繁殖

5② 

拝島0E 

 344 カワセミ 2012/4/11 ２羽 城山川・不動橋付近 城山川不動橋（元八王子１丁目の信号を城山川にまがる
とある橋）右にある関東ローム層の中、抱卵中です。 

関根伸一 繁殖
5② 

八王子
3K 

 344 カワセミ 2012/4/11 ２羽 城山川・不動橋付近 不動橋より５０ｍ上流の同じ壁に（開戸橋との間）２個目

の巣があります。 

関根伸一 繁殖

5② 

八王子

3K 

F 366 ツバメ 2012/5/30 ３羽 高幡台団地の路上 電線上で給餌、ツバメがいるなと思って見ていると 1 羽の
少し大きめのツバメがやってきて空中でその 1 羽に口移
しで餌を与えた。しばらく見ていると再び親と思われる 1

羽がやってきてもう 1 羽にも口移しでえさを与えていた。
真中が親です。 

佐藤サヨ子 繁殖
4② 

武蔵府中
3H 

F 368 コシアカツバメ 2012/6/2 ３羽 高幡台団地 このカップルの巣は作るたび大家さんに壊されて、昨年
もう一人の観察者とトラブルになりましたが、なんとか理

解を得て作ったのですが、ツバメが去るや否やきれいに
はぎとられて今年は 5 月の初めから作っていたのです
が、泥が足りなくて中々できあがりませんでした。しかし

今朝行ってみるとご覧のようにできていました。 

佐藤サヨ子 繁殖
4③ 

武蔵府中
3H 

F 369 イワツバメ 2012/6/1 ２羽 南大沢（南大沢駅から首
都大学東京に通じる舞の
橋歩道橋下） 

お椀型のイワツバメの巣を観察した。ただし、2 羽の親が
造巣中のようなので今後は上がふさがれるのかも知れな
い。他にもう一つ巣があり親が出入りしていたが、巣の位

置が死角の場所で巣は見えなかった。 

粕谷和夫 繁殖
4③ 

武蔵府中
0D 

F 369 イワツバメ 2012/6/1 30 羽
＋ 

浅川・大和田橋北詰下 イワツバメの営巣調査のために大和田橋に行ってきまし
た。現在巣作りの真っ最中で、橋脚土台付近の泥が露出
している部分では、イワツバメが集団で巣の材料の泥を

採取しています。どの鳥も、くちばしに一杯泥をつけて大
忙しです。 

佐藤哲郎 繁殖
4③ 

八王子
8K 

F 374 ハクセキレイ 2012/6/1 ２羽 南大沢三井アウトレットパ
ーク 

三井アウトレットの屋上で巣立ち直後の雛に親が給餌。
雛は 1 羽しかいなかった。 

粕谷和夫 繁殖
4② 

武蔵府中
0D 

 375 セグロセキレイ 2012/3/13 １羽 北浅川・東京天使病院付

近 

河原から病院の方げ巣材運び 粕谷和夫 繁殖

4③ 

拝島2B 

 375 セグロセキレイ 2012/3/13 ２羽 浅川・大和田橋下流側 交尾 粕谷和夫 繁殖
4⑤ 

八王子8J 

 375 セグロセキレイ 2012/5/11 15 羽 北浅川・松枝橋上流右岸 河原で巣立ちヒナが親から餌を受け取るシーンが見られ
た。（4 ファミリー） 

定期カウント
（清水盛通） 

繁殖
4② 

拝島3B 

 375 セグロセキレイ 2012/5/11 ９羽 北浅川・松枝橋上流右岸 河原で巣立ちヒナが親から餌を受け取るシーンが見られ

た。（2 ファミリー） 

定期カウント

（清水盛通） 

繁殖

4② 

拝島3B 

 388 モズ 2012/2/8 １羽 浅川左岸一番橋と平山橋
の中間あたり 

モズの夫恋、昼過ぎ、 クルミの木の枝でモズの雌が羽を
震わせて甘え鳴きしていた。目があうと飛び去った。雄は
見なかった。恋のモズの今季初認 

   

岡本昭子 繁殖
4⑤ 

武蔵府中
1J 

 388 モズ 2012/2/12 ２羽 北浅川・松枝住宅付近 河原の木の枝に止まるメスのモズのところにオスのモズ
が飛んできてメスの隣りに止まり求愛ポーズをとった。そ
の後オスは他に飛んで行ってしまった。 

粕谷和夫他 繁殖
4⑤ 

拝島3B 

 388 モズ 2012/3/7 ２羽 谷地川 ♂♀求愛中 大川征治 繁殖

4⑤ 

立川0C 
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 395 カワガラス 2012/4/13 １羽 醍醐川(バス停関場の前） カワガラスの営巣、堰を落ちる水（滝になっている）に、何
かを咥えて突入していた。2 度確認。 

岡本昭男、岡
本昭子 

繁殖
4① 

五日市
7A 

 415 イソヒヨドリ 2012/5/19 １羽 谷地川の新旭橋周辺 過去に観察記録が多く、またここ暫く観察されていなかっ
た谷地川の新旭橋周辺で、今朝イソヒヨドリの雌を見まし

た。谷地川新旭橋上流側右岸のフェンスに、イソヒヨドリの
雌が何かを銜えて留まっていました。私が近づいたので、
飛び立ち、左岸の電線に留まりました。自ら食べようとして

いないので、付近で繁殖しているのかも知れません。 

神谷古牧 繁殖
4① 

立川0B 

F 415 イソヒヨドリ 2012/5/20 １羽 谷地川新旭橋近く 金環日食観測後、神谷さんが確認されたイソヒヨドリを探
しに行った。すぐに橋の上流の SRL 管理棟前の電線にイ
ソヒヨドリのオスが飛んで来て止まり、東に飛んでいっ

た。右岸高台から観察していると、東からオスが飛んで
来て、左岸の護岸に止まったが、写真を撮っていて見失
った。神谷さんがメスを確認されているので、ペアでいる

のは間違いない。今後も、観察します。 

福本健 繁殖
3  

立川0B 

 415 イソヒヨドリ 2012/5/20 １家 ヨーカドー５階駐車場 ヨーカドーのイソヒヨドリは２羽の雛が確認できました。ま
た写真撮影にも成功しました。当初粕谷様に連絡した時
点では１羽でしたが午後再度観察している時２羽が並ん

でいるところが確認出来ました。写真も撮れました。写真
は後日プリントしてお送りします。  
午後３時５０分ごろ２羽確認。今年の巣立ち雛は２羽では

と推測されます。飛び方などから判断すると今朝方に巣
立ちと思われます。 

福本順吉 繁殖
5① 

八王子
3G 

F 415 イソヒヨドリ 2012/5/21 ２羽 JR 八王子駅付近 JR 八王子駅付近に営巣したイソヒヨドリの給餌状況を 5 月
21 日に観察した。雄雌の親が近くから様々な生き物を捕っ

てきて巣中の雛に運んでいた。トカゲやバッタもあった。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子7J 

F 415 イソヒヨドリ 2012/5/23 １羽 谷地川新旭橋近く イソヒヨドリの営巣地を探して、新旭橋近くで 1 時間半ほ
ど観察した。その間数度オスを見かけ、SRL のビルの裏
側の方向からで見かけることが多かったので散策したと

ころ、SRL の裏側の 3 階建てのビルの非常階段の上で水
浴びした後の羽づくろいしているオスを発見。ビルの屋上
の方に消えたが、その後電線に飛んで来て横の畑にお

り、飛び去った。メスらしき鳥の後姿を見たが、ヒヨとの区
別までできなかった。この近くに巣があると思われる。 

福本健 繁殖
3  

立川0B 

 415 イソヒヨドリ 2012/5/26 ２羽 藤野駅付近 5 月 26 日午後、藤野駅周辺のイソヒヨドリの営巣調査に
行って巣を確認しました。門倉美登利様に同行して頂き

ました。13 時 10 分から 16 時 30 分までの間に♀3 回、♂
5 回餌運びを観察しました。餌運びを追跡しましたが、イ
ソヒヨドリは用心深く、中々巣の位置を特定できませんで

したが、ようやく民家２階の窓のブラインドを収納するケ
ースの上の巣を特定できました。民家の大家さんも巣が
あることを気づいていませんでした。民家の大家さんには

巣立ちまでそっとしておいて欲しいと依頼して帰りました。
ツバメの巣の調査と共通するところ大です。 

粕谷和夫 繁殖
5③ 

与瀬2D 

F 415 イソヒヨドリ 2012/6/1 ２羽+ 谷地川左岸・新旭橋付近
（富士レビオ） 

２羽+α、富士レビオ（SRL とのグループ会社）の非常階
段で今日イソヒヨドリのヒナを確認した。親が餌を運んで

いた。富士レビオに確認していただいたところ、非常階段
の２階と３階の間の踊り場の下に巣があって、既にヒナが
いないとのこと。私も近くの電線で羽ばたく練習をしてい

る鳥を確認しており、これが巣立った雛と思われる。 

福本健 繁殖
5① 

立川0B 

F 415 イソヒヨドリ 2012/6/1 １羽 南大沢三井アウトレットパ
ーク 

6 月 1 日、10 時～16 時 45 分までほぼ一日粘ってイソヒヨ
ドリの営巣状況の調査をした。3 組の営巣を観察した。そ
のうち 1 組は巣を特定できた。特定できた巣は三井アウト

レットｘｘ番の屋上にある庇の下で、メスだけの餌運びで、
巣のあると思われる所に出入りしていた。オス親はいな
かった。三井アウトレットの別のブロックにもう一つがいの

親がいたが、巣の場所は特定できなかった。3 番目はイト
ーヨウカドー。屋上に上がってみるとメスが1羽いた。この
メスは屋上に行かなくても下からでも観察できた。もしか

したら屋上の「SEVEN & iHOLDINGS」広告塔の中に巣が
あるかも知れない。 

粕谷和夫 繁殖
5③ 

武蔵府中
0D 

F 415 イソヒヨドリ 2012/6/7 ２羽 谷地川・新旭橋付近 場所：谷地川横富士レビオ非常階段付近、コメント：巣立
った雛1羽が巣のあった付近にいた。飛んでいったが、す

ぐに戻ってきて、非常階段付近を動き回っていた。オスが
見守っていたが、メスは見かけなかった。 

福本健 繁殖
4② 

立川0B 

 415 イソヒヨドリ 2012/6/7 １羽 谷地川横富士レビオ 6 月 15 日 14 時 30 分ごろ谷地川横富士レビオのイソヒヨ
ドリを確認したところ、幼鳥 1 羽が非常階段上の屋上ダク

トにいました。向かいのムクドリが沢山餌をついばんでい
る木に移動したが、すぐに戻ってきて、やがて屋上に消え
た。ここをねぐらとしているようだ。親は見なかった。 

福本健 繁殖
5⑤ 

立川0B 

 431 ヤブサメ 2012/6/14 ２羽+ 高尾山 3 号路山頂ＷＣ下

付近 

斜面の地上近くを移動していた。子連れのよう。 定期カウント琵

琶滝コース（千
葉槇子他） 

繁殖

4② 

与瀬9E 
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 456 キビタキ 2012/6/14 ３羽+ 高尾山２号路さる園付近 ♂１羽巣立ち雛２＋羽が移動しながら採餌。参加者 3 人
視認 

定期カウント琵
琶滝コース（千
葉槇子他） 

繁殖
4② 

八王子0F 

 462 コサメビタキ 2012/5/19 ２羽 八王子城跡 大きなコナラの木で交尾 若狭誠、井上

典子 

繁殖

4⑤ 

八王子0J 

F 464 エナガ 2012/3/4 ２羽 八王子城跡公園 9:31、定期カウントでエナガのペアが桜の木に巣づくりし
ているのを確認した。さかんに２羽が出入りを繰り返して
おり、抱卵はまだ先のようである。 

浜野建男 繁殖
4③ 

八王子
7G 

F 469 ヤマガラ 2012/3/23 ２羽 川町谷戸 田んぼ用水路脇の木の洞穴に 2 羽のヤマガラが出入り 粕谷和夫 繁殖

4③ 

八王子

2K 

 469 ヤマガラ 2012/4/12 １羽 高尾山頂下３．５．６号路４
差路より山頂寄り５号路 

大量の苔をくわえて飛び回っていた 定期カウント琵
琶滝コース（千
葉槇子他） 

繁殖
4③ 

与瀬9E 

 469 ヤマガラ 2012/4/12 ２羽 高尾山頂下３．５．６号路４

差路より山頂寄り５号路 

２羽で追い回す。求愛給餌と思われる行動あり 定期カウント琵

琶滝コース（千
葉槇子他） 

繁殖

4⑤ 

与瀬9E 

 469 ヤマガラ 2012/4/13 １羽 醍醐林道・炭焼三太郎小
屋（上恩方町 2411） 

ヤマガラの営巣、午後、小屋の三角屋根から苔が墜ちて
きたので見ていると山雀が何度も苔を咥えてきた。 

岡本昭男、岡
本昭子 

繁殖
4③ 

五日市
6A 

 469 ヤマガラ 2012/6/14 ４羽+ 高尾山６号路琵琶滝岩屋

大師付近 

巣立ち雛がせわしく木々の間を動き回って採餌。成鳥は

確認できなかった。 

定期カウント琵

琶滝コース（千
葉槇子他） 

繁殖

4② 

八王子1E 

 471 シジュウカラ 2012/5/20 １家 笹川佳子自宅（八王子市
美山町） 

シジュウカラが巣立って行きました。外出中で数は分かり
ませんが雛の鳴き声から複数と思います。連続営巣して

いた巣箱を新しい物に取り換えて２年目。この新しい巣箱
から初めての巣立ちです。 

笹川佳子 繁殖
5① 

拝島0B 

 471 シジュウカラ 2012/5/23 １家 福本順吉自宅（高尾町） 我が家のシジュウカラが東側の巣箱から巣だって行きま
した。今年は８羽の内１９日に１羽、２０日に２羽、２１日に

３羽、２３日に２羽とバラバラでした。でも１５年連続の新
記録です。そして西側の巣箱には今日現在４個の卵を産
み付けていました。もしかすると同じ親鳥の２番個かも知

れません。 

福本順吉 繁殖
5① 

八王子
2G 

 471 シジュウカラ 2012/5/24 １家 新井洋子自宅（山田町） 5 月 24 日の朝、庭先のヤマボウシに取り付けた巣箱から
巣立ちました。次々と 10 羽も出てきたのにはびっくりしま
した。その後も親が餌を巣内に運んでいたので 11 羽目を

期待しましたが時間切れで確認できませんでした。巣立
った雛たちは飛んでいったままで、庭先がさびしいです！ 

新井洋子 繁殖
5① 

八王子
5G 

 471 シジュウカラ 2012/5/25 １家 粕谷自宅（天神町） 自宅の軒下につけた巣箱で久し振りにシジュウカラが営
巣した。5 月 25 日に 4 羽が巣立った。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子6J 

 520 スズメ 2012/6/27 １家 佐藤サヨ子自宅（日野市

程久保） 

我が家のベランダの巣箱にスズメが再び営巣をはじめま

した。我が家の居間には、連日5，6羽のヤマガラ、そして
最近はシジュウカラの親子も何組か遠慮しないで入って
来るようになりました。今年生まれの幼鳥が多いのは嬉

しいことで、私はただ笑って見守るよりしかありません。
尚、今日の裏山はシジュウカラやメジロ、エナガ、コゲラ
等々のカラ類がたくさん飛び回っていました。       

                      

佐藤サヨ子 繁殖

5③ 

武蔵府中

3J 

F 526 ムクドリ 2012/4/20 １羽 浅川・多摩川合流付近の
河原 

河原で口一杯に巣材をくわえていた。巣材を集めている
のであろう。 

粕谷和夫 繁殖
4③ 

武蔵府中
4K 

７．行動       
F 5 カイツブリ 2012/3/30 １羽 さいかち池（浅川左岸長沼

橋上流） 

今期越冬したとみられるカイツブリが綺麗な夏羽に変わっ

た。さいかち池には他にコガモ、バン、オオバンがいた。 

粕谷和夫  八王子

9H 

 45 カワウ 2012/3/5 １羽 南浅川の河原（舟田川合
流点） 

本日（3月5日）１６時４５分頃、南浅川の河原（舟田川合流
点）でカワウ４羽が流れのわきの石で休んでいましたが、
その中の１羽が左右に足環をつけていました。左足に黄

色の幅５ｃｍほどの足環に「３３５Ｒ」と表示されており、右
足は灰色の小さいもので字は読み取れませんでした。 

山下弘文  八王子4J 

F 45 カワウ 2012/3/12 １羽 小仏川・梅郷橋下流側の
川の中 

浅川支流の小仏川のような上流の小さな川にカワウが
来ていた。 

粕谷和夫  八王子
1G 

F 63 ダイサギ 2012/2/4 １羽 程久保川・中程久保橋付

近 

午後 2 時過ぎに散歩に出かけると中州で昼寝をしている

カルガモがたくさんいました。そこへ 1 羽のダイサギがや
ってきて飛んだり餌探しをしたりしていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

2J 

F 68 アオサギ 2012/5/25 １羽 程久保川・中程久保橋付
近 

カルガモはまだ抱卵中？と思いながら歩いて行くとアオ
サギが 1 羽河の中に立っていました。いつものアオサギ

かな？ 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

F 94 マガモ 2012/3/3 ９羽 浅川・ふれあい橋上流 定期カウントに向かう途中、7 羽のマガモを久しぶりにこ
の辺で 見たなあと思いながら定期カウントが始まってこ
の場所にくる とさらに 2 羽増えていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3K 

F 94 マガモ 2012/3/20 ４羽 程久保川・煙草屋橋下流 先日定期カウントでふれあい橋付近で見たマガモかもし

れません。この日は 2 組のペアで現われました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

2J 
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F 95 カルガモ 2012/5/18 ５羽 川町谷戸の田んぼ 今年も田んぼに水が引かれトウキョウダルマガエルが鳴
き、早速カルガモが来て採餌していた。シオヤトンボも田
んぼで飛んでいた。田植は 6 月とのことである。 

粕谷和夫  八王子
2K 

 96 コガモ 2012/1/8 21 羽 浅川・浅川橋上流 浅川橋下流で大規模な河川工事が始まり、昨シーズンまで

浅川橋下にいたコガモの群れが、今シーズンは見当たらな
かった。1 月になって浅川橋上流に戻ってくれたようです。 

冬鳥一斉調査

（若狭誠他） 

 八王子

6K 

 96 コガモ 2012/3/18 35 羽 多摩川・昭和堰上流川 近年ではまれな数の個体が堰上流側に集結 多摩川滝山城跡下定
期カウント（宮越他） 

拝島6E 

F 99 オカヨシガモ 2012/1/14 ２羽 浅川・長沼橋上流（さいか

ち池） 

逆立ちをして餌をとっていましたが、オオバンのように体

全体を水中に沈めることはできず水の上で足をバタバタ
させていました。マガモのメスに似ていますが、足の色が
マガモと比べると黄色っぽいことも識別ポイントになりま

す。8 日の一斉カウントの時には 3 羽見かけましたが、こ
の日は 2 羽だけでした。  

登坂久雄  八王子

9H 

F 102 オナガガモ 2012/1/6 １羽 長池公園 長池公園の築池にオナガガモが１羽いた。カルガモたち
といっしょに行動していた。 

浜野建男  武蔵府中
1C 

F 102 オナガガモ 2012/4/7 ４羽 多摩川・日野堰 ころっぽいカモがいた。良く見ると夏羽に変わる途中と思

われるオナガガモが泳いでいた。 

福本健  拝島8C 

F 104 ハシビロガモ 2012/1/16 １羽 多摩川・JR 中央線鉄橋す
ぐ上 

浜野さんと同じカメラを買ったので、テスト撮影に行った。コガ
モ約40 羽の中にハシビロガモが 1 羽いた。サブカメラとして
は使えそうだが、まだまだ使いこなすには練習がいりそう。 

福本健  立川1B 

F 104 ハシビロガモ 2012/3/20 ４羽 多摩川・JR 中央線鉄橋す

ぐ下流 

ヒドリガモ、コガモも 60 羽ぐらいの群れの中にハシビロガ

モ 4 羽が泳いでいた。 

福本健  立川2B 

F 112 キンクロハジロ 2012/3/20 １羽 多摩川・JR 中央線鉄橋す
ぐ下流 

ヒドリカモ、コガモの群れにキンクロハジロが 1 羽混じって
いた。 

福本健  立川2B 

F 161 キジ 2012/5/12 １羽 浅川・大和田橋下流 20m
左岸 

定期カウント中に、大和田橋のすぐ下流側の草地にキジ
がうずくまっているのを発見。しばらく見ていると、砂煙を

あげて砂浴びを始めた。 

佐藤哲郎  八王子
8K 

 161 キジ 2012/6/22 ２羽 浅川・萩原橋上流 キジ♂がイタチから♀を守る行動を観察した。河原にい
たキジのペア、イタチが現れたので♂はメスを草むらに
追いやり♂だけが残りイタチを見張っていた。草むらには

キジの子供もいたのかもしれない。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

 八王子
6K 

F 179 バン 2012/4/20 １羽 さいかち池（浅川左岸長沼
橋上流） 

さいかち池にバンが数羽いて、そのうちの 1 羽が半分に
割れたクルミの殻をつついていた。実が入っていたクルミ
かどうかは確認できなかった。 

粕谷和夫  八王子
9H 

 263 セグロカモメ 2012/2/16 ２羽 浅川・鶴巻橋下流 いつもは 1 羽で見かけるセグロカモメが、2 羽で下流から飛

んできて鶴巻橋下流で旋回したあと、鶴巻橋を越え上流に
飛ぶ。しばらくして上流から現われ下流に飛んで行った。 

浅川定期ＣＴ

（若狭誠他） 

 八王子

5K 

 263 セグロカモメ 2012/3/15 １羽 浅川・浅川大橋下 7 時 40 分頃浅川大橋下でコイを食べていた。11 時 40 分
頃、まだ同じ場所にいた。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

 八王子
7K 

 314 キジバト 2012/5/27 １羽 程久保川たばこや橋近く

の道 

日光浴、カルガモの姿が少なくなって未だ抱卵中なのか

なと思いながら歩いて行くとキジバトが道端に腹ばいにな
って羽を広げていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3G 

 337 ヒメアマツバメ 2012/1/28 ８羽 浅川・長沼橋付近 低空（頭上より少し上）を乱舞。餌となる虫が低空にいた
のだろうか。 

カワセミ会ジュニアク
ラブ観察会 

八王子
9H 

F 344 カワセミ 2012/1/2 １羽 高月水田（八王子市高月

町） 

カワセミが水の少ない冬の田んぼの用水路に来て、魚を

捕って食べていた。  

粕谷和夫  拝島6E 

F 344 カワセミ 2012/2/12 １羽 程久保川小宮橋付近 散歩しながら川を見つめていると 1 羽のカワセミが目の
前に止まった。チャンスと思ってシャッターを押してもカワ
セミは少しも動じることなく、私の目の前で小魚を捕まえ

て食べたり葦の枯れ葉に止まったりいろいろな表情を 30
分以上私の前でみせてくれました。これはその 3 面です。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

F 344 カワセミ 2012/3/20 ２羽 程久保川・下程久保橋下 ♂のカワセミが餌を持って♀の所に飛んだので追いかけ
てみると♀はそっぽを向いたまましばらくそこにいたが、

やがて♂をおいて飛び去ってしまった。♂は未練があっ
たのかそのまましばらくいたが、やがて諦め、♀とは反対
方向に飛んでいった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

F 344 カワセミ 2012/5/25 ２羽 程久保川・たばこや橋付

近 

カルガモの親子を探して歩いていると久しぶりにカワセミ

にであいました。♂と♀はそれぞれ別のところにいて川
の中をみていました。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3G 

 344 カワセミ 2012/5/27 １羽 峯尾真澄自宅（暁町） 観察年月日：２０１２年５月２７，２８日。場所：自宅横の水
路。いつもの桜の枝を捜したのですが、姿は確認できず

声のみ翌日も啼きましたので、報告しました。前回の報
告は、２０１０年、１月８日桜の枝先に止まっているのを確
認。今は、雨水を流すために使われる水路なので、普段

はほとんど水は流れていません。不思議です。用水路と
して使っていた水路で今は少量の水がながれています。
多少、生活排水が流れていると思われます。桜は、水路

に垂れ下がっていて、気がつくときは枝先にカワセミの姿
があります。今回は、声だけでしたが２日にわたって聞き
ましたので、お知らせしました.。  

峯尾真澄  八王子
6K 
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F 344 カワセミ 2012/5/30 １羽 程久保川・たばこや橋付
近 

採餌、程久保川を下流に向かって歩いてゆく戸川の中を
じっと見ているカワセミに出会いました。そして何度も何
度も川中に突っ込んでゆく姿あり、私がカメラを向けてい

るのに動じることなく３０分以上採餌にいそしんでいまし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3G 

 349 アオゲラ 2012/3/16 １羽 小宮公園 ♂１盛んに木をつつく 大川征治  拝島7A 

F 349 アオゲラ 2012/4/15 １羽 石橋入り緑地 石橋入り緑地の歩道を歩いていると、朽ちた倒木をさか
んにつつく鳥がいた。双眼鏡で確認するとアオゲラだっ

た。しばらく見ていると、横の立木に飛び、幹を上に上っ
ていった。コンパクトデジカメで撮った画像なので不鮮明
である。 

浜野建男  八王子8F 

 349 アオゲラ 2012/4/30 声 今野自宅（八王子市中野

町 

2012/4/29 17 時頃、4/30 8 時頃、声のみ、多摩病院裏

の雑木林から昨日からアオゲラの声がするようになりま
した。 

今野美代子  拝島6B 

 354 アカゲラ 2012/4/3 １羽 高幡台団地第一緑地 ♀、裏山を出て団地の表通りに出ると、三沢側の住宅と
の境にある第一緑地のコナラの木にヒヨドリのような鳥が

飛んできました。しかし木に登って行く姿がヒヨドリではな
いと思ったので双眼鏡で確認するとアカゲラの♀でした
が、私の双眼鏡に気づいたのかすぐさま裏山の方に飛ん

でゆきました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
4H 

F 357 コゲラ 2012/4/12 １羽 高幡台団地緑地 桜吹雪が舞う中でウグイスとガビチョウの声だけがひとき
わ高く響く中に木の上を一生懸命上ってゆくコゲラがいま
した。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 363 ヒバリ 2012/4/10 ２羽 谷地川 グランド上空で囀った後芝生に下りた 大川征治・香  立川0C 

F 373 キセキレイ 2012/2/4 １羽 程久保川・中程久保橋付

近 

ダイサギを撮っているとそこを飛び越えてキセキレイがや

ってきました。飛んだり跳ねたり奇妙な行動をしていまし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

2J 

F 379 ビンズイ 2012/2/11 ６羽 東中野公園 久しぶりに東中野公園に行ってみました。お目当てのカ
シラダカには会えませんでしたが、公園内を闊歩するビ

ンズイにであえました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3E 

 386 ヒヨドリ 2012/4/1 20 羽 高幡台団地緑地 アオジがガビチョウの後を追って灌木に入ってしまったの
で、その姿を探していると突如鳥の大群が現れ、次々と
私の頭上を越えて森の中にはいってゆきました。ヒヨドリ

です。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 386 ヒヨドリ 2012/4/1 １羽 北浅川・小田野中央公園  蜜を求めて（ヒヨドリ）。例年行なっている花見会場とな
る小田野中央公園のひとコマ。咲き始めた桜に嘴を差し
込み、ほころんだ顔はなんとも愛嬌がありますね。メジロ

もやって来ていよいよ春本番！ 

清水盛通  拝島1A 

 388 モズ 2012/1/2 ２羽 浅川・平山橋 ♂１♀１ 大川征治・香  武蔵府中
0H 

 388 モズ 2012/1/8 ５羽 谷地川 ♀３♂２ 冬鳥一斉調査
（大川征治他） 

 立川0C 

 388 モズ 2012/2/2 １羽 小宮公園 ♂１ 大川征治  拝島7A 

F 388 モズ 2012/3/3 １羽 浅川・高幡橋下流 モズ♀、ふれあい橋から歩いて一番橋に向かう途中、火

災予防の看板に止まっているモズをみて撮りました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3K 

 388 モズ 2012/3/11 ２羽 浅川・新井橋付近 新井橋付近でモズの♂♀一緒にいるところが観察でき
た。繁殖ペアであろう。 

カワセミ会公開
探鳥会 

 武蔵府中
3K 

F 396 ミソサザイ 2012/4/28 １羽 八王子市小津町 大きな杉の幹にしがみつくようにとまり、小さな体全体を
震わせて幹に負けない大きな声で囀っていました。 

清水盛通  五日市
6C 

F 406 ルリビタキ 2012/3/12 １羽 高尾山・1 号路 11 丁目茶

屋付近 

今シーズンは冬鳥が少ない。ルリビタキの♂に久しぶり

に出会った。近くにシジュウカラもいた。 

粕谷和夫  八王子0F 

 406 ルリビタキ 2012/3/16 １羽 小宮公園 ♀タイプ 大川征治  拝島7A 

 406 ルリビタキ 2012/3/29 １羽 高幡台団地緑地 ルリビタキ♀1 羽、七生福祉園の畑近くの木々にシジュウ
カラとルリビタキの♀が止まったり飛んだりしていた。しか
し、シジュウカラが飛んで畑に降りて行ってしまい姿が見

えなくなると、ルリビタキも後を追うように地面に降りて行
って姿が見えなくなってしまった。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 406 ルリビタキ 2012/4/3 １羽 高幡台団地緑地 ♀、福祉園側に近いところでルリビタキの♀が私をみて
あわてて飛んでゆきました。この間から何度か見てる個

体と同じではないかと思われます。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 408 ジョウビタキ 2012/1/21 １羽 岡本昭子自宅（日野市豊
田）  

オス、11 時ころ、梅の木の枝に止っていたのをガラス越し
に見た。やがて軒下の鉢植えに移動したが見えない。声
無し。その後、玄関に出ると近所の空き地の柵に止って

雨に打たれながらも鳴いていた。庭に来たのを見たのは
今冬初。今年はとても数が少ないが、この雨は山では雪
だろうから里に降りてくることを期待している。    

岡本昭子  武蔵府中
0J 

 408 ジョウビタキ 2012/3/9 １羽 日野中央公園 ジョウビタキ♂、14 時半、木の枝にじっとしていた。 

福島孝子 

福島孝子  武蔵府中

1A 
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F 408 ジョウビタキ 2012/3/12 １羽 程久保川・煙草屋橋付近 初めにカワセミの♀が現われてたくさん写真を撮り、その
あとカワセミの♂が現われて写真を撮らせてもらい。さら
にキセキレイもあらわれて何枚か撮った後帰ろうとあるき

はじめていくとジョウビタキ♂も現れてくれました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2J 

 408 ジョウビタキ 2012/3/14 ２羽 谷地川 ♂１♀１ 大川征治・香  立川0C 

F 408 ジョウビタキ 2012/3/20 １羽 程久保川・小宮橋下流 ２，３日前に見たのと同じ個体かもしれません。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3J 

 415 イソヒヨドリ 2012/3/13 １羽 長池公園の隣、ショッピン
グ複合施設「グリーンウオ

ーク多摩」 

午後３時ころ、長池公園の隣、ショッピング複合施設「グリ
ーンウオーク多摩」内のホームセンターの屋上にイソヒヨ

ドリ♂一羽がさえずっていた。 

板倉正  武蔵府中
1D 

 415 イソヒヨドリ 2012/3/26 ３羽 イトーヨーカ堂（京王線狭
間駅南側）屋上北東角 

１５：００頃、２羽＋１羽、２羽は、イトーヨーカ堂ひがしの
ホンダ販売店南側の工場付近を北へ飛翔マンション蔭
へ。１羽はホンダ販売店の南のマンション最上階の角に

止まっていた。 

千葉槇子  八王子
3G 

 415 イソヒヨドリ 2012/4/16 ２羽 JR 八王子駅 本日4/16に所用で八王子駅の横浜線ホームで電車待ち
をしていると、八王子駅北口ビルの「八王子ナウ」の屋上
の南東角でイソヒヨドリが囀っていました(7:57)。すぐに飛

び立って、もう 1 羽別の鳥(これは識別できませんでした
が、体型は同大でした)と一緒に建物陰に隠れてしまいま
した。 

御手洗望  八王子7J 

 415 イソヒヨドリ 2012/4/17 １羽 JR 八王子駅 JR 八王子駅中央線ホーム立川寄りから観察した。朝７時

４５分。北口ビルの「八王子ナウ」の東側窓枠（7 階ぐらい
の所）にメス 1 羽がいて、段々上の窓枠に移動して屋上
まで移動して姿を消した。 

粕谷和夫  八王子7J 

 422 アカハラ 2012/4/20 １羽 日野市神明１丁目 さえずり。緑地内を行ったり来たりしていた 福島孝子  立川2A 

F 422 アカハラ 2012/4/20 １羽 高幡台団地緑地 ：裏山にチゴユリが咲き始めました。ガビチョウが目の前

を 3，4 羽飛びはねて啼き始めるとキュロロン・キュロロン
と啼くのでガビチョウにしてはおかしいと思って捜すとアカ
ハラがいました。カメラを修理に出しているため、古いの

で撮ったのであまりよくありません。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 424 シロハラ 2012/3/1 １羽 谷地川  大川征治  立川0C 

 424 シロハラ 2012/4/7 １羽 片倉城址公園 定期カウントで二の丸広場に出るとコンクリ柵脇の地面
でカワラヒワ、カシラダカ、シジュウカラなどがエサを漁っ
ていた。その中にシロハラが１羽いて、コンクリ柵のすぐ

下で地面の落ち葉をさかんにひっくりかえしていた。 

浜野建男  八王子
7G 

F 427 ツグミ 2012/2/12 ２羽 高幡台団地の庭 散歩に出かけようと外に出ると目の前の庭樹に真丸く膨
らんだ鳥がいたので確認するとツグミでした。隣の建物の
前の庭樹にも 1 羽いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 427 ツグミ 2012/3/3 10 羽

+ 

浅川・長沼橋上流 16 時過ぎ、今シーズンはツグミが少なかったが岸辺の浅

瀬に 10 羽以上が集まり水浴をしていた。暗かったので写
真は撮れなかった。 

粕谷和夫  八王子

9H 

 427 ツグミ 2012/3/3 １羽 日野中央公園 9 時前、公園中央の丘にたたずんでいた 福島孝子  武蔵府中
1A 

 427 ツグミ 2012/3/3 １羽 多摩川・立日橋の下 9 時過ぎ、河川敷の木の枝にじっと止まっていた 福島孝子  立川2B 

F 427 ツグミ 2012/3/9 ２羽 高幡台団地路上 ここずっと天気が悪いのでウオーキングができずにいま

したが、少し小降りになったので春雨じゃ濡れてゆこうと
散歩にでるとツグミが電線の上と地面にいました。カメラ
を向けても動じませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 427 ツグミ 2012/4/3 １羽 高幡台団地庭 団地に戻って庭を見ると斜面に１羽のツグミがいて私をじ

っとみていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 432 ウグイス 2012/4/13 ３羽 高幡台団地緑地 裏山で鳥と遊ぶのは本当に楽しいことです。今日は 3 羽
のウグイスが目の前に現れてくれましたが、この 4 枚の
写真は同じ個体です。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 432 ウグイス 2012/6/27 １羽 東浅川町のもと畜産試験

場跡の緑地 

東浅川町のもと畜産試験場跡の緑地で面白い鳴き方を

するウグイスについて。 このウグイスは、 ホイッ（イの
ほうが高い）、という一声鳴きをします。ホイッ、ホイッ、と
サンコウチョウに似た鳴き方でした。 若いウグイスの練

習鳴きでしょうか。 

横山由美子  八王子

3G 

 453 セッカ 2012/3/14 １羽 多摩川・日野鉄橋 葦原を移動 大川征治・香  立川1B 

 471 シジュウカラ 2012/3/9 10 羽 日野中央公園 14 時～14 時半、羽数：シジュウカラ１０羽 カワラヒワ２０
羽程、木の芽を食べたり、下におりて何か啄んでいまし
た。混群というわけではなく、食べたいものがそこにあっ

たから一緒に啄んでいた感じでした。少し離れた梅や桃
の木には、雀が１０羽ほど花の芽を啄んでいました。雨が
降っているとき、この公園ではよく見かけます。今年はア

トリの群れは見かけません。 

福島孝子  武蔵府中
1A 

F 485 カシラダカ 2012/3/3 ４羽 浅川・新井橋上流 以前は群れで見たこの鳥は今年私はまだ 2 回目の遭遇
でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 485 カシラダカ 2012/3/7 10 羽 谷地川 夏羽に換わっていた 大川征治  立川0C 
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F 485 カシラダカ 2012/3/12 ５羽 北浅川・稜北大橋下 稜北大橋下にカシラダカの小さな群れ。もうすぐ北へ渡る
カシラダカ、夏羽に移行中の顔が黒い個体もいました。 

若狭誠  拝島1B 

F 491 アオジ 2012/1/19 １羽 長池公園 アカシデの実を食べるアオジ、採餌行動、普段、アオジは
地上で餌を探していることが多いのですが、この個体は、

3m か 4m くらいの高さの枝でアカシデの実を食べていま
した。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

 491 アオジ 2012/4/1 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、ガビチョウが下に降りたとき、その前を横切って
飛んだ小鳥がいた。何の鳥だったのだろうと思っていると

戻ってきてガビチョウと一緒に地面を突いていたのはア
オジの♂でした。裏山でアオジを見たのは本当に久しぶ
りでした。でもすぐ灌木の中に入ってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 491 アオジ 2012/4/3 １羽 高幡台団地緑地 ♂、いつもはあまり入らない奥の方に行ってみると、アオ

ジの♂が私にびっくりして藪の中にもぐりこんでゆきまし
た。１日にみた個体とは場所が違うので多分べつの個体
と思いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 491 アオジ 2012/4/7 １羽 高幡台団地緑地 ♀、目の前の青木のなかでシジュウカラが動き回ってい

るのでよくみようと双眼鏡をのぞくとその奥の地面を突い
ている小鳥がいたのでよく見るとアオジの♀でした。以前
ここで♂を見ているので捜しましたがアオジは♀１羽だけ

でした。ちょっと遠すぎました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 494 オオジュリン 2012/2/5 ２羽 多摩川・立日橋上流側す
ぐ（左岸） 

新しいカメラでどうしたらうまく撮れるかテストのため歩い
ていたら、オオジュリンがいた。だいぶうまく撮れる様にな
った。 

福本健  立川2B 

F 516 イカル 2012/3/12 ３羽 小仏川・駒木野公園付近 イカルがエノキ樹に来て実を食べていた。 粕谷和夫  八王子

1G 

 529 カケス 2012/6/14 １羽 高尾山３号路かしき谷園
地付近 

声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ
ース（千葉槇子他） 

与瀬9E 

 529 カケス 2012/6/14 ２羽 高尾山３号路かしき谷園
地付近 

声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ
ース（千葉槇子他） 

与瀬9E 

F 531 オナガ 2012/2/11 10 羽

± 

東中野の民家の庭から電

線を経て向かいの山 

国旗が掲揚された旧家らしい鳥居のある大きな家の庭の

木にたくさんのオナガが飛びまわっているので近ずくと傍
の電線に移り、さらに道路を隔てた向かい側のこんもりし
た山に飛んで行った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3E 

F 536 ハシボソガラ

ス 

2012/1/2 120

羽± 

高月水田（八王子市高月

町） 

約 120 羽のハシボソガラスが集団で冬の田んぼに降りて

採餌していた。ミヤマガラスが混じってないか探したが、
すべてハシボソガラスであった。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 537 ハシブトガラス 2012/2/21 ２羽 宇津貫緑地 宇津貫緑地内の雑木林で枯れた樹木の皮を剥がして幹
から何やらを掘り出して食べていた。 

粕谷和夫  八王子6E 

 537 ハシブトガラス 2012/3/18 78 羽 多摩川・滝山城跡下 大規模な群れが堰上流から滝山丘陵にかけて移動 多摩川滝山城跡下定

期カウント（宮越他） 

拝島6E 

８．通過       

 62 アマサギ 2012/5/19 １羽 高月水田 しろかきのトラクターの後を採餌しながら歩いていた。カメ
ラマンが２人いました。 

峯尾良雄、峯
尾真澄 

 拝島6E 

F 64 チュウサギ 2012/5/4 ２羽 高月水田 高月水田に今年もチュウサギがやってきました。2 羽でし

た。渡りの途中でしょうか。アマサギの飛来も期待しま
す。 

粕谷和夫  拝島6E 

 338 アマツバメ 2012/4/19 7 羽 浅川・浅川橋下流 イワツバメの群れと一緒にしばらく旋回していた。曇り空
の下で、ときどき低空でも飛んでくれたので迫力があっ

た。 

浅川定期ＣＴ
（若狭誠他） 

 八王子
6K 

 338 アマツバメ 2012/4/21 ３羽 多摩川・滝山城跡下 滝山丘陵～昭和堰の上空を，ヒメアマツバメ，ツバメ，イ
ワツバメなどとともに飛翔していた。 

多摩川滝山城跡下定
期カウント（宮越他） 

拝島6E 

 409 ノビタキ 2012/4/7 １羽 北浅川・陵北大橋上流 50
ｍ付近右岸 

葦などの草地内を移動。♂でかなり夏羽になっている。 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

 523 コムクドリ 2012/4/19 １羽 浅川・萩原橋下流 木にとまった小さな群れのなかに、コムクドリの♀が 1 羽

混じっていた。 

浅川定期ＣＴ

（若狭誠他） 

 八王子

6K 

F 523 コムクドリ 2012/4/20 １羽 浅川・長沼橋上流付近 住宅のテレビアンテナに１羽止まっていた。その後電線
に移った。飛んでいる虫をつかまえるためかフライキャッ
チのような行動を何回もした。止まっている時は口から何

かを吐き出した。渡り途中の個体と思われる。 

粕谷和夫他  八王子
9H 

９．外来鳥 
      

 909 ガビチョウ 2012/1/10 １羽 北浅川・陵北大橋付近 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 909 ガビチョウ 2012/1/12 １羽 高尾山清滝駅付近 声を聞い 定期カウント琵琶滝コ

ース（千葉槇子他） 

八王子1F 

 909 ガビチョウ 2012/1/12 １羽 高尾山２号路１１丁目茶屋
下付近 

声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ
ース（千葉槇子他） 

八王子1F 
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 909 ガビチョウ 2012/1/18 １羽 日影沢林道車止め柵から
約 200ｍ上った東側谷筋 

日影沢林道車止め柵から約 200ｍ上った東側谷筋で鳴
いているのを確認した。 

白川司・史子  与瀬8F 

 909 ガビチョウ 2012/2/4 １羽 北浅川・松竹公園西 右岸笹の中へ飛び込む 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 909 ガビチョウ 2012/2/4 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/3/3 １羽 北浅川・松竹橋付近 松竹橋北側から声 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 909 ガビチョウ 2012/3/3 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/3/3 １羽 北浅川・陵北大橋付近 鳴き声 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島2C 

 909 ガビチョウ 2012/3/12 ２羽+ 高尾山・山頂付近 声 粕谷和夫他  与瀬9E 

 909 ガビチョウ 2012/3/12 ２羽+ 高尾山・富士道 声と姿確認 粕谷和夫他  与瀬9E 

F 909 ガビチョウ 2012/3/19 数羽 高幡台団地緑地 寒さの日は 5，6 羽集まって暖をとったりしてあまり声を聞
くことが少なかったのですが、風が少し強かったものの久
しぶりに朝からきれいに晴れたこの日は大声で囀りあっ

ていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 909 ガビチョウ 2012/3/23 ４羽 川町谷戸 声と姿視認 粕谷和夫  八王子
2K 

 909 ガビチョウ 2012/3/24 ２羽 浅川左岸・長沼橋上流さ
いかち池 

よく鳴いていた。 ジュニアクラブ
探鳥会 

 八王子
9H 

 909 ガビチョウ 2012/3/25 数羽 宇津貫緑地 声と姿確認、宇津貫公園にもいた カワセミ会宇津貫み

どりの会共催探鳥会 

八王子6E 

 909 ガビチョウ 2012/4/1 ８羽 高幡台団地緑地 スミレも咲き始めたこの裏山で突然目の前から下方の福
祉園の畑に降りた鳥がいた。次々と降りて行って地面を
闊歩したり灌木に潜り込んだりしたのは 8 羽のガビチョウ

でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 909 ガビチョウ 2012/4/1 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/4/1 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/4/7 １羽 北浅川・松竹公園西側、圏

央道下 

圏央道下で声 定期Ｃ（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 909 ガビチョウ 2012/4/12 ４羽 高尾山６号路大山橋先１０
メートル付近 

囀り 定期カウント琵琶滝コ
ース（千葉槇子他） 

八王子0E 

 909 ガビチョウ 2012/4/19 １羽 日影沢・ｳﾃﾞｨﾊｳｽ付近 鳴き声で確認した。 白川司他 3 名  与瀬9F 

 909 ガビチョウ 2012/4/19 ３羽 日影沢林道車止め柵から
約 100ｍから約 400ｍの間 

鳴き声で確認した（１羽のみ視認）。 白川司他 3 名  与瀬8F 

 909 ガビチョウ 2012/4/19 １羽 小仏白城山頂上付近 鳴き声で確認した。 白川司他 3 名  与瀬7F 

 909 ガビチョウ 2012/4/19 １羽 一丁平付近 鳴き声で確認した。 白川司他 3 名  与瀬8E 

 909 ガビチョウ 2012/4/19 １羽 もみじ台付近 鳴き声で確認した。 白川司他 3 名  与瀬9E 

 909 ガビチョウ 2012/5/5 ８羽 高尾山 1 号路入り口付近 2、1 号路登り出して最初の橋付近 2、1

号路布流の滝付近 2、1 号路金毘羅台付近 2 

粕谷和夫  八王子1F 

 909 ガビチョウ 2012/5/5 ４羽 高尾山 1 号路リフト上駅付近 2、4 号路深山橋付近 2 粕谷和夫  八王子0F 

 909 ガビチョウ 2012/5/5 ２羽 高尾山 山頂西側直下 2 粕谷和夫  与瀬9E 

 909 ガビチョウ 2012/5/7 １羽 高幡台団地  巣材らしきものを咥えて庭の灌木の中に入っていった。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 909 ガビチョウ 2012/5/8 １羽 北浅川・ゆうやけ橋付近 左岸人家Ｔｖアンテナでさえずる 定期Ｃ（丸山二三夫
他） 

拝島1A 

 909 ガビチョウ 2012/5/8 １羽 北浅川・恩方小付近 恩小南側で声 定期Ｃ（丸山二三夫

他） 

八王子

0K 

 909 ガビチョウ 2012/5/10 １羽 高尾山・６号路入口付近 声を聞いた 定期カウント琵琶滝コ
ース（千葉槇子他） 

八王子1F 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 １羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 １羽 北浅川・東京天使病院左

岸 

鳴き声 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島2B 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 ３羽 北浅川・陵北大橋下流部 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 ３羽 北浅川・松枝橋上流右岸 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 １羽 北浅川・松枝住宅グランド

脇 

鳴き声 定期カウント

（清水盛通） 

 拝島3B 

 909 ガビチョウ 2012/5/11 １羽 北浅川・陵北大橋付近 鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2C 
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 909 ガビチョウ 2012/5/11 ４羽 北浅川・東京天使病院付
近 

鳴き声 定期カウント
（清水盛通） 

 拝島2B 

 909 ガビチョウ 2012/5/16 １羽 日影林道・八王子市管裡
小屋奥 

鳴き声を確認した。 白川司  与瀬8F 

 909 ガビチョウ 2012/5/16 １羽 高尾山日陰沢・いろはの

森入口付近 

鳴き声を確認した。 白川司  与瀬9E 

 909 ガビチョウ 2012/6/3 １羽 北浅川・陵北大橋付近 声 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

 909 ガビチョウ 2012/6/3 １羽 北浅川・元木橋付近 左岸で声 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 909 ガビチョウ 2012/6/3 １羽 北浅川・ゆうやけ橋付近 左岸で声 定期Ｃ（丸山二

三夫他） 

 拝島1A 

 909 ガビチョウ 2012/6/3 １羽 北浅川・松竹橋付近 松竹橋北側から声 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 909 ガビチョウ 2012/6/3 １羽 北浅川・サシバ観察ポイン
ト 

左岸で声 定期Ｃ（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 909 ガビチョウ 2012/6/8 ２羽 日影沢林道入口付近で２

方向から 

鳴き声を確認した。  白川司  与瀬9G 

 909 ガビチョウ 2012/6/8 ３羽 ウッディハウスから約２００
ｍ上った沢沿いの３方向
から 

鳴き声を確認した。  白川司  与瀬9F 

 909 ガビチョウ 2012/6/8 ２羽 日影沢林道車止め柵から

約２００ｍ入った付近で２
方向から 

鳴き声を確認した。  白川司  与瀬8F 

 909 ガビチョウ 2012/6/8 １羽 奥高尾・もみじ台登り口手
前の一丁平への脇道 

もみじ台登り口手前の一丁平への脇道林道を横切るの
を視認した。 

白川司  与瀬9F 

 910 ソウシチョウ 2012/2/2 10 羽 高尾山蛇滝登山道を上が

り 2 号路との分岐付近 

２号路の分岐点の所でソウシチョウ約 10 羽の集団に出

会った。 

粕谷和夫他  八王子0F 

 910 ソウシチョウ 2012/4/13 ５羽
± 

醍醐川右岸の枯れ薮（恩
方郵便局から 500m 行った
辺り） 

午前 11:30、鶯がけたたましく鳴いたので足を止めて見て
いると相思鳥が次々と出て来てせわしく動いた。場所は
恩方郵便局から 500m 行った辺りだったと思います。道路

の右側は雑木の生えた山地。小川養魚場近辺。 

岡本昭男、岡
本昭子 

 五日市
6A 

 910 ソウシチョウ 2012/4/22 ５羽+ 種入り（上川口小裏） 田んぼを見下ろす場所で休憩していると、反対側の雑木
の中を動く鳥がいた。双眼鏡で確認するとソウシチョウだ
った。しばらく雑木のなかを移動していたが、やがて見え

なくなった。 

粕谷和夫、浜
野知恵子、浜
野建男 

 拝島0E 

 901 コジュケイ 2012/5/7 声 高幡台団地  コジュケイ声のみ３組？ 
２０１２年５月７日 高幡台団地緑地  日野３中裏 
  同上                七生福祉園近く 

  同上       旧更生園の林の中 
                    いづれも武蔵府中３H 
コジュケイの声は最近裏山に入る度聞いています。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

10．その他 
     

 68 アオサギ 2012/4/21 １羽 多摩川・昭和堰下 防鳥網に左翼をからませて動けなくなっていた。テグスを
はずそうとすると警戒して嘴で抵抗した。腰までつかる水
位の中で，複雑にからんでいた糸をようやく外すと，下流

右岸に流れて落ち着いた。おそらくけがで飛べないもの
の，採餌程度は可能と思われる。 

多摩川滝山城
跡下定期カウ
ント（宮越他） 

事故 拝島6E 

F 94 マガモ 2012/1/2 １羽 高月浄水場の池（八王子
市高月町） 

マガモのオスの死体が池に浮いていた。池の網に「立入
禁止」の看板があり、その看板に所管の東京都水道局八

王子給水事務所の電話番号が書いてあったので、携帯
電話した。鳥インフルエンザの恐れがあるのはピックアッ
プして検査するように電話で依頼した。12 時であった。北

側水田の野鳥のカウントを終わり 12 時 30 分に池に戻っ
てくると 2 人の作業員がマガモの死体をスコップで掘って
池の近くに埋めてしまっていた。作業員に聞いてみると上

の人からの連絡で埋めたとのことであった。検査を期待
したのだが、検査せずに埋められてしまった。 

粕谷和夫  拝島6F 

F 903 雑種ガモ 2012/3/12 １羽 浅川・浅川橋上流側 変なカモが泳いでいるので、確認すると雑種ガモでした。
マガモに少し似ています。 

粕谷和夫  八王子
6K 

  リス 2012/3/12 １頭 小仏川・通称どんどんの

下流 

岩の上に 1 頭いた 粕谷和夫 哺乳類 八王子

1G 

  イノシシ 2012/3/12 数ヶ
所 

高尾山・1 号路 1 号路の布
流滝より上と下の各地 

イノシシの新しい出没跡が多数 粕谷和夫他 哺乳類 八王子1F 

  イタチ 2012/4/20 １頭 浅川左岸長沼橋上流側さ
いかち池 

池の対岸に姿を現し、上流側の藪に消える カワセミ会
観察会 

哺乳類 八王子
9H 

  ノウサギ 2012/5/4 １頭 多摩川右岸堤防（海から

48km 地点の標識のある付
近） 

堤防にノウサギ 1 頭が現れた。直ぐ姿を消してしまったの

で、写真は撮れなかった。 

粕谷和夫 哺乳類 拝島6E 
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２０１２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

111km であった。 

２．調査時期 

  ４月下旬～７月上旬にそれぞれの区域で２～４回行った。 

 

３．調査参加会員数 

  第１表の通り、延べ 165 名の会員が調査を行った。沢別の調査責任者は 2012 年は⑥が福本健に

代わった。 

４．結果 

  結果は第２表の通りであり、19区域（沢筋、谷筋）のうち、17 区域で合計 58 羽のオオルリ♂を

確認したが、2009 年から減少傾向にあり、2012 年もさらに減少した。沢別では、⑤辺名・小津、

⑩夕焼け小焼け～駒木野で多く観察された。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、オオルリと比べキビタキは減少していない。本年は夏鳥 13 種（ツ

ツドリﾘ、ホトトギス、ツバメ、イワツバメ、クロツグミ、ヤブサメ、センダイムシクイ、キビタ

キ、オオルリ、サンコウチョウ、ミゾゴイ、コチドリ、コサメビタキ）、留鳥他 43 種（冬鳥、通過

鳥を含む）、計 56 種が出現した。主な夏鳥等の出現数の経年変化は以下にグラフで示した。 

 なお、⑫八王子城跡コースを担当した若狭誠会員から次のようなコメントが寄せられた。「八王子

城跡では、駐車場が整備され多い日には 50 人ほどのカメラマンなどが訪れるようになり野鳥繁殖

への負荷も考えられます。八王子の鳥オオルリ♂羽数は 1～2 羽ほどに減少したが、カメラマンの

IC レコーダなどでの鳥寄せが一つの原因とも考えられます。」 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２０１２年）
調査区域 調査延長 調査責任者 延べ参加数

①今熊山頂・変電所 3 長谷川篤 5

②加住丘陵 6 中村啓二 4

③天合峰 6 川戸恵一 4

④御屋敷・美山 5 笹川佳子 4

⑤辺名・小津 7 清水盛通 2

⑥醍醐川上流・ににく沢 6 福本健 10

⑦醍醐川下流 4 佐藤哲郎 2

⑧和田峠下・くぬぎ沢 3 古山隆 2

⑨案下川上流部右岸 8 門口一雄 6

⑩夕焼け小焼け～駒木野 8.5 山崎悠一 4

⑪板当・滝沢林道 9 丸山二三夫 22

⑫八王子城跡・富士見台 4 若狭誠 34

⑬小下沢 5 阿江範彦 2

⑭日影沢・小仏城山 7.5 白川司 2

⑮高尾山・琵琶滝6号3号路 8 千葉槇子 30

⑯高尾山・蛇滝４号１号路 5 粕谷和夫 22

⑰高尾・大垂水方面 3 加藤岸男 2

⑱南高尾・中沢峠他 10 柚木鎭夫 4

⑲初沢川・南高尾尾根 3 浜野建男 4

計 111 165
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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 2012 年 4 月～7 月） 

（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

調査区域 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

①今熊山頂・変電所 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1

②加住丘陵 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 0 0

③天合峰 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 2 0

④御屋敷・美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2

⑤辺名・小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12 11 6 9 8 9

⑥醍醐川上流・ににく沢 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6 4 6 3 5 4

⑦醍醐川下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4

⑧和田峠下・くぬぎ沢 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 2 3 1 1

⑨案下川上流部右岸 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5 7 4 5 3 3

⑩夕焼け小焼け～駒木野 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9 14 9 8 11 8

⑪板当・滝沢林道 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7 11 10 8 5 5

⑫八王子城跡・富士見台 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5 5 1 4 1 2

⑬小下沢 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3 4 4 3 5 4

⑭日影沢・小仏城山 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7 5 11 8 6 4

⑮高尾山・琵琶滝6号3号路 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7 6 9 8 9 2

⑯高尾山・蛇滝４号１号路 ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5 4 2 8 2 3

⑰高尾・大垂水方面 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 16 8 5 2 2

⑱南高尾・峠（西山峠、三沢峠） 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9 5 5 4 5 3

⑲初沢川・南高尾尾根 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 2 2 2 1

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111 91 84 73 58
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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 2012 年 4 月～7 月） 
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数

出

現
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体
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321 ツツドリ 2 3 2 1 2 1 1 1 8 13
322 ホトトギス 1 1 5 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 14 26
366 ツバメ 2 4 5 9 9 5 10 3 35+ 8 2 4 12 96
369 イワツバメ 4 1 11 2 15 5 33
396 ミソサザイ 3 5 1 3 4 1 1 1 8 19
420 クロツグミ 1 5 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 15 29
431 ヤブサメ 1 7 2 2 2 2 1 3 4 2 2 5 1 1 5 8 16 48
432 ウグイス 4 10 3 12 17 11 14 11 16 10 14 17 4 10 5 17 9 16 12 19 212
450 センダイムシクイ 4 5 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 1 2 15 31
456 キビタキ 6 8 21 7 3 3 4 1 7 8 1 9 3 12 6 11 11 17 121
459 オオルリ 1 2 9 4 4 1 3 8 5 2 4 4 2 3 2 3 1 17 58
463 サンコウチョウ 1 5 1 1 2 1 6 11

56 ミゾゴイ ● 1
62 アオサギ ● ● 2
95 カルガモ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
130 トビ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
139 ノスリ ● ● ● ● 4
141 クマタカ ● 1
161 キジ ● 1
188 コチドリ ● 1
314 キジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
316 アオバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
334 フクロウ ● 1
338 アマツバメ ● ● ● 3
344 カワセミ ● ● 2
349 アオゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
354 アカゲラ ● ● 2
357 コゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
373 キセキレイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16
374 ハクセキレイ ● ● ● 3
375 セグロセキレイ ● ● ● ● 4
386 ヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
388 モズ ● ● 2
395 カワガラス ● 1
453 セッカ ● 1
462 コサメビタキ ● ● ● ● 4
464 エナガ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
467 コガラ ● ● 2
468 ヒガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
469 ヤマガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
471 シジュウカラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
474 メジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
478 ホオジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
491 アオジﾞ ● ● ● ● ● 5
492 クロジ ● 1
502 カワラヒワ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
516 イカル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
520 スズメ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
526 ムクドリ ● ● ● 3
529 カケス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
531 オナガ ● 1
536 ハシボソガラス ● ● ● ● ● ● 6
537 ハシブトガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
901 コジュケイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
903 ドバト ● 1
909 ガビチョウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

出現種類数 27 28 11 18 43 23 29 18 34 19 38 27 18 24 26 28 34 28 23 56

①～⑲は調査要領の①～⑲に

対応

出
現
し
た
鳥
の
羽
数

出
現
し
た
鳥
に
●
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２０１２年 カルガモ繁殖状況調査結果 

  

 浅川の本支流はカルガモの繁殖地であり、その数を 1988年以来毎年カウントしている。カウント調査

は昨年迄と同様、浅川の本支流を１５に区分した他、谷地川、大栗川、程久保川を含め、会員が分担し

て５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

 結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあり、2012 年

も減少した。なお、2012年は⑮湯殿川（時田橋～浅川合流）は玉手道夫に代わって門口一雄が担当した。

また、⑲の大栗川（鑓水～大竹橋）は担当者の都合により調査出来なかった。（取りまとめ：粕谷和夫） 

 

（第１表）平成２０１２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 11 11
②陵北大橋～松枝橋 清水盛通 1 2 6 12 20

計 1 2 6 23 31

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 0 0 0 17 17
④鶴巻橋～大和田橋 若狭誠 2 2 15 16 33
⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 8 15 24
⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 1 1 7 25 33
⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 1 1 3 13 17

計 5 5 33 86 124

⑧川口橋～明治橋 内藤公三 1 1 2 26 29
⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 3 3 12 25 40

計 4 4 14 51 69

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 1 1 4 17 22

計 1 1 4 21 26

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 2 3 5 27 35
⑬山田川（山田橋～浅川合流） 浜野建男 3 3 25 9 37

⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 1 1 1 39 41
⑮時田橋～浅川合流 門口一雄 2 3 11 3 19

計 3 4 12 42 60

浅川水系の計 19 22 99 259 382

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 1 1 3 9 13
⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 0 0 0 10 10
⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 0 0 0 9 9
⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍嶋玲子 2 2 13 14 29
⑲大栗川（鑓水～大竹橋） -
⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川清 2 2 16 21 39

24 27 131 322 480総計

北
浅
川

浅
川
本
流

川
口
川

南
浅
川

湯
殿
川

カルガモ
数総計

備考
単独

成鳥数

親子連れ
担当者

（代表者）
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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
2011 22 22 100 4.5 300 422

2012 19 22 99 5.2 259 380

単独成鳥 総計年

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
2011 0 9 3 3 1 0 6 22 3 1 1 27

2012 1 5 4 1 2 3 3 19 1 2 2 24
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２０１２年 多摩川ツバメ集団ねぐら（速報） 
                                  （まとめ：粕谷和夫） 

2012 年は多摩川ツバメ集団ねぐら一斉調査が 7 月 21 日前後に行われた。カワセミ会担当区域は多摩

川の秋川合流付近から府中四谷橋まで、左右岸を 11 区域に分けて、各区域に前年までと同様の担当者を

決めて実施した。 

 

2012年は以下の 2ヶ所で集団ねぐらの場所を特定できた。 

１．多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近 

■観察者名： 神山和夫 

■観察した年月日： 2012/7/21 

■観察した時間： 1815-1915 

■天候・風など：  

■ねぐら入り数： 200 

■メモ： 日暮れが近づいてもほとんどツバメの姿がなかったのですが、かなり暗になってから、川

縁から鳴き声が聞こえてきました。いつの間にかねぐら入りしていたようです。入っていくところ

で気づかなかったので、数はまったく山勘です。 

６．多摩川右岸・谷地川の新旭橋付近～中央線鉄橋 

■観察者名： 神谷古牧 

■観察した年月日： 2012 年 7月 22 日 

■観察した時間： 18:00～19:15 

■天候・風など： 雨、弱い北寄りの風、20℃ 

■ねぐら入り数： 推定 300 羽 

■メモ： 21日が一斉カウント日であったが、急用で行けなくなり、22 日の観察となった。そのばち

がが当たったのか、しっかりと雨の降る中での観察となってしまった。17 時半には現地に行くが、

ごく弱い霧雨が徐々に雨になり、日野駅近くまで傘を買い求めに行き、18 時からの観察となった。

17 時半頃までは、合計 100 羽（往復カウントしたものが含まれると推定）程が飛び交っていたが、

17 時 40 分頃から南の住宅地からやってくるものが増え、時折 50～80 羽の群れとなって 50?b 程の

上空を飛ぶ姿が見られるようになり、19時少し前から谷地川の水面近くを飛び、徐々に葦の間に入

っていった。中には柳の枝に止るものも居た。雨で視界が悪く、離れたところは、双眼鏡を使って

も見ることが出来なかった。条件の良い日ならば、この様な小規模な塒入りが点在している可能性

があります。 

7 月の一斉調査（私は 1 日遅れでしたが）の報告で、谷地川新旭橋付近～多摩川中央線鉄橋付近

を担当し、既に報告いたしましたが、雨天の視界の悪い状況でしたので、7 月 25 日の仕事帰りに、

18：40～19：10 までですが、再認したところ、矢張り 100～200 羽が塒入りしました。このように

小規模のものを見つけるのは難しいかも知れませんが、葦原の状況、その周囲の状況などから目星

を付けると、以外に見つかるような気がします。もう十年も前になりますが、あの狭い谷地川の極

小さな葦原に数十羽が塒入りしている年がありました。 

 

 なお、2012 年の調査地区と担当は以下のとおりでした。一部カワセミ会以外の方は多摩川流域ツバメ

集団ねぐら調査連絡会のメンバーである。 

１．多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近（神山和夫 7月 21 日実施） 

２．多摩川左岸・秋川と多摩川の合流付近～拝島橋（粕谷和夫 7月 18 日実施） 

３．多摩川左岸・拝島橋～多摩大橋（長谷川博之 7 月 21 日実施） 

４．多摩川右岸・拝島橋～多摩大橋（福本健、木澤隆雄 7月 21日実施） 

５．多摩川右岸・多摩大橋～谷地川の新旭橋付近（若狭誠 7月 21 日実施） 

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月 22、25日実施） 

７．多摩川右岸・中央線鉄橋～立日橋（古山隆 7月 23 日実施） 

８．多摩川右岸・立日橋～日野橋（山崎悠一 7月 22 日実施） 

９．多摩川右岸・日野橋～中央高速橋（渡辺敬明 7 月 21 日実施） 

10．多摩川右岸・中央高速橋～浅川合流付近（粕谷和夫 7月 21日実施） 

11．多摩川右岸・浅川合流付近～府中四谷橋（鈴木秀夫 7月 21日実施） 



 81 

お詫びと訂正 

 

前号（４８号）に誤りがありました。お詫びして訂正します。 

 

１．２５周年 浅川野鳥カルタ作成と市民カルタ大会の浅川野鳥カルタ作成に協力いただいた方 

（Ｐ１３）に小澤礼子さんが漏れていましたので追加します。 

・箱作りに協力いただいた方 

阿江範彦、井形定子、井上典子、板倉正、今井達郎、長田八重子、小澤礼子、粕谷和夫、 

門倉美登利、門口一雄、門口裕子、菊地昇、小張昌子、齊藤朋江、白川史子、傍島玲子、 

多田恒子、内藤公三、長谷川篤、浜野建男、廣川潔、氷渡とし子、福本健、丸山二三夫 

・カルタ作製委員 

大川征治、小澤礼子、粕谷和夫、門倉美登利、門口裕子、佐藤哲郎、白川史子、内藤公三、 

長谷川篤、古山隆、丸山二三夫、門口一雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 
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ロンドンオリンピックが８月１２日に閉幕しました。会報の編集を担当してから５回目のオリンピッ

クになります。前にもこの欄で書いた覚えがありますが、夏と冬のオリンピックの開催期間はちょうど

会報の編集作業と重複し、オリンピックの応援をしながらの会報の編集は、個人的な風物詩です。 

ロンドンオリンピックはいつもより半月ほど早く終わってくれたので会報編集としては助かりましたが、 

深夜のサッカー観戦で体力を消耗した面もありました。 

 

会報の編集は年２回、ニッパチと言われる月に主に作業しますが、今回の夏号はオオルリ他夏鳥調査、

カルガモ調査などの季節調査の結果を掲載します。 

今号、「２０１２年 オオルリ他夏鳥調査」の夏鳥３種の出現羽数グラフで、八王子市の鳥「オオルリ」

が減ってきているのが気になります。２００８年 111 羽が、91羽、84羽、73羽、今年は 58羽と

減少傾向です。調査を担当していて、この現象は実感しています。 

この傾向は通常の増減の範囲内なのか。全国的にはどうなのか、八王子だけの傾向なのか、越冬地の東

南アジアに問題があるのか、来年はどうなるのか、気になります。 

 

会報は今回で 49号、次号は 50号になります。 

 

（若狭 誠） 
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