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２０１４年に新たに２ヶ所でイソヒヨドリの営巣確認 

取りまとめ：粕谷和夫  

１．2014年 7月までの営巣状況 

 わが国では主に沿岸部で繁殖しているイソヒヨドリが、最近八王子のような内陸部も営巣するように

なった。この鳥の繁殖を八王子で始めて確認したのは 2009 年 JR 八王子駅南口付近であり、以後 2014

年までの営巣状況は以下の表のとおりである。2012 年から営巣確認数が増加しているのは、当年に NPO

法人バードリサーチの調査研究支援プロジェクトの助成を受けて組織的に調査に取組んだことによるも

の。2014年には新たに 2ヶ所（八王子みなみ野駅付近、日野市日野台）で営巣が確認された。営巣場所

は鉄道駅付近に多い、量販店や集合住宅に多いという特徴がある。巣は直接雨が当らない場所の人工構

造物の隙間のようなところに作られる。  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

JR八王子駅南口付近 集合住宅 1 1
JR八王子駅北口付近 集合住宅 1 1 1
八王子市明神町3丁目 不明 1
横浜線八王子みなみ野駅付近 大型量販店 1
高尾駅付近（南口の大型マンション） 集合住宅 1 1
高尾駅付近 不明 1
狭間町の大型量販店 大型量販店 1 2 2 1
南大沢駅付近（アウトレットパーク） 大型量販店 2 1 1
南大沢駅付近（大型量販店） 大型量販店 1 1
八王子市別所（大型量販店） 大型量販店 1 1
谷地川新旭橋付近 工業団地 1
日野市日野台 工場 1

　　　計 1巣 １巣 1巣 7巣 9巣 7巣

巣の場所 巣の環境
確認できた巣の数

 

 

２．2014年の営巣状況 

 7ヶ所で営巣が確認された。以下はその状況である。 

 

(1)JR 八王子駅北口付近（京王プラザホテル八王子の駐車場隣りのマンションの裏側） 

2014/5/2 5月 2日にようやくイソヒヨドリの飛来を確認した。17時、オスの綺麗なさえずりが聞こ

えてきた。姿を探すと昨年営巣した場所に下に現れた。粕谷和夫観察 

2014/5/5 昨年営巣した場所の直ぐ近くにオスがいた。抱卵中のメスを見守っているのかもしれない。

粕谷和夫観察 

2014/5/24 5 月 5 日にオス 1 羽を確認して以来 3 日に 1 度ぐらいの割合で観察していたが、5 月 23

日までは姿を確認できなかった。放棄しかもしれないと思っていたが、5月 24 日にオスメス親を確認

できた。16 時から 17時の間の観察でオスが巣のあるマンションの屋上でさえずっていた。17 時にな

り巣からメスが出て来て、2 羽で線路の方へ飛んで行った。 粕谷和夫観察 

2014/6/3 12時頃、オスが京王プラザホテルの屋上などの巣の付近にいて鳴いていた。キジバトが近

くに来ると追い払った。観察時間が短かったためか巣への親の出入りは確認できなかった。粕谷和夫

観察 

 

(2)横浜線みなみ野駅付近（みなみ野駅西の「アクロスモールみなみ野駐車場」） 

2014/5/28 2011年に八王子みなみ野駅付近でイソヒヨドリを観察して以来、2012 年、2013年に営巣

場所を探していたが見つけることができなかった。2014 年も探査したが見つけることができなかった。

しかし、5月 28 日ついに巣のあると思われる所を特定できた。場所は駅西口の量販店 NOJIMA の立体

駐車場「アクロスモールみなみ野駐車場」3 階であった。同駐車場の屋上からイソヒヨドリのメスの
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声が聞こえてきたので、10:35～11:5 の 30分間観察した。この間にメス親が約 10 回採餌して餌運びを

した。空中で餌さをフライキャッチすることが多かったが、2 回だけ近くの地上に降りて採餌した。

この間のオスは姿を見せなかった。粕谷和夫観察 

2014/5/31 みなみ野駅西の「アクロスモールみなみ野駐車場」へ立ち寄り、3 階西側空調器のところ

で、イソヒヨドリ♀が８回ほど餌を咥えての出入りを観てきた。12時から 13時 30 分頃でしたが、♂

は一度も見られなかった。川上恚観察 

 

(3)高尾駅付近（南口の大型マンション） 

2014/3/16 ♂１羽。京王高尾駅南口京王高尾マンション東側６Ｆ窓の手すり？に止まり囀っていた。

福本順吉観察 

2014/4/1 昼前、高尾駅北側の三井住友銀行の反対側の道路ぎわの建物で、イソヒヨドリ雄が囀って

いました。山下弘文観察 

2014/4/9 高尾駅・南口ダイエー「グルメシテイ」北側非常階段で 9:50 から 10:30 分の間にイソヒヨ

ドリのつがいを確認しました。高尾駅南口ダイエー「グルメシテイ」北側非常階段の５Ｆから６Ｆの

踊り場付近で２羽が出入りを繰り返していた。雄がその際時々フェンスに止まっていた。福本順吉観

察 

2014/4/9 京王線の南側にある京王マンション近くでも雄の囀りの鳴き声が聞こえたが場所の確認

が出来なかった。福本順吉観察 

2014/4/7 高尾パークハイツA棟の北側の非常階段に昨年営巣した場所と直ぐ近くの東側で同マンシ

ョンの 1～2階に付随するグルメシティダイエー1階の外側ダクトにメスが入り 2～3分後に出てきた。

その間オスは近くでさえずりをした（15時 10 分頃）。粕谷和夫観察 

2014/4/11 高尾パークハイツ A 棟の北側の二つの外付け非常階段やテラス、又東隣りの永田歯科病

院屋上を移動。♂はいい声でさえずり、♀は一度巣材を銜えていた。巣と思われる位置は特定できな

かった。粕谷和夫観察 

2014/5/6 高尾パークハイツA棟の北側の非常階段に昨年営巣した場所と直ぐ近くの東側で同マンシ

ョンの 1～2階に付随するグルメシティダイエー1階の外側ダクトに営巣していると思われるイソヒヨ

ドリを観察した。16 時 10 分～16 時 30 分までの観察でオス 1 羽が巣のあると思われる場所を監視し

ていた。巣中でメスが抱卵していると思われる。オスは近くで時々場所を移動し、時には鳴いていた。

巣のある場所と思わる付近にハクセキレイ、スズメが近づくと追い払った。なお、昨年営巣した高尾

パークハイツ A 棟の北側の非常階段の方にはイソヒヨドリはいなかった。粕谷和夫観察 

2014/5/11 高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年営巣した場所と直ぐ近くの東側で同マン

ションの1～2階に付随するグルメシティダイエー2階の外側ダクトに営巣しているイソヒヨドリを始

めて確認した。13 時 35 分、13 時 44 分にメスがダクトに餌を銜えて入った。オスも餌を銜えて巣の

近くにいたが、用心深くて巣に入らないので、当方が現場を去った。なお、その後で昨年営巣した高

尾パークハイツ A棟の北側の非常階段の方に移り 45分間観察したが、イソヒヨドリは現れなかった。

粕谷和夫観察 

2014/5/17 16時 20分、16 時 50 分にオスがダクトの巣に餌を銜えて 3回入った。この間メスの姿は

なかった。なお、その後で昨年営巣した高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段の方に移り 45 分間

観察したが、イソヒヨドリは現れなかった。粕谷和夫観察 

2014/5/19 16時 30分、16 時 45 分にオス、メスが各 1 回ダクトの巣に餌を銜えて入った。なお、そ

の後で昨年営巣した高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段の方に移り観察したが、イソヒヨドリは

現れなかった。粕谷和夫観察 

2014/5/30 ３羽  オス 1 とメス型 2を高尾パークハイツ A 棟付近で観察。巣立ちしたと思わ

れる。粕谷和夫観察 

 

(4)狭間町の大型量販店（イトーヨーカドー狭間店） 

2014/3/14 今年もイトーヨーカドーの屋上フェンスでイソヒヨドリ「雄」１羽を確認した。相変わ

らず綺麗な声で囀っていた。今年の初認です。確認時間は午後２時５５分でした。これからも観察を

続ける積りでいます。 福本順吉観察 

2014/3/15 私も確認しました。PM3:35、イトーヨーカドー前道路を挟んで駅よりの電信柱のブース
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ター上、♂でした。安室厚子観察 

2014/3/30 イトーヨーカドー狭間店屋上のテレビアンテナでイソヒヨを見ました。16時 10分。雨上

がりの日差しの中きれいなさえずり声を聞く。 峯尾真澄、峯尾良雄観察 

2014/3/30 14:26、イトーヨーカドー屋上テレビアンテナで♂１囀っていた。福本順吉観察 

2014/4/2 ２羽、イトーヨーカドー狭間店 5階駐車場、ＡＭ10:15～11:30、二人で観察中に左側の去年

繁殖した場所にツガイで出入りして、また右の過去に繁殖した場所にも出入りしていたため現在は巣

作りの場所を点検中なのか、もしくは２つがいの可能性がありかな？と感じています。福本順吉、山

下弘文観察 

2014/4/7 イトーヨーカドー狭間店 5 階駐車場、♂１♀１。AM10:30～11:40。雄は屋上のフェンスで

鳴いていたが５ｆのフェンスには飛んでこなかった。雌は右側で以前に繁殖した巣に出入りを繰り返

していた。まだ抱卵を開始していないのかも知れませんが。・・・でもかなり警戒が強いようです。

福本順吉観察 

2014/4/7 ２羽 イトーヨーカドー狭間店屋上、昼頃、イソヒヨドリが番いでいました。♀は巣の材料

の様なものをくわえて、一番高い広告塔の中へ飛んでいきました。あとを♂が入っていきました。板

倉正観察 

2014/4/17 ２羽、 雄１雌１。AM11:00 から 12:30。イトーヨーカドー５F駐車場。11:35分頃に雌が

飛来し右側の巣と思われる処に入っていった。が 10 分後にまた出ていったまま 12:30 分までには戻ら

なかった。雄が鳴いていたが巣にもこないし鳴いている場所も特定できなかった。福本順吉観察 

2014/4/28 ２羽、10:20 から 12:18。観察始めた頃雄が鳴いていたが場所は特定できなかった。10:41

分頃雄が飛んできてフェンスに止まったがすぐに屋上方面に飛び去った。その後 11:38 分に雌が巣か

らとびだして屋上の方へ飛び去ったが 11:55 分に雌が戻り巣に入った。同時に雄もきたがすぐに飛び

去った。現在抱卵中と思われます。4月 20日にはヨーカドーの北側広告塔の処で雄が囀っていた。福

本順吉観察 

2014/5/13 ２羽、観察時間：4:50 から 5:55 まで。53 分に雌親が小さめの餌を咥えて来て巣の中に入

りすぐに出て行った。その後 5:5 分、5:30 分と３回とも雌が餌を運んで巣の中に入って入った。その

たびに中から雛の声が聞こえた。推測だが２羽のようにも聞こえた。結局 55 分までに３回来ただけ

だった。近くで雄の鳴き声が聞こえたが１回も雄は来なかった。巣は去年と同じ処です。福本順吉観察 

2014/5/17 今日「17 日」午後に巣立ちしたようです。午後 5:10 分頃行きましたが親鳥が盛んに飛び

まわって巣立ちした。雛を探し誘導しているようでした。時間がなかった為、雛及び羽数は確認でき

ませんでした。川上さんが 12:30 分まで観察していたときは親鳥が餌を運んでいたそうです。福本順

吉観察 

2014/5/18 ヨーカドーのイソヒヨドリの報告を訂正します。今朝 10 時 15 分から 11 時 15 分までに

昨日「17日」に巣立ちした１羽を確認し、撮影もしましたがまだ巣の中に雛が１羽か２羽、居るよう

です。親鳥が餌を運んでいました。本日午後 4時 30分から 5時 30分まで再度観察しましたが巣立ち

はしませんでした。その間も親鳥「雄、雌」が交代で３回ほど餌を咥え巣に出入りするのが確認でき

ました。以上報告を訂正します。残りの雛は明日以降巣立ちでしょうか。福本順吉観察 

2014/5/19 本日全部巣立ちしました。12 時 40 分～14 時 20 分までに２羽の巣立ちを確認しました。

17日のとあわせると３羽になり以前と同じ羽数でした。屋上まで飛べず駐車場の配電盤の裏側に隠れ

てしまい時々親鳥が餌を運んでいました。福本順吉観察 

 

(5)南大沢駅付近（三井アウトレットパーク） 

2014/5/20 ２羽、11時 45 分～12時 15 分の間観察した。オスが 5階建立体駐車場にいた。同駐車場

の 4階に上がり観察していると昨年までと同じ場所（34番の屋上）でメスの餌運びが 1回観察できた。

巣が有ると思われるが場所は特定できなかった。粕谷和夫観察。 

2014/6/1 １羽、♀1 羽。PM3:30、駐車場 4F から 34 番建屋を観察。♀1 羽がいたが、それ以外は観

察できなかった。倉本修観察 

 

(6)八王子市別所（グリーンウオーク多摩のニトリと東京海上グランドの間） 

2014/4/19 ♂1羽。AM8:35。芝生の上で♂1 羽、フェンス柵に移り、続いてヤマダ電機屋上の西北角

に移った。屋上外壁の内側にある排水管の隙間に入った。さえずりは弱く途切れがちだった。倉本修
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観察 

2014/5/27 ♂1♀1、PM2:30-3:30、ニトリと東京海上グランドのフェンスの間のブッシュに虫を銜え

た♂と♀が交互に何度も飛びおりて行った。幼鳥らしき声が聞こえてくるが姿は確認できなかった。

微妙な時期なので無理してまで近づかなかった。倉本修観察 

2014/5/28 ３羽、♂1♀1 幼鳥 1。5/27と同じ場所。AM7:35-8:50、♂と♀が虫を銜えて何度もブッシ

ュに飛び降りてゆく。7:40 幼鳥 1 羽ブッシュの中から飛び上ってきてフェンスの柵に止まった。くち

ばしの基部と雨覆の先が白かった。7:50 ヤマダ電機の屋上、西北角の外壁の内側は♀が虫を銜えて入

って行った。倉本修観察 

2014/5/30 ５羽、♂1♀1 幼鳥 3。5/27 と同じ場所。AM9:00-10:20、♂はフライキャッチと地上で虫

を捕えて 3-4匹銜えるとブッシュに向かって飛びおりて行った。♀は一度ヤマダ電機の屋上外壁の隙

間に入って行ったが、また出て来てブッシュへの餌運びをした。9:45 ニトリ側からブッシュに近づい

て行き、幼鳥 3羽を確認した。ブッシュにあまり近づくと♂と♀が飛びおりて来てクワッ・クワッと

警戒した声を出した。♂は短いさえずりをした。幼鳥への餌運びは主に♂がしていた。倉本修観察 

2014/6/1 ３羽、♂1幼鳥 2。AM7:40-9:00、5/27と同じ場所、ただし、幼鳥 2羽はブッシュから出て

ニトリの軽自動車の下にいた（昨年と同じパターン）。♂が餌運びをしていた。♂が飛びおりると幼

鳥が飛びだして来る。♀と幼鳥 1 羽は全く姿を見せなかった。倉本修観察 

2014/6/3 ４羽、♂1♀1 幼鳥 2。AM8:20-9：30、6/1 と同じニトリ駐車場の軽自動車の下。♂が餌運

びをしていた。♀は一度見ただけで直ぐ姿を消した。幼鳥 2 羽は車体の下に身を潜め時々出て来て走

り回り♂から虫を受け取っていた。 

★巣はヤマダ電機の屋上西北角の外壁の隙間にあると思われる。地上からは見えないが壁に白く変色

した糞がこびりついているし、直下の地面にも糞の跡が見られた。 

★3羽の幼鳥が巣立ちしたと思う。途中から 1羽が姿を消した。倉本修観察 

 

(7)日野市日野台（民間工場） 

2014/5/13 日野市日野台にある会社構内にて、もう何年も前からイソヒヨドリらしき鳴き声と、遠

目の姿を見ています。数日前、偶々早朝（6 時半頃）だったので双眼鏡を持ち込みました。4 階建て

の工場建屋（一般のビルの 7 階建て相当）の屋上にあるアンテナに留まって鳴く鳥の姿がありました。

周りに人が余り居ないのを確認してから双眼鏡を取り出して確認すると、思い通り雄のイソヒヨドリ

でした。今までは肉眼でシルエットを見るだけでしたが、機会あれば雌も確認出来ればと思います。

工場建屋が沢山あるので、イソヒヨドリにとっては格好の営巣場所の様な気がします。親鳥が餌を運

んでいたそうです。神谷古牧観察 

2014/6/9 ♂、6 時 50 分、民間工場敷地内の電線に留まって囀っていた。距離は僅か 20 ㍍程だった

が、逆光で見難かったので偶々持ち合わせていた双眼鏡で確認した。神谷古牧観察 

2014/7/16 ♂、6時 48分、民間工場敷地内に留まっていた。僅か 10㍍程の距離で観察。良く囀って

いた。神谷古牧観察 

2014/7/21 ５羽、6 時 47 分、民間工場敷地内で何かをくわえた雌。其処に若鳥らしき個体が現れ給

餌する。見ると周りに全部で 4羽の若鳥らしき個体。雌の成鳥はジョウビタキの様な「カタ、カタ・・・」

と言う声で鳴く。ほんの 6～7 ㍍の距離だが、見上げるので逆光となるが、若鳥の色は総て雌とほぼ

同色に見える。成鳥に較べて、尾がやや短い。神谷古牧観察 

 

３．マスコミから取材と市民からの情報 

 朝日新聞（5 月 27 日朝刊多摩・都内版）、読売新聞（6 月 6 日朝刊多摩版）、八王子テレメディア（6

月 23 日放映）に取り上がられ、その際にイソヒヨドリの情報の提供を呼びかけた。 

 新聞掲載後に以下でイソヒヨドリが目撃されたという情報の提供があった。品川区、町田市、多摩セ

ンター駅、八王子市別所のぐりーんうぉーく多摩ショッピングセンター、若洲ゴルフリンクス、宮古島

市下地島通り池、沖縄首里城、秦野市南が丘、箱根湯本、八王子市東浅川町（マンション）、多摩御陵前

の陵南公園付近、南大沢の交差点「首都大学東京東」、多摩市桜ヶ丘の大栗川霞が関橋下流、多摩市関戸、

多摩中央警察(多摩市鶴牧 1-26)付近、南大沢駅近く、三井アウトレットパーク。 
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河川改修で復元できた川口川の浅川合流部のワンド 

粕谷和夫  

 

粕谷は会報「かわせみ第 52 号（2014 年春号）に「野鳥観察活動から見た浅川の河川行政」というタ

イトルの記事を投稿した。この中で、「浅川の河川改修で最も危惧しているのは、ワンドの消滅です。ワ

ンドは水生植物が繁茂し、魚の産卵や稚魚が生育する場所であって、野鳥の絶好の餌場や休息場になっ

ています。嘗ての浅川には大小のワンドがあちこちにありました。ワンドが消滅しないよう、さらに一

歩進んでワンドを創出して生物多様性を豊かにするような河川行政に今後転換することを強く要望しま

す。」と書いた。 

2014 年になって、画期的ともいえることが起った。河川改修後にもワンドが残ったのである。2013

年 3月に川口川の浅川合流部河川改修の話が伝わってきた。この話がどこから来たかというと、京浜河

川事務所からではなく、日本野鳥の会の金井裕氏からであった。金井氏は京浜河川事務所の「河川水辺

の国勢調査の助言者」だそうです。この時（2013年 3月 9 日）の金井氏からのメールの抜粋は次のとお

りでした。「多摩川水系を管理している京浜工事事務所から、浅川の八王子市街に近い川口川との合流部

で、河川敷内でカワセミが営巣しているかどうか、情報が無いかとの問い合わせがありました。河川敷

内の流れに近い小さな崖状になっている場所で、護岸工事が予定されているとのことで、その周辺で営

巣があるか知りたいとのことです。グーグルの衛星画像で見ると、確かに崖があるように見えます。情

報があれば、教えていただけるとありがたいです。イカルチドリの営巣もありそうですが、ほかに配慮

事項があれば、河川事務所に伝えようと思います。」 

 このメールに対し、粕谷から以下のメールを金井氏に返信した。「川口川の浅川合流直前に架かる橋を

「中野橋」といいます。川口川左岸の中野橋付近の河川敷内でカワセミが営巣しています。貴重な場所

です。イカルチドリ、コチドリは丸石河原で営巣しますので、毎年場所は変動しますが、この当りの浅

川の河原で営巣します。これも、工事時や、改修後の環境変化で気を付けなければならない所と思って

います。」 

 5 月になって、金井氏から粕谷に「工事用道路や工事のための川口川の一時締切工事で、カワセミの

営巣地周辺も攪乱を受けるようです。そこで、影響の軽減や将来の営巣地確保のため、現地を河川事務

所の方たちと確認し、対策を考えましょう」というメールが届いた。これを受けて、5 月 23日に京浜河

川事務所の関係者と金井氏による現地確認があり、粕谷も立ち会った。この時に現場で示された工事計

画地図を見て明らかになったことは、カワセミが営巣する場所は中野橋の上流側にあるため、工事によ

り直接影響は受けないことが分かった。しかし、問題は小規模ながら川口川右岸の浅川合流直前部に形

成されているワンドの存在であった。従来とおりの河川改修であれば、このワンドは当然消滅してしま

うので、ワンドを何とか残すような工事を金井氏とともに河川事務所に要望した。 

 10 月 15 日に京浜河川事務所多摩出張所で、設計図面の説明会があり、金井氏とともに粕谷も出席し

た。この時に示された計画図面では現況のワンドは完全に消滅してしまうものであった。しかし、河川

事務所の担当者もワンドの維持の必要性を理解したので、工事の進行状況を見ながら、対策を検討して

いくこととし、次回は現場で打ち合わせることとした。 

 年が明けて 2014年 1月6日に現地打合せを行った。この時は浅川市民フォーラムの関係者も加わった。

先ず、現地でワンドの水源を確認した。そこで水源から導水管で水を引いて埋まってしまうワンドの下

流側に新たに人工的にワンドを造成することで意見が一致した。その後、2月 26 日にも現地に関係者が
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集まり、導水管の覆土をする前に復元したワンドを確認した。 

 2014 年 7 月 17 日に撮った添付の写真のとおり復元したワンドは健在で、周りに草も生えてきた。今

回のケースは、京浜河川事務所から金井氏にたまたま「カワセミの営巣があるかもしれない」というこ

とで情報確認の連絡があったことから始まった。金井氏から粕谷のところに情報提供の依頼があり、現

場確認した結果、「ワンドの方が問題」という事態に発展し、河川事務所もワンドの消滅を防ぐことを認

識して取組んだケースである。 

 

 

 ワンドの位置が変わり、今後自然の状態でこのワンドがいつまでも維持できるかは未知数であるが、

結果的には何とかワンドの全面的な消滅は免れた。この例でも京浜河川事務所は最初にうちは河川改修

でワンドを維持しようというつもりは全くなかったことが読み取れる。今回復元したワンドは川口川の

合流地であるが、ここより上流の右岸萩原橋付近にはもっと規模の大きなワンドがある。今年はこの場

所も河川改修を行うことになっている。河川改修（堤防工事）で、ここのワンドをどのように残すか、

今浅川市民フォーラムの関係者と京浜河川事務所で打合せが進められている。川口川でワンドを維持し

た例が萩原橋の河川改修のモデルケースになって欲しいものである。 
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市民自由講座 「八王子の野鳥とそのくらし」同時開催 

八王子の野鳥写真展を開催 

昨年に引き続き、八王子駅近くのクリエイトホールにおいて．八王子生涯学習センター主催の市民自

由講座「八王子の野鳥とそのくらし」が開催されました。 

・講演 講師 粕谷和夫 平成 26年 3 月 23日（日）午後 2時～4時 クリエイトホール５Ｆホール  

・パネル展示 講演に合わせて５Ｆホールのエントランスにパネルを展示 

        平成 26年 3 月 23日（日）午後 1時～5 時 （担当：阿江範彦、若狭 誠） 

 

市民自由講座と同時開催で「八王子の野鳥写真展」を開催しました。 

開催期間と場所：平成 26年 3月 17日（月）～23日（日） クリエイトホール５Ｆ展示室 

開催内容： 

・八王子と日野市内で最近撮影した野鳥の応募写真を展示（担当：粕谷和夫、佐藤哲郎ほか） 

出展数：２６点（野鳥の行動や環境情報を含んだ写真を募集して展示） 

出展者：阿江範彦、植田益夫、粕谷和夫、加藤岸男、川上 恚、笹川桂子、佐藤哲郎 

          清水盛通、浜野建男、箕箸俊一、丸山二三夫、若狭 誠 

・フォト鳥信からの写真展示（担当：浜野建男ほか） 

最近フォト鳥信に投稿された写真を生態別に８枚のパネルで展示 

・カワセミ会資料の展示  （担当：若狭 誠ほか） 

会報「かわせみ」、数え上げた浅川流域の野鳥２．浅川野鳥カルタなど１０種類を展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートでは次のような感想と要望が寄せられました。（抜粋） 

・素晴らしい写真に時間がドンドンすぎました。 ・身近で野鳥を観察できることは素晴らしい。こ

れからは周りをよく気を付けて野鳥を探そうと思う。 ・写真の背景にある捕食行動の必要性までを

説明しているのは並の観察力、洞察力ではないと言えます。 ・担当者が常駐していなかったので、

質問があってもその場で聞けないもどかしさがある。         （記：若狭 誠） 
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記念植樹やまざくらの標柱建て替え 

川上 恚 

 

平成 6年 4月、カワセミ会結成 10周年を記念し、北浅川沿いの小田野中央公園で記念植樹を行った。

実のなる木を植え、野鳥を呼び寄せたい、と言う会員の願いが実り 5本のやまざくらは見事に開花、毎

年の 4月の探鳥会では「花見会」が恒例となった。 

 

○標柱の建て替え 

 やまざくら植樹の際に建てた標柱は、20 年の

歳月を経て朽ち、倒れそうになったことから、

幹事会で標注の建て替えを決定、最初に担当し

た門口一雄さんと私が担当することになった。 

元会員の清水茂さんから青木製材所を紹介して

貰い、長さ 3ｍ、15ｃｍ角の標柱を発注した。 

納品された標柱に「八王子・日野カワセミ会

10 周年記念植樹 やまざくら」「平成６年植樹、

平成 26年 4月標柱建て替え」を不本意ながら墨

書した。 

26年 4月 13日(日) 松枝橋～小田野中央公園

探鳥会のあと、粕谷会長、門口さんをはじめ、

参加者全員の協力で深さ 60ｃｍの穴掘り作業

に汗して、新しい標注を建て替えた。 

その後は、恒例の持ち込み花見会を賑やかに開

催した。 

 

○今後の課題 

 記念植樹のやまざくらは、順調に生育、春に

は綺麗に開花し、探鳥会後の恒例花見を楽しま

せてくれますが、やまざくらの枝が将来朽ち落

ちる危険、又標柱の倒木等で、歩行者等に危害

を与える事も予想される。そんな事は考え過ぎ

と言われかも知れませんが、昨今、落下物で通

行人が怪我するニュースがあって、管理責任を

問われる例もあることから、今後の検討課題と

して配慮も必要かと思う。 

記念植樹「やまざくら」は、これから永年カワセミ会のシンボルとして引き継がれることを願ってい

ます。 

 

 

完成・除幕 
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羽黒山探鳥会 
（２０１４年６月２８日～６月３０日） 

木澤隆雄  

羽黒山は、月山、湯殿山と並ぶ出羽三山

の一つで、標高は４１４ｍと高尾山よりも

低い。出羽三山は、修験道を中心とした山

岳信仰の山として知られ、約１４００年前

の飛鳥時代、蘇我氏を逃れた蜂子皇子が３

本足の霊烏（ヤタガラス）の導きによって

羽黒山に登り、さらに月山・湯殿山も開い

て３山の神を祀ったことに始まると伝えら

れている。カワセミ会一行は、３日間、今

も漂う古代の雰囲気に浸りながら、アカシ

ョウビンとの邂逅を目指した。 

 

   鶴岡駅に１２時４５分、メンバー１４人全員集合。バスに乗ること約４５分で羽黒山麓の月

山ビジターセンターに到着。センター前の二夜の池の周囲を巡る自然観察路で探鳥を開始した。池面で

は睡蓮の花が開き、キビタキ、ヤマガラが迎えてくれた散策路ではノハナショウブやラン科の腐生植物

オニノヤガラの花が観察できた。 

１５時過ぎ、バスで羽黒山山頂に向かい、２

泊することになる斎館（羽黒山参籠所）に着い

た。斎館は山頂に建つ月山、羽黒山、湯殿山を

祀る三神合祭殿に近く、往時の山伏達が過ごし

た唯一の遺構で、現在は参拝客の宿泊所、食事

処として利用されている。一行の部屋割りは男

女それぞれ１部屋の大部屋だった。休憩後は滞

在中、幾度も上り下りすることになる斎館前の

坂の石段を下り、付近を散策した。キビタキ、

キセキレイ、コサメビタキなどが見られたが、

この日、アカショウビンの気配はなかった。明

日に備え、９時消灯。 

 

    ３時半起床、前日の予報通りの雨模様だったが４時に朝食前の探鳥に出発。山頂の鏡池近く

でアカショウビンの声が近くに聞こえ、一同色めき立ったが、山頂から下った山中の南谷周辺での探索

ではその姿を垣間見ることはできなかった。しかし、邂逅への期待は一段と高まった。幸い朝食後には

雨も上がり、かつて芭蕉が歩いた奥の細道古道を下り、昨日訪れた月山ビジターセンターまでの道を辿

った。途中、キビタキ、ウグイスと共にツツドリ、ヤブサメの声が聞かれた。ビジターセンターに着く

とまもなく雷を伴った豪雨となり、昼過ぎまで足止めを余儀なくされ、結局、センターから１００m ほ

ど離れた休暇村からマイクロバスで迎えに来てもらい、昼食をとった。昼食後は一転して青空が広がり、

二日目 

修験者が行く（撮影：植田益夫氏） 

初日 

宿舎の斎館（羽黒山参籠所） 



11 

雨傘を日傘に替えて周辺の散策路を巡った。昨日は素性不明であった鳥がこの日もいて、観測の結果ノ

ジコと判明した。また、ノスリが２羽、樹上で見られた。 

１６時頃、バスでさらに麓まで下り、羽黒山参道を登

って斎館に帰館することになった。東北地方における唯

一の国宝五重塔の手前の祓川（はらいがわ）にかかる朱

塗りの神橋では、カワガラスの姿を垣間見ることができ

た。樹齢１０００年といわれ、国の天然記念物に指定さ

れている爺杉を始めとして、参道の両側は樹齢３５０～

５００年の杉並木が続き、その数は５００本以上で国の

特別天然記念物に指定されている。江戸時代に１３年の

歳月をかけて敷設したという山頂まで続く２４４６段の

石段を約１時間かけて登った。途中の茶屋からは、庄内

平野と日本海に浮かぶ飛島が臨まれ、参道脇にはタマガ

ワホトトギスの花が咲いていた。 

探鳥二日目、アカショウビンの気配が濃厚だったが、

この日も姿を見ることは叶わなかった。 

 

 

 

      前夜の鳥合わせの席上、粕谷会長より、残り半日、アカショウビンに集中するという決意

表明があり、さらに、待ち受けポイントでは一言もしゃべってはならぬ、動いてはならぬと厳命された。

前日同様４時に斎館を出発、山頂に鎮座する霊烏ヤタガラスに加護を祈った。待機を始めてから１時間

半が経過した６時２５分、女神が降臨した。静かな熱狂が広がり、至福の１８分間が流れ始めた。 

 斎館への帰路、一行は三神合祭殿で御礼

参りを済ませ、自由行動となった朝食後は

休暇村スキーリフト頂上の展望台を目指し

た。展望台からの眺望は、あいにくの雲の

ため、月山は臨めなかったが、冬はスキー

ゲレンデとなる草原に座り、のんびりとノ

ビタキ、ホオアカを探したりした。鏡池で

はモリアオガエルが産卵の真最中だった。 

昼食後の鳥合わせで、羽黒山探鳥会のベ

ストが以下のように選定された。 

１．アカショウビン ２．キビタキ   

３．ツツドリ ４．ノジコ  

プラス１として、一生懸命がんばっていたモリアオガエルを決定し敬意を表した。１３時のバスで下山。

１４時４６分鶴岡発新潟行きの列車に乗った。 

憧れだったアカショウビンをじっくり見ることができ、また修験道の山の雰囲気も味わえて、とても

充実した２泊３日の探鳥行だった。 

 

表参道の 2446 段の石段を登る一行 

最終日 

アカショウビン（撮影：中村后子氏） 
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粟島 ― 五感で味わう 

高梨規子   

鳥の渡りとして有名な日本海に浮かぶ島々のひとつオオミズナギドリの繁殖地でもある粟島、脚で見

て、脚で味わう探鳥会となりました。 

幸いなことに一番懸念されていた船の欠航もなく予定通

り無事に過ごすことができました。 

渡りの時期ならではの珍しい鳥にはあまり出会えません

でしたが、タカブシギ、ツバメチドリ、ムネアカタヒバ

リ、チュウサギ等・・。 

常日頃いかにアバウトな観察しかしていなかったかとい

うことをつくづく感じたりもしました。 

そして、何といっても圧巻は水面すれすれを集団で行き

つ戻りつをくり返しながら渡ろうとしているヒヨドリの

群れ、そこにはハヤブサが・・。 

島特有のゆったりした時間の流れとはうらはらに、小

さな野生の生き物たち

の生死をかけた聖なる

営みを目のあたりにし

感動を覚え言葉を失う

程でした。 

又、最後の朝、海岸

で火をたきながらの豪

快な漁師料理、粟島名

物“わっぱ煮”を頂き、

島民の方々の暖かい人情にも触れ、ほんのわずかな時間ではあり

ましたが島の一員になれた気分を味わいました。 

最後になりましたが、島のことを熟知なされ、ご案内して下さ

った担当の加藤さんに心から感謝申し上げます。有難うございま

した。                  （写真：福本 健） 

 

ムネネアアカカタタヒヒババリリ  

わわっっぱぱ煮煮 

チチュュウウササギギ  

タタカカブブシシギギ  

ツバメチドリ 
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 鳥の名前といえば、カラス、スズメ、位しか知

らなかった頃でも、「カワセミ」の名前は知って

いた。ＴＶの自然番組でよく取り上げられていた

からだ。河川の水質汚染のバロメーターとして、

捕食者である「カワセミ」の存在が目安となるら

しかった。 

 

 当時、偶然立ち寄った小宮公園で、「八王子カ

ワセミ会」という会報のバックナンバーを目にし

た時、これは「カワセミ」だけをテーマにした愛

好会か何かの会報かなと思った。 

ページをめくっているうちに、どうもそうではな

いと気づいた。決心して初めて探鳥会に参加して

みると、その雰囲気から野鳥の会と理解できた。 

 

 いろいろな鳥を教えてもらいながら、川沿いを

歩いている時、誰かが「カワセミ」と叫ぶと、一

斉に緊張が走り、歓声があがった。会員の人にス

コープを覗かせてもらった。我が目で初めて「カ

ワセミ」を見た。アッと声が出た。目を見張った。

清流の宝石と言われる意味がよくわかった。光り

輝くブルーとオレンジの塊がそこに居た。 

あの瞬間の記憶は、今も鮮明に覚えている。 

 

 それから４～５年して、私は鳥の写真を見よう

見まねで模写し始めた。６５才頃だった。鉛筆を

握って画用紙に向うのは、遠い昔の中学校の図画

の時間以来だった。 

絵画を見るのは好きだったが、絵を描くこととは

全く無縁の人生を私は送ってきた。 

 きっかけはＰｅｔｅｒ Ｈａｙｍａｎという英国のイラ

ストレータが描いたシギ、チドリ類の図鑑を見た

ことだった。衝撃を受けた。もし自分が鳥をこの

ように精密に、しかも美しく描くことができたな

ら、どんなに素晴らしいだろう……そう想像した

だけでも心が躍った。 

 

 当時「カワセミ」も鉛筆で描いてみた。でも気

に入らなかった。この鳥は彩色しないと駄目だと

思った。鉛筆では違和感があった。いつか水彩絵

具を使えるようになったら、必らず描こうと心に

決めた。 

 

 もし若い頃から絵をやっていたら、何のためら

いもなく、色彩の世界に入っていただろうと思う。

しかし、私にとって色彩に対する不安は大きかっ

た。 

絵具を水で溶かす時の水の量、狙い通りの線が引

ける筆の種類、細い線を正確に描けるためには穂

先にどの位の量を含ませればよいのか。「カワセ

ミ」の緑がかった青を自分は出せるだろうか。何

と何を混色すればあの色に近づけるのか、わから

なかった。 

本当は色を見ただけで、直感的にわかるレベルま

で行きたいのだ。私にはそのような経験の蓄積が

無かった。３～４枚アクリルとか色鉛筆で彩色し

た絵を描いてみたが不満が残った。そこで何年間

かは鉛筆だけで描いてきた。これもやってみれば

奥の深い世界だった。だが、いつかはきっと透明

水彩を扱えるようになりたい……その思いはと

ぎれることなくもち続けた。 

 

 今年の５月頃清水盛通さんから、とてもシャー

プな「カワセミ」の写真を送ってもらった。見た

瞬間描きたいと思った。 

今がそのチャンスだとも思った。 

 

 鉛筆での下絵が終わると、水彩絵具で青系の単

色とそれを幾通りにも組み合わせた混色のカラ

ーチャートを何種類も作った。そして写真の色と

自分の記憶にあるイメージを、たぐり寄せ色を決

めていった。 

最初は水でたっぷり溶かした極く薄い色を細く

細く塗り少しづつ濃くしながら、何度も何度も重

ね塗りを繰り返し続けていった。 

そしてこのような絵が出来上がった 

 

「カワセミ」については、目の肥えている会員の

皆さんに笑われないような絵になっていて欲し

いと密かに願っているのだが。 

 
「カワセミ」は清水盛通さんの写真を参考に

させて頂きました。また川上恚さんに羽毛の

細部についてのヒントを頂きました。 

――― 表紙の絵 ―――    「カワセミ」 
倉本 修  
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ブッポウソウが舞う天龍村を訪ねて 

川上 恚、福本 健 

天龍村役場振興課発行のパンフレット「南信州秘境 天龍村にブッポウソウが舞う」を見て、村役場

に問い合わせると、現在子育て中で、巣立ちも近いこと、巣立ってしまうとブッポウソウはなかなか見

つけにくくなること、また車は役場の駐車場に止めてよい等の情報をもらう。 

2013 年 7月 8日にブッポウソウの観察に出かけた。中央高速道「飯田山本インターチェンジ」を降り

て約 30分で天龍村役場についた。八王子から 3時間強だった。 

役場に入っていくと、フロントにモニターがあり、ブッポ

ウソウの巣箱の中の様子が LIVE で放映されていた。役場の職

員の方に声をかけると、ブッポウソウの巣箱は役場の屋上に

あり、隣のお寺「自慶院」の境内から良く見えること、許可

を取ってあるからそこから撮影しても良いことなど、丁寧に

教えてもらった。 

隣のお寺に行くと、境内の広場に 10人ぐらいがカメラを構

えていた。そこから役場の屋上の巣箱が良く見え、まさに光

り輝く瑠璃色の身体とオレンジ色の嘴をしたブッポウソウが、

ヒナに餌を運んでいる姿が見られた。（右写真；役場パンフレ

ッドの写真引用） 

広場は南に大きく開けており、ブッポウソウが飛び交う様

子が良く見られた。オス、メスが頻繁に餌を巣に運び、近く

のアンテナに止まり、飛んでいる虫を見つけると、虫に向か

って飛び立ち、見事なフライングキャッチをし、旋回して巣

に戻る様子が手に取るように見られた。 

 

お寺の広場の横のシラカシの木にはアオバズクが 1 羽止ま

っており、合間を見て観察し、写真も撮ることができた。 

住職さんが出てきて、すぐ上流の天竜川に架かる橋げたにも巣

箱が掛かっており、ブッポウソウがここより近くで観察でき、

車は道路際に止められることなど親切に教えてもらった。 

お昼にトイレを借りに役場に行くと、フロントでは村民を対

象に昨年のブッポウソウの子育てを記録したビデオを放映して

おり、10 数名の方々か熱心に鑑賞していたのでしばらくいっし

ょに見させてもらった。 

天龍村のホームページで確認したところ、今年は 7 月 11 日

に 1羽巣立ち、7月 14 日までに 4 羽すべてが巣立ったとのこと

であった。 

村役場のブッポウソウがじっくり観察できたので、住職さん

に紹介された上流の橋げたのブッポウソウを見に移動した。 

車で 10分ほど行ったところの橋の手前に車が何台も止まっていた。橋のたもとにカメラマンが大勢いた。
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姿のブッポウソウと声の仏法僧の話 

 昔々から、良く見られた青緑色の体、黒褐色の頭、嘴と足が赤で 

ハトより小さい 30ｃｍ程の綺麗な鳥が、昼にはゲッ、ゲッとカラスの 

ように鳴き、夜にはコッ、コッ、コー（聞きなし「仏法僧」）と鳴くも 

のと信じてブッポウソウと呼んでいた。 

 昭和になって、「仏法僧」と鳴く鳥を撃ち落として調べたところ、 

本当の声の主は綺麗なブッポウソウでなく、フクロウの仲間の 

「コノハズク」と判明した。 

 それから、綺麗なブッポウソウを姿のブッポウソウと呼び、 

夜に仏法僧と鳴く鳥を声の仏法僧「コノハズク」と呼ぶよう 

になった。                 川上 恚 

                                                                  仏法僧と鳴くコノハズク 

橋に掛けられた巣箱は土手から比較的近く、また川に沿って大きく開けており、2 羽のブッポウソウが

餌を捕り、巣に運ぶ様子が間近に観察できた。 

ブッポウソウがヒナに餌を与えたあと、川に掛かった頭上

の電線に止まり、餌を探していた。タマムシ、オニヤンマ、

セミなどを捉えて、巣に運んでいた。                     

すぐ上流の旧道の橋にも巣箱があった。 

 

天龍村では村をあげてブッポウソウを保護している。村

でブッポウソウの保護活動の中心的役割を果たしてきたの

が、「天竜みどりの少年団」（天竜小学校の子どもたち）だ。毎年巣箱を

つくり、ブッポウソウの繁殖を助けている。学級担任の指導のもと、保

護者等地域の大人たちが協力して、村内各地へ巣箱掛けを行っている。

巣箱は毎年新しく作成するとともに、古い巣箱の中の状況を確認して、

営巣状況の記録を行っている。平成 22年度は 23個の巣箱を天竜川に架

かる橋に設置し、うち 12個で営巣が確認されている。（役場パンフレッ

ドおよびホームページより抜粋） 

 

昔は高尾周辺でもブッポウソウが観察されたようだが、今日、自然界

では限られた地域でしか見られず、環境省のレッドリストで絶滅危惧種

に指定されており、容易には姿を見ることが出来なくなった。 

東京から数時間のところでこれほどじっくりとブッポウソウが見られるとは驚きだ。 
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写真集を発刊 

植田益夫さんがカラー写真集「カワセミ 四季折々」を発刊しました。（Ａ４ ６６ページ） 

撮影したカワセミの写真を ■恋の季節 ■幼鳥期  

■採餌・水浴 ■飛翔 ■四季折々 と生態別に掲載し、

最後にその解説をしてあります。 

  

この内容は、今年の定期総会で発表されたものです。 

また、ＮＰＯ法人 バードリサーチ のプロジェクト 

「写真でカワセミ食性調査！」に２９枚の写真を応募し

ました。下記のサイトで公開しています。 

https://picasaweb.google.com/104268392044302762450/TRJEN 

 

 

ナベの百舌
ひゃくぜつ

              渡辺敬明（多摩丘陵緑地居） 

文献：鳥學講話」農學博士内田清之助 昭和十七年発行 定賈二圓  

第ニ章鳥類の『渡り』（冒頭の文章を略記します）  

ツバメは泥の中で越冬する！  

『鳥類の渡りは古来東西どの民族間にも、不思議な問題として取扱れていた。鳥が

不意に姿を隠し，何時の間にか元の地方に出現する、古来からこの現象は知られて

いたが、鳥の居ない間，如何なる処に行っているか、丸で分らなかった。従って、

以下の不可思議想像説、馬鹿げた説が１８世紀の始め頃まで、真面目に唱えられて

いた。  

・中国では「ツバメは泥の中に隠れて越冬する」と考えられた。  

・日本では「ホトトギスやツバメは朽木の洞に入って越冬する」と考えられた時代

がある。  

・欧州では「ツバメは、生息地に全く居なくなるのではなく、土中の穴、木の洞穴、

人目につかない建築物の屋根の隙間に隠れ眠り通している」と信じられた。』とあ

ります。  

 

ナベ発想の原風景！  

①自然の風景の中央に立ち周囲を見渡す～   

②鳥は居ない！  ③何処へ隠れているか . . . .  

④足元の土・泥の中か？   

⑤横を流れる川の中？   

⑥近くに広がる森に潜むか？  

⑦近くの家〃の屋根の隙間で？   ⑧全て視界の中ばかり . . . .  

⑨人々も鳥達も暮らしは同じ  ～風景の中～   

⑩みんな仲良く一緒に暮らしていたのです。  

https://picasaweb.google.com/104268392044302762450/TRJEN
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安曇野だより №37 
大関 豊   

１．あとの祭り 

 朝飯も済んで特に用事もなく外を見るとやけに天気が良い…そんな時、急に山に行きたくなる時があ

ります。思い立って行くわけですから、だいたいは安曇野周辺の近場の山に行きます。 

 ２０１４年１月１３日の月曜日、この日もそんな誘われるような青い空でした。明科の御宝田（遊水

地）に寄ってコハクチョウでも見てから長峰山に登ろうか…と出かけました。ところが、車で移動中ふ

と思い出したことがありました。それはたしか一年前のこと…明科の押野山で出会ったカヤクグリとオ

オマシコのことでした。もしかすると…今年もまた来ているかもしれないなぁ～…などと頭から離れな

くなりました。そして、急遽二匹目のドジョウを狙って行き先を変更することにいたしました。だいた

いが天気に誘われて出てきたのであって行き先は何処でも良いのです。急に気が変わることはままある

ことです。人生も気まぐれでここまでやって来ました（笑）。 

 押野山へは車でも登れますが、いつものごとく犀川の土手に車を置いて歩きます。いつもの道を登っ

て行きますと斜面で伐採工事をしていて林道は通行止めでした。後で分かったことですが、松枯れの松

の伐採作業のための通行止めでした。最近、松本市を中心に松食い虫の被害が拡大していて安曇野の山々

にも及んできています。（松枯れの話はいずれ機会があれば取り上げようとは思いますが…）ということ

で、林道ではなく勝手知ったる山道（けもの道）を行きました。その斜面はすでに伐採は済んでいまし

たが、伐採された木はまだ片づけられていなくてそのままです。倒木を乗り越えて上を目指します。い

つもなら、アオジ、カワラヒワ、イカル、ジョウビタキ、アカゲラ、ホオジロなどがいるはずなのです

が、声もなく鳥影もなく聞こえるのは遠くのチェンソーの音でした。 

伐採地を過ぎてもその状況は変わらずのまま頂上付近に到り山も下りに差し掛かります。帰り道は東

斜面を下りて犀川に出ますがその途中に斜面を切り開いた広めの畑があります。この辺りはノスリを良

く目にするところです。遠くの林の中に大きめのタカらしきものが止まっているのを見つけ、やっぱり

ね…と、とりあえず記録用に写真を撮って帰路に向かいました。結局、あまり収穫もなくカヤクグリや

オオマシコを期待して変更までしてきただけにガッカリ度は増しましたが、出会いは時の運、ま、こん

なものです、となぐさめます。 

それから…、ひと月ほど経過したある日…、撮りたまってきた写真をＰＣに取り込んで整理したので

すが、その中の一枚の写真を見てビックリ仰天…。

記憶にもなく撮った覚えもないオジロワシが写っ

ていたのです。前後の写真から押野山での写真と

分かり、そして、そういえば林の中のノスリと思

われる写真を撮ったことを思い出しました。何と

いうおそまつ…。その場で写真を確認するなり、

少なくともせめて双眼鏡で見ておくべきだった…、

と悔いることしきり。ノスリと決め込んで確認す

る手間を省いてしまったことに今更後悔しても、

もはや「あとの祭り」でございます。 

ですが、この場は記録写真としてシャッターを

押しておいたことはラッキーであったと思うこと

にいたしましょう。   （２０１４年８月記） 
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カワセミ会ジュニアクラブの紹介 

  門倉美登利  

カワセミ会会員が 毎月定期的に支援しているカワセミ会ジュニアクラブを紹介します。 

粕谷会長の、未来のカワセミ会会員を育てたいとの意向から 2008 年 4月 26日(土)に発足、活動中です。

皆様の積極的な支援で未来のカワセミ会を担う子供たちをぜひ育てましょう。 

１． 目的など 

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

関心を高めることを目的に次のようなことを行う。 

① 野鳥と野鳥がすんでいる 環境を観察する。 

② 野鳥と野鳥がすんでいる 環境をよくするための

ことを学ぶ。 

③ 野鳥と野鳥がすんでいる環境を よくするために

できることを行う。 

④ 観察したこと、学んだことを まとめて発表する。 

⑤ ①から④までの目的を 達成するために必要と認

められることを行う。 

２． 活動内容 

(1) 観察会：毎月第 2土曜日を活動日としています。内容は、朝 8時 40 分、エコ広場に集合します。 

挨拶後、本日の観察のポイントや見どころ等を話します。 

浅川の堤防右岸に出て、卸売市場付近、さかえ橋で観察、長沼橋を渡り、サイカチ沼で観察・休憩。 

帰りは、左岸を新浅川橋まで行き、一回りして、11 時半頃までに、エコ広場に戻ります。 

環境学習室では、ジュニアクラブ会長を中心に、鳥あわせや、ベスト５の鳥を決めます。 

観察した鳥についての質問や感想を話しあい       

粕谷会長から説明を聞き、まとめます。 

子供達やその家族、サポーターの質問や感想発表もあ

ります。             

(2) このほかの活動：毎年 6 月に行われる八王子市環境

フェスティバルへの参加があります。 

紙芝居【カワセミさんとオオルリ君】の実演に、 

今まで、４年間８名の児童生徒が参加しました。 

他にも、エコ広場主催の子供環境祭りにも参加しました。 

３． 会長、事務局等 

会員    子どもとその家族（家族単位で加入） サポーター 

会長    本田幸士会長  【 事務局 】 粕谷和夫 門倉美登利 野口佐和子 渡辺正樹 

サポーター 粕谷和夫 長谷川篤 内藤公三 門倉美登利 野口佐和子 浜野建男 浜野知恵子 

渡辺正樹 岡本昭男 他カワセミ会会員の方々が観察会を指導・支援してきました。 

活動拠点  エコ広場(環境学習室) エコ広場は活動場所の提供や双眼鏡貸し出し等を行う。 

環境省が応援し、八王子市環境政策課が登録窓口の全国こどもエコクラブに所属しています。 

カワセミ会の皆さん、未来のこども達を ぜひ皆で育てましよう！ いつでも会員募集中です！ 

望遠鏡で鳥を観察 

本田君（会長）が鳥あわせ 
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新八王子市史【自然編】が刊行される 

市制施行 100周年記念事業として、新たな市史の編さんを進めている八王子市は「新八王子市史」全

14 巻のうち、「新八王子市史・自然編」を 2014年 7月に刊行した。A4判、646ページ 、1 冊 5,000 円。 

第１章：八王子の自然、第２章：八王子の地史・気候と植生、第３章：八王子の生物相、第４章：八王

子の自然とともに、その他：13 のコラム、という構成で、大部分が第３章にあてられている。全体を通

して、種の一覧など無味乾燥なものはなく、読み物になっている。すべてカラー印刷で、引用文献、索

引も付いている。 

粕谷は自然編の作成に当った市史編纂自然部会の副部会長（部会長は畔上能力氏）として参加し、以下

の部分の執筆を担当した。 

第 1章八王子の自然の第 3 節自然史研究のあゆみ 

（2）野鳥編～アカショウビン鳴く頃～ 

第 3章八王子の生物相 第 4節鳥類 

第 4章八王子の自然とともに 第 3節未来の八王子に向けて  

 ２身近な自然の活用 

  （1）恵まれた身近な自然を認識しよう 

  （2）多様な自然との関わり 

  （3）五感で触れる自然 

  （4）身近な自然を壊さないために 

  （5）身近な自然を大切にするまちづくり 

コラム 08 八王子に進出してきた磯の鳥イソヒヨドリ 

 

第３章の執筆に当っては、「数え上げた浅川流域の野鳥 2（八王子・日野カワセミ会 2006 年 3 月）」、「DVD

八王子・日野の野鳥の記録（1985 年から 2012年）」等を参考とした。また、カワセミ会の多数の会員の

皆様から写真の提供などの協力を頂いた。写真は、粕谷が撮影したもの以外はカワセミ会の「写真の募

集に関する内規（平成 23年 4 月 1 日から適用）」に沿って集められている写真（管理者の佐藤哲郎幹事

の基に保管されている）を使用した。具体的には管理者の佐藤哲郎幹事の基に保管されている写真を候

補として選び、これを市史編纂室に送り、実際に使用する写真の

選定は市史編纂室に一任した。その結果、使用が決定した写真の

撮影者には粕谷から使用許諾承認の手続きをとった。写真提供の

協力を頂いた会員は以下のとおりである。大川征治、岡本昭子、

久保山嘉男、佐藤サヨ子、佐藤哲郎、清水盛通、中村后子、浜野

建男、若狭誠。なお、「コラム 03八王子のツバメがアフリカへ～

幻の大飛翔」を渡辺仁会員に執筆を依頼した。 

八王子の自然を知る上で、また八王子の自然を勉強する上でとて

も有益な教科書としても役立つ一冊です（文責：粕谷和夫）。 
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進まないゲンジボタルの浅川での復活（2014年浅川流域ホタルカエル調査結果） 

粕谷和夫   

ホタルとカエルの調査を 2014 年も行った。この調査は 2001 年から始めたので今年で 14 年目となっ

た。今年は、粕谷の他に山浦秀雄氏、曽我允雄氏、進藤丕氏、中村經男氏、中村后子氏、川上恚氏など

の会員及び会員外の塩谷暢生氏から、さらに会員の佐藤サヨ子氏から日野市百草地区真堂が谷戸のゲン

ジボタル観察結果が寄せられた。粕谷は 6 月 10日から 6 月 23 日まで 5 夜、自転車で観察した。また、

八王子里山クラブの添田正氏が 7 夜にわたる精力的調査を行い、調査結果が報告された。なお、ホタル

研究家の小俣軍平氏からは南浅川の河川工事との関連の情報を頂いた。 

八王子では各河川の上流部では今年もゲンジボタルが観察された。北浅川の上流部では 6 月 12 日中

村后子氏他が 5 匹以上、6 月 21 日には、粕谷が小仏川の駒木野公園付近の通称「ふかんど」で約 10 匹

を観察した。6月 17日では城山川支流御霊谷川で川上恚氏が 40匹以上、6月 12 日は曽我允雄氏が湯殿

川の上流（湯島橋下流側）で 20 匹以上を観察した。また、6 月 10 日には浅川水系でないが滝が原運動

場南側用水路で粕谷が約 300匹を観察したが、これは飼育家によって放虫されたものである。 

浅川の上流でなく、下流部にどのくらいゲンジボタルが復活しているか、これが本調査のメインテー

マである。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。しかしそのテンポは極

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。今年は北浅川では陵北大橋下流で観察され

ただけで、それより下流では観察できなかった。南浅川では 6月 8日に山浦氏が睦橋で 1匹観察したが、

6 月 21日の粕谷の観察では敷島橋付近で 1 匹の他は、ここより下流では観察できなかった。このことに

関し、小俣軍平氏（八王子市在住）から以下のコメントを頂いた。「綾南公園から上流部と南北浅川合流

点付近はこのところ国土交通省の大規模な河川改修工事が重機を導入して行われています。工事に当た

り、水生生物への対策はほとんど何も無いです。私は、昨年の夏に直接出向いて対策を要望しました。

しかし、そんな申し入れは、「聞き置く」で済まされて居るようです。工事の前と後で、生物相にどのよ

うな変化が生じたのかモニタリングも無いようです。」 

城山小学校サタデースクール主催のホタル鑑賞会を主宰している進藤丕氏からは 6 月 21 日の観察会

の結果として以下の報告があった。「ゲンジボタル約 15 頭（昨年同時期に比べ１／３に激減）。観察者数

約 150 名（幼児、小学生、保護者、地元住民）。＜特記事項＞下流のホタル棲息域で護岸工事が今年 4

月より始まりました。棲息域の約半分が護岸工事の対象となっています。工事を始める際に川底をさら

い、見つけた水生物（サワガニ、カワニナ、ヤゴなど）を上流に移動するよう市河川管理担当課に申し

入れたところ、業者はブルーシートを敷いて、丁寧に水生物を探してくれましたがホタルの幼虫は発見

できませんでした。工事はまだ途中ですが、河川環境は一変し今後ホタルが棲息するまで回復するには

何年かかるのか予想もつきません。今年のホタル数の少ない原因の一つであることは間違いないと思っ

ています。」 

 

 

 

 

 

 

 



21 

《 お知らせ 》 

八王子・日野の野鳥の記録（1985 年から 2012 年） ＤＶＤ 

のデータに一部不備がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 お知らせ 》 

八王子・日野の野鳥の記録（1985 年から 2012 年）のデータに 

一部不備がありました。 

修正データをメールで配信しますので、必要な方は以下担当（アドレス）ま

で請求下さい。 

阿江範彦 aenori24@gmail.com 

（不備があった内容） 
   ①定期カウント 2006 年 浅川  

北浅川（大沢橋～陵北大橋）の１月がない  
   ②定期カウント 2006 年 浅川  

シート見出しが【②北浅川（陵北大橋～松枝橋）】、データが【鶴巻橋～松枝橋】とな
っている。 

   ③定期カウント 2006 年 浅川  
シート見出しが【③浅川（松枝橋～鶴巻橋）】、データが【陵北大橋～松枝橋】となっ
ている。 

   ④定期カウント 2008 年 浅川 
    上記②、③同様 
   ⑤定期カウント 2009 年 川口川・湯殿川 
    シート見出しが【川口川（川口橋～明治橋）】、データが【湯殿川（時田橋～白旗橋）】

となっている。 

mailto:aenori24@gmail.com
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外部機関が主催する探鳥会の支援記録 （２０１４年１月～６月） 

                                     

○ 東京都農林水産振興財団 森林ふれあい教室「野鳥観察」 

月 日：2014年 1月 18 日（土） 9：30～14：10  天気；晴 

場 所：東秋留、八雲神社→→久保熊野神社→→秋川堤防→→秋川ふれあいランド（トイレ）→→ 

高月堤防→→東京都八王子浄水場（昼食）→→多摩川合流部→→滝山城址公園（解散） 

参加者：69名 

一般応募者 43名、都ボランティア（森友会）10 名、事務局 2名  

カワセミ会支援協力者（一部応募者と重複しています。） 

阿江範彦、植田益夫、粕谷和夫、加藤岸男、白川司、白川史子、長谷川篤、細田富美代、 

丸山二三夫、柚木鎮夫、柚木育子、若狭誠、渡辺正樹、門口一雄 

確認した野鳥：41種 

マガモ、ヨシガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサ 

ギ、ダイサギ、ヒメアマツバメ、イカルチドリ、クサシギ、トビ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、ア

オゲラ、ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、 

ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレ

イ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、コジュケイ、ドバ

ト  

本日のベスト：ヨシガモ、イカルチドリ、ハヤブサ  番外；イタチ 

概要と感想 

 八雲神社で受付、コースの概要等説明後、講師のカワセミ会粕谷会長から本日見られそうな野鳥

の解説があった。その後、野鳥観察が初めての方と経験者に別れ出発した。久保熊野神社までの間

にムクドリ、ツグミが出た。熊野神社ではアンテナに止まっているジョウビタキ♂がよく観察でき

た。神社下の水田では、下見の時にいたヒバリ、タヒバリを期待したが出ない。先に進み、堤防の

サクラに止まっているツグミがよく観察できた。堤防の上からはカシラダカ、ホオジロが枯草の上

で、ノスリが対岸の杉の梢に止まっていた。さらに畑で餌を探すモズを堪能した。モズはその後も

再三出現し楽しませてくれた。秋川ふれあいランドでトイレ休憩の間、イカルチドリ 2羽が川の中

で仲睦まじげに並んでいるのが見られた。堰の上にはカイツブリ、カルガモ、カワウがいた。 

東秋川橋を渡り八王子市高月の都内一番の水田

地帯が見渡せる堤防を進む。ムクドリ、ツグミ、

ホオジロが一斉に飛び立つ。上空でハヤブサが旋

回していた。尖った翼と特有のもみあげが双眼鏡

に入りよく観察できた。川原ではイカルチドリ、

ホオジロ、カシラダカがよく出たが、カワセミは

一声を発し飛び去ったのが残念。12 時浄水場に

到着し昼食とした。 

浄水場でオナガガモ、コガモ、ヨシガモ、マガ

モを観察。ヨシガモの羽模様が早春の日差しに輝

き、微妙に変化する様を堪能した。その後、秋川

と多摩川の合流部から水田地帯を横切り滝山城址

公園に向かった。公園の雑木林に入り山の鳥ルリ

ビタキ、アカゲラなどを探したが出なかった。こ

こではエナガ、シジュウカラ、コゲラの群れが見

られた。 

このコースは、河原、水田、畑そして里山と多彩な環境に恵まれ、確認した野鳥は 41種だった。

昨年の 44種に比べ少なかった。個体数もカモの仲間など少なく感じられた。しかし、好天に恵ま

れ、ハヤブサが頭上で旋回、ヨシガモ等カモの仲間の優雅な羽模様、モズやツグミ等自然の中の野

鳥を見て貰えたと思う。また、一般参加者 43 名（野鳥観察会が初めての方が約半分）と盛況で、

望遠鏡を通して見る野鳥に「キレイ」「クチバシが鉤になっている。」「近くに見える。」等々驚きの

声があちこちで聴かれた。事情がゆるすなら今後も野鳥観察会を続け、農林業と野鳥の関係の大切

さを多くの都民に見て貰いたい。       （担当；門口一雄） 

 

上空でハヤブサが旋回 （撮影：若狭 誠） 
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○ 多摩さくら遊学塾野鳥観察会 

日 時：2014年１月２５日（土） 9時 00分～11 時 30 分（滝山城跡 13時 10分） 

天 気：薄曇り 

コース：東秋留駅⇒八雲神社⇒久保熊野神社⇒久保の水田地帯（舗装された広い農道）と秋川堤防（ア

シハラ）で探鳥⇒秋川ふれあいランド（トイレ）⇒東秋川橋を渡り、秋川右岸堤防を、鳥を

探しながら川下に進む⇒高月水田⇒東京都八王子浄水場（ゴール・解散） 

観察した鳥（37種、ベスト：ミコアイサ、ヨシガモ、オカヨシガモ、オオバン、モズ） 

オカヨシガモ、ヨシガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、ミコアイサ、カイツブリ、キ

ジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、オオバン、イカルチドリ、イソシギ、トビ、ノスリ、カワ

セミ、チョウゲンボウ、モズ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨド

リ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワ

ラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ドバト 

参加者（遊学塾 30名、スタッフ 10名、カワセミ会 25名） 

阿江範彦、井形定子、石橋公子、板倉正、井上典子、宇都宮信子、粕谷和夫、加藤岸男、門口一雄、

管野桂子、久保山嘉男、小太刀昭夫、小太刀菊子、佐藤サヨ子、白川司、高梨規子、千葉槇子、 

浜野建男、浜野知恵子、氷渡トシ子、丸山二三夫、村田靖雄、安室厚子、若狭誠、渡辺正樹 

概要、感想等： 

読売新聞多摩さくら百年物語フォーラムの第 83回多摩さくら遊学塾（野鳥観察会）が東秋留駅

から久保田んぼ、秋川、高月のコースで開催された。この野鳥観察会をカワセミ会が支援した。久

保の田んぼにはハシボソガラスしかいなかった。秋川では 3ヶ所で樹に止まるノスリが観察できた。

河原にはモズ、ホオジロ、カシラダカ、カワラヒワなどいた。東秋川橋ではカイツブリ、セグロセ

キレイがいて、カワセミがちらっと姿を見せてくれた。丸石河原にはイカルチドリが 4羽、既に繁

殖期の声を出していた。モズも 2羽が一緒にいた。縄張りを解消したのだろうか。高月浄水場の池

にはオカヨシガモ 15羽がいた。オナガガモ、マガモ、コガモの他ミコアイサのメス型も 4羽いた。

ヨシガモを探したら、陸に上がって採餌していた。オスメス合わせて 8羽いた。遊学塾はここで解

散した（11時 30分）。 

カワセミ会のメンバーは滝山城跡まで足を伸ばした。ハヤブサが田んぼの上を飛んで行った。滝

山城跡にはエナガ、ガビチョウがいただけであった。鳥がいなくて静か過ぎる滝山であった。 

                         （担当：粕谷和夫） 

 

○ 小宮公園野鳥観察会 

日 時：2014年１月２６日（日） 9時 00分～11 時 10 分 

天 気：晴 

コース：小宮公園内一周 

観察した鳥（29種、ベスト：コゲラ、アオゲラ、ルリビタキ） 

キジ、カルガモ、キジバト、トビ、ノスリ、コゲラ、アオゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブト

ガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ル

リビタキ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、カワラヒワ、シメ、イカル、ホオジロ、アオジ、コジュ

ケイ、ドバト、ガビチョウ 

ガビチョウ 

参加者：（一般参加者 20名、スタッフ＋どんぐり会 10 名以上、カワセミ会 15名） 

青木昭子、井形定子、粕谷和夫、門口一雄、河村洋子、管野桂子、久保山嘉男、白川司、関根伸一、

傍島玲子、中村后子、浜田早苗、丸山二三夫、宮越俊一、若狭誠 

概要、感想等： 

小宮公園主催の探鳥会を支援した。集合場所の管理事務所前の広場にジョウビタキのオスが現れた。

ルリビタキのオスが今シーズン定着している場所を通って弁天池に行くとカルガモが数羽来てい

た。カラ類の混群に 2度出会ったが規模が小さく、今シーズンの鳥の少なさを表徴していた。畑に

隣接する広場でノスリがゆったりと旋回してくれた。コゲラが直ぐ近くでじっくり姿を見せてくれ

た。シメとアオゲラは雑木林の枝の混む所にいて、探すのに苦労した。イカルが最後に綺麗な声を

出してくれたが、とにかく今シーズンは鳥が少ない。小宮公園も例外でなかった。 

（担当：粕谷和夫） 
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○ ツバメ集団ねぐらを守るためのヨシ刈 

日 時：2014年３月８日（土）  

天 気：晴れ 

コース：多摩川左岸の府中四谷橋下流の河原（四谷小学校の前） 

観察した鳥（９種） 

カワウ、トビ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ムクドリ、

ツグミ 

参加者：8名 

粕谷和夫、門口一雄、管野桂子、原田佳世、武藤邦子、安室厚子、渡辺敬明、渡辺仁 

概要、感想等： 

多摩川左岸府中四谷橋下流のヨシ原に形成されるツバメの集団ねぐらは府中野鳥クラブのカウン

トで昨年のピーク時に 4万羽のねぐら入りを記録した。ここは多摩川で最大のツバメ集団ねぐら地

となっているが、ヨシ原は乾燥化が進み、外来種オオブタクサをはじめ、在来種ヤブガラシ、カナ

ムグラが繁茂していてヨシ原を侵食しつつあり、このままではヨシ原が衰退し、早晩ツバメから放

棄されてしまうことが予想される。「多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会」では、ツバメの集

団ねぐらとなっているヨシ原の成長を改善するために試験的にごく小規模なヨシ刈りを下記によ

り実施することとした。集まったメンバーは地元の府中野鳥クラブ、世田谷まちづくりボランティ

ア野鳥班、カワセミ会など 20名を越える人が集まった。カワセミ会も 8名の参加があった。人数

が多かったので 15ｍ×10ｍの区画のヨシ刈りと刈ったヨシの搬出が 9 時半から 11 時 10 分ま

での間に終わった。コゲラが姿を見せてくれた。シジュウカラ、ツグミ、トビも出てきた。 

  （担当：粕谷和夫） 

 

○ 池の沢に蛍を増やす会野鳥観察会 

日 時：2014年３月１６日（日）  

天 気：晴れ 

コース：館保全緑地と隣接する殿入中央公園を 5班に分かれて巡回 

観察した鳥（24種、ベスト：シロハラ、ヤマガラ、エナガ） 

カルガモ、キジバト、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガ

ラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウ

ビタキ、スズメ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、コジュケイ 

ガビチョウ 

参加者：（14名、全体約 50 名） 

粕谷和夫、門口一雄、白川司、白川史子、高梨規子、角田幸男、長谷川篤、浜野建男、浜野知恵子、

福本健、丸山二三夫、安室厚子、山崎悠一、若狭誠 

概要、感想等： 

池の沢に蛍を増やす会主催の野鳥観察会を支援した。毎年この時期に行われる野鳥観察会で、今年

で 8年目を迎えた。カワセミ会からはリーダー10 名と一般参加 4名の 14 名が参加した。全体を

5班に分け、各班 10名ぐらいいたので全体では 50 名ぐらいの参加者があった。 

場所は東京都緑地保全地域の館地域と隣接する殿入中央公園である。集合場所を流れている小さい

沢にカワセミが来ていた。モズ、ツグミも集合場所の公園にいた。朝は霜が降りる寒さであったが、

日中は温かくなってきた。ウグイスがよくさえずっていた。雑木林ではシロハラが 2羽いて、1羽

は枝に止まってくれたので、よく観察できた。 

全般に鳥は多くないが、カラ類の小さな混群に一度であった。エナガ、コゲラ、シジュウカラ、ヤ

マガラが混じっていた。谷戸の休耕田にはカシラダカ 10羽がいたが、警戒心が強く直ぐ飛んで行

ってしまった。 

観察会終了後に近くの会館にで、野鳥の話をした。今年は「身近な野鳥の話」をパワーポイントを

使って約 1時間行った。           （担当：粕谷和夫） 
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○ 福寿園探鳥会（野鳥の声を聴く会） 

日 時：５月２３日（金） １０：３０～１１：１５ 

場 所：南浅川町、 

特別養護老人ホーム「福寿圓」 

対 象：入居者外関係者 

参加者： 

粕谷会長、浅野恵美子、矢沢はるみ、 

門倉美登利、中村后子、福本順吉 

概要、感想等： 

園の玄関の上にあるベランダにて担当

者の司会で始まりカワセミ会の会長を照

会と挨拶、会員の挨拶など得て野鳥の出

番を待ち声を聞きながら参加者「２２,３

名」に教示をした。殆どが車椅子の方で

耳の遠い方、目の不自由の方なので図鑑

や、「声の聞こえる図鑑」で声を流したり

して支援協力者全員で説明をした。 

時間は１１：３０分までだが疲れた方

やトイレに行く方などがいたため早く終了した。 

その時の鳥種、シジュウカラ、ヒヨドリ、ガビチョウ、ウグイス、ホオジロ、キセキレイ、ヤマガ

ラ 

 

 

 

 

 

その他の支援実績（201４年 1 月～6 月） 

月 日 主催 支援内容等 支援人員 観察種数 

1 11 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 8 名 40 種 

1 31 上川口小学校野鳥観察 学校周辺 7 名 25 種 

3 8 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 8 名 33 種 

3 29 （共催）宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会 宇津貫緑地他 11 名 23 種 

4 12 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 7 名 31 種 

4 24 上川口小学校野鳥観察 学校周辺 6 名 33 種 

5 2 上川口小学校野鳥観察 秋川橋～小和田橋 9 名 24 種 

5 7 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 8 名 14 種 

5 7 松が谷小学校野鳥観察 大栗川 8 名 14 種 

5 10 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 7 名 26 種 

5 28 みなみ野君田小学校野鳥観察 宇津貫公園 12 名 14 種 

6 14 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 7 名 25 種 

      

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」 

にまとめて掲載します。 

 

 

 

 

 

「福寿園だより」に掲載 
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探鳥の記録（２０１４年１月～６月） 
１月２２日（水） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（小下沢林道）探鳥会 

２月３日（月） 平日探鳥会 浅川サンクチュアリ観察（浅川下流３地区）                                  

２月１１日（火） 平日探鳥会 浅川サンクチュアリ観察（浅川上流３地区） 

２月１９日（水） 平日探鳥会 昭和記念公園探鳥会 

２月２４日（月） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（醍醐の里）探鳥会 

３月９日（日） 公開探鳥会 浅川・多摩川合流付近公開探鳥会 

３月１１日（火） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（多摩森林科学園）探鳥会 

３月２９日（土） （共催） 宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会 

４月４日（金） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（石老山、石砂山）探蝶探鳥会 

４月６日（日） 遠出探鳥会 藤野駅から陣場山野鳥観察 

４月１３日（日） 月例探鳥会 北浅川・松枝橋～小田野中央公園探鳥会 

４月１５日（火） 平日探鳥会 浅川サンクチュアリ観察（下流側） 

４月２２日（火） 平日探鳥会 浅川サンクチュアリ観察（上流側） 

４月２３日（水） 平日探鳥会 小宮公園定点観察会 

４月２８日（月） その他 野鳥の密猟防止パトロール（日影沢林道） 

５月１１日（日） 公開探鳥会 八王子の鳥オオルリを探す会（公開探鳥会） 

５月１１日（日） その他 野鳥の密猟防止パトロール（小下沢） 

５月１２日（月）～１４日（水） 遠出探鳥会 春の「粟島探鳥会」 

５月１９日(月) 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（西山峠から中沢峠）探鳥会 

６月２４日（火） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（ランを探す）探鳥会 

６月２８日（土）～３０日（月） 遠出探鳥会 羽黒山野鳥観察 

＊中止  ２/９北浅川月例（雪） ２/１６八王子市史編纂室共催（雪） ６/７浅川月例（荒天） 

   

○高尾山周辺歩き（小下沢林道）探鳥会                                  

日 時：２０１４年１月２２日（水）    天 気：晴 

コース：小仏行のバスで大下バス停下車、小下沢林道に入り、高圧線の下まで行って折り返した。 

観察した鳥：１９種（ベスト：ルリビタキ、アオサギ、カシラダカ） 

キジバト、アオサギ、トビ、ノスリ、コゲラ、カケス、キクイタダキ、ヒガラ、シジュウカラ、 

ヒヨドリ、エナガ、ミソサザイ、シロハラ、ルリビタキ、カヤクグリ、スズメ、カシラダカ、ドバト、

ガビチョウ 

参加者：１３名 

青木静子、井形定子、粕谷和夫、管野桂子、小太刀昭夫、小太刀菊子、高梨規子、中村后子、 

原田佳世、村田靖雄、安室厚子、吉水由紀、渡辺正樹 

概要、感想等： 

前夜の雪と朝の青空のコントラストが素晴らしく、銀世界を楽しむことができた。カシラダカが雪

の無い所で採餌していた。林道を進みキャンプ場跡地の手前の渓流にアオサギが 1 羽来ていた。山の

中のアオサギは少し違和感がある。 

ルリビタキはオスが出てくれた。雪を被ったイイギリの実が綺麗に輝いていた。そこにカケス 2 羽

がひやかしにやってきた。カヤクグリを確認できたのは 1 人だけであった。キクイタダキ、シロハラ

は声だけであった。雪景色は素晴らしかったが、野鳥が少なく寂しいかった。この冬はどこも鳥が少

ないようだ。     （担当：粕谷和夫） 

 

○浅川サンクチュアリ観察（浅川下流３地区）                                  

日 時：２０１４年２月３日（月） 天 気：晴れ 

コース：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いる。2 月 3日は「浅川、

程久保川、多摩川の 3川合流付近」から「浅川右岸一番橋下流の旧ワンド付近」、「浅川左岸長

沼橋上流の通称サイカチ池付近」の順に 3 地域の観察をした。 

観察した鳥：３７種 

キジ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサ

ギ、コサギ、バン、オオバン、イカルチドリ、トビ、ツミ、カワセミ、モズ、オナガ、ハシボソガラ
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ス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタ

キ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒワ、ホオジロ、カシ

ラダカ、アオジ 

参加者：１７名 

青木昭子、粕谷和夫、管野桂子、菊池昇、久保山嘉男、小太刀昭夫、小太刀菊子、小張義雄、 

小張昌子、佐藤サヨ子、対中義雄、玉木雅治、浜田早苗、浜野建男、原田佳世、武藤邦子、 

横山由美子 

概要、感想等： 

「浅川、程久保川、多摩川の 3 川合流付近」で最初に観察した程久保川にはカルガモ 2 羽がいて、

オスが求愛行動を取っていた。桜の枝にはカワラヒワが 50 羽集まっていた。浅川の河原ではモズが

真似し鳴きをしていて、オオヨシキリのさえずりとそっくりの声を出していた。カワセミが 4羽いた。

うち 2羽一緒にいた。その 2 羽はお互い合わせで威嚇しているような行動だったので、縄張りの境界

だったのかもしれない。ハシボソガラスはいたが、ハシブトガラスはいなかった。 

 「浅川右岸一番橋下流の旧ワンド付近」では、コガモが 50 羽集まっていた。殆どは水面にいたが、

2 羽は丸石河原で眠っていた。写真はそのうちの

1 羽である。春半ばの温かさになってきた。イカ

ルチドリの繁殖期の声、シジュウカラのさえずり

が聞こえてきた。 

 「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」

では越冬中のコガモをカウントしたら 91 羽であ

った。オナガ 27 羽の群れがやってきた。サイカ

チ池にはカワセミ 1、バン 2、オオバン 4もいた。

そのサイカチ池にツミの幼鳥がいた。葉影から飛

び立った時はコガモが少しざわついたが、オオタ

カが来た時のような混乱はなかった。汗の出る温

かさになり、テングチョウも飛び出してきた。 

（担当：粕谷和夫） 

 

○浅川サンクチュアリ観察（浅川上流３地区） 

日 時：２０１４年２月１１日（火） 天 気：晴れ 

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⇒北浅川の陵北大橋

上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近 

観察した鳥：３６種 

キジ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、イ

カルチドリ、クサシギ、イソシギ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラ

ス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、アカハラ、ツグミ、スズメ、

キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ドバト 

参加者：５名 

粕谷和夫、小太刀昭夫、小太刀菊子、対中義雄、中村后子 

概要、感想等： 

 浅川野鳥サンクチュアリの観察を上流側 3地域で行った。先ず「浅川右岸萩原橋のワンド付近」に

行った。3 日前の大雪が未だ消えずに残っていた。アオジ、カワラヒワが被った雪から僅かに出てい

る枯草に集まっていた。キジのオスとメスが一緒に姿を見せてくれた。キジがいた下の水面にはカワ

セミ、コガモ 5、カワウ 5 も来ていた。 

次に「北浅川、城山川、南浅川の 3川合流地付近」に行った。鶴巻橋から川を覗くと右岸のワンド状

の所にコサギ 1、アオサギ 1、カワセミ 1、カルガモ 2、カワウ 4 が一緒にいて、このうちカワセミ、

コサギ、アオサギが 1 枚の写真に収まってくれた。左岸の河原を歩いているとカシラダカが直ぐ近く

の雪の無いところで盛んに採餌していた。今日は地面が雪で覆われているため、所々枯草が露出して

いる所に集まって来ているので鳥が見やすい。清川グランドでは少し雪が舞ってきたが、直ぐに止ん

で青空が出てきた。南浅川との合流の手前にはイソシギ、イカルチドリ、キセキレイ、セグロセキレ

イ、カワセミ、カルガモ、ダイサギ、コサギがほぼ同じ場所にいて、賑やかであった。 

 最後に「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近」に行った。用水堰にはイ

カルチドリ 3 羽、クサシギ 1 羽、キセキレイ 1羽、セグロセキレイ 1 がいた。堰上の水面にはカイツ
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ブリ、カワウ、カルガモがいた。堰上の右岸のワンド状の所にはアカハラとバンがいた。キジバトが

雪の上でうずくまっているものが多かった。陵北大橋下流の木の橋の付近も野鳥が集まるスポットに

なっていて、ダイサギ 1、コサギ 1、カルガモ 2、セグロセキレイ 2、ハクセキレイ 1がいた。その周

辺の岸辺にはキジバト、アオジ、カシラダカ、ホオジロがいて、ここも賑やかであった。 

 （担当：粕谷和夫） 

 

○昭和記念公園探鳥会 

日 時：２０１４年２月１９日（水） 9：30～12：00  天気；晴 

場所・コース：西立川口・・・・水鳥の池・・・・ふれあい広場・・・（残堀川沿い）・・・花木園・・・・

水鳥の池北側・・・・ハーブ園・・・・みんなの原っぱ西・・・・森の家（鳥合わせ、解散） 

参加者； ２８名 

青木昭子、青木良恵、浅野恵美子、井形定子、植木裕子、宇都宮信子、長田八重子、門口裕子、 

管野桂子、菊地昇、小太刀昭夫、小太刀菊子、白川司、傍島玲子、高梨規子、千葉槇子、出口富子、

馬場隆進、浜野建男、原田佳世、細田富美代、武藤邦子、村田靖雄、森田公子、若狭誠、渡辺敬明、

渡辺正樹、門口一雄 

確認した野鳥 ： ３４種 

ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、ダイサギ、オオバン、 

オオタカ、カワセミ、コゲラ、モズ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、 

ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、 

ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、カシラダカ、アオジ、ガビチョウ、ベニマシコ 

本日のベスト ： ベニマシコ、オオタカ、シロハラ 

概要と感想： 

 3 日前に降った大雪のため、遊覧バス道路など幹線は除雪しているが一面銀世界である。当初予定

したコースも積雪で通行できない箇所が多い。当園に詳しい馬場さんに鳥がいそうで、通行できそう

な道を案内していただき、足元を気にしながら進んだ。 

 最初のポイントの水鳥の池では、ヒドリガモ、マガモ、カルガモなどを確認した。カモ類の種、個

体数とも少なく感じた。その先の残堀川に通じる遊歩道では、雪の上でシジュウカラが群れ、コゲラ、

ウグイスが間近で見られた。立川口へ通じる残堀川の橋の上から、シロハラを心行くまで観察した。

その先でアオジやカシラダカの群れがよく見られた。広い道に出たが高校生がマラソン大会を行って

おり、急いで花木園方向に向かった。残堀川の対岸にベニマシコ♀がいた。花木園先の池に架かる遊

歩道付近で、モズ、カワセミを観察した。ここで 11 時を過ぎていたので、野鳥観察舎はあきらめ、

トラツグミ、アカハラの情報がある森の家の方向に案内していただいた。途中ツグミ、ジョウビタキ

がよく見られた。さらに頭上をオオタカが旋回するのを見た。 最後のポイント森の家付近で、ベニ

マシコ♂♀が雪のないところで餌をとっていた。樹木の根元にシメもいた。 

雪の消えた樹木の根元付近で餌を探すシロハラやツグミが再三出現し、よく見られた。特にシロハ

ラの数が多かった。シジュウカラ、アオジも個体数が多く何回もみられた。一面雪で覆われているの

で、わずかな露地を見つけ、集まり、餌を探す姿に感動した。なお、解散後にトラツグミ、アカハラ

を見たとの情報をいただいた。担当の丸山さんが風邪のためピンチヒッターであったが、案内をいた

だいた馬場さんを始め参加者の方々のご協力をいただき沢山の野鳥を楽しみ、無事終えることが出来

た。                          （報告：門口一雄） 

 

○高尾山周辺歩き（醍醐の里）探鳥会 

日 時：２０１４年２月２４日（月） 天 気： 晴れ 

コース：夕焼小焼公園から醍醐の里を歩いてニニク沢出会いまでを往復 

観察した鳥：２８種（ベスト：カヤクグリ、ルリビタキ、トラツグミ、ノスリ） 

キジバト、アオサギ、トビ、ノスリ、コゲラ、モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤ

マガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、カワガラス、トラツグミ、シロハラ、ツグミ、

ルリビタキ、ジョウビタキ、カヤクグリ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、

ガビチョウ、ソウシチョウ 

参加者：１１名 

宇都宮信子、粕谷和夫、管野桂子、対中義雄、高梨規子、千葉槇子、馬場隆進、原田佳世、武藤邦子、

安室厚子、渡辺正樹 

概要、感想等： 
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高尾山周辺の 2月野鳥観察会は醍醐の里を歩いた。2 月 14 日の大雪で残雪を心配したが、ニニク沢

出会いまでは除雪されていて、気楽に歩くことができた。それにしても雪が深かったようで、集落は

未だ雪に埋もれているような感じであった。 

スタート地点の夕やけ小やけふれあいの里のつり橋からカワガラスが観察できた。この日、カワガ

ラスは醍醐川のあちこちで観察できた。小川養魚場付近、龍泉寺付近だけでなく、ニニク沢出会い前

では 2羽一緒にいるカワガラスがいた。小川養魚場付近ではトラツグミ、ぼんぼり林道出会いではソ

ウシチョウとカシラダカの群れにであった。ジョウビタキとルリビタキもあちこちにいた。 

全体が残雪で覆われているので、一部の雪の消えている所に鳥が集まって来ていて、鳥を見つけや

すい。降宿集落ではカヤクグリに出会うことができた。ニニク沢出会いで折り返し、ゴールの夕焼小

焼公園に着くとノスリの旋回が出て最後を飾ってくれた。   （担当：粕谷和夫） 

 

○浅川・多摩川合流付近公開探鳥会 

月 日：２０１４年３月９日（日）  8:15～11:30  天気：晴 

コース：浅川・多摩川合流部（右岸）・・・新井橋・・・日野市クリーンセンター・・・ 

浅川・根川・多摩川合流部・・（多摩川右岸堤防）・・北川原公園（解散） 

確認した野鳥 41種 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、バン、ヒメアマツバメ、イカルチドリ、

セグロカモメ、トビ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブ

トガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョ

ウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ビンズイ、カワラヒワ、シメ、ホ

オジロ、カシラダカ、アオジ、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ、ベニマシコ 

本日のベスト 7：カワセミ、ヒバリ、シメ、ベニマシコ、ホオジロ、ビンズイ、バン 

参加者：  

一般参加者 23 名（内子供 1 名）、会員 33名  合計 56 名 

一般参加者市別参加者数  八王子市 6名、日野市 3 名、立川市 3 名、多摩市 2名、府中市 2名、 

福生市 2 名、東大和市 2名、稲城市 1 名、小平市 1 名、武蔵野市 1 名 

会員参加者 ３３名 

井形定子、伊倉恵子、板倉正、長田八重子、粕谷和夫、門口裕子、管野桂子、菊地昇、木澤隆雄、

久保山嘉男、倉本修、佐藤サヨ子、白川司、白川史子、対中義雄、出口富子、内藤公三、中村后子、

奈良敏夫、長谷川篤、浜田早苗、氷渡とし子、福本健、星野光雄、細田富美代、丸山二三夫、 

武藤邦子、村田靖雄、山田満喜男、若狭誠、渡辺敬明、渡辺正樹、門口一雄  

概要と感想： 

 集合場所が新聞記事と「探鳥会あんない」で異なり迷惑をかけた。幹事を中心とした会員の協力で、

駅前からスタート場所の浅川多摩川合流部までの移動も順調に進んだ。開会を待つ間にカワセミが近

くのコンクリート壁に止まりよく観察できた。探鳥会は恒例により、初心者と経験者に分かれて出発

した。合流部から浅川を遡り新井橋までは低堤防の上を進む。スタート直後に目の前の木にモズ、ゲ

ートボール場のニセアカシアにコゲラ、カワラヒワが止まりスコープで見て貰う。さらにコジュケイ、

ウグイスが鳴き幸先良い。観察路の枯草や木にツグミ、ムクドリがアシ原ではジョウビタキ、シジュ

ウカラが出た。またホオジロが道案内のように左右飛び交う。浅川は 1 週間前の雨と雪解けのため増

水し、サギやカモの仲間、イカルチドリ、タヒバリ等がいない。セキレイの仲間も新井橋までは少な

かった。 

新井橋を渡り、浅川左岸を下流へ向かう。日野高校前で中洲に待望のイカルチドリ、対岸にカワセ

ミが出て、全員の方に見て貰った。その先のオニグルミにモズが止まっており堪能した。日野グリン

ーセンター前で本堤防に上がった。ここから先は歩行者や自転車などの堤防利用者がおり、腕章を付

けていただいた方々に注意してもらいながら進む。多摩川右岸の根川合流堤防先端でベニマシコ、エ

ナガが出た。根川のサクラ並木の根元にビンズイがいた。多摩川の堤防沿いの池でバン、解散地点の

広場でヒバリを確認した。 

 参加者が 50 名を超え、先頭と最後尾が大きく離れたが、リーダーの方々の対応と説明で無事終え

ることが出来た。特に、今回からリーダーにカワセミ会の腕章をつけていただいたことは、良かった。 

        （報告担当；門口一雄） 

 

○高尾山周辺歩き（多摩森林科学園）探鳥会                                 

日 時：２０１４年３月１１日（火） 天 気：晴れ 
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コース：多摩森林科学園の園内 

観察した鳥：１８種（ベスト：モズ、キクイタダキ） 

キジバト、トビ、コゲラ、モズ、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨド

リ、エナガ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、キセキレイ、シメ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、

アオジ 

参加者：２６名 

青木静子、粕谷和夫、川上恚、河村洋子、管野桂子、菊池昇、久保山嘉男、白川司、白川史子、 

多田恒子、対中義雄、玉木雅治、内藤公三、仲尾政幸、中村后子、馬場隆進、浜野建男、広岡房江、

広野勝、氷渡トシ子、福本健、細田富美代、丸山二三夫、武藤邦子、若狭誠、渡辺敬明 

概要、感想等： 

ミヤマホオジロが出ているという情報があったので、期待した。実際にミヤマホオジロは 3 羽いた

が、園内をあちこち移動していて、参加者全員がじっくり観察することはできなかった。稜線の上に

つき出たモミの木のテッペンでキクイタダキがホバーリングしているのを観察できた。 

今冬は寒い日が続いているためか、桜は未だ咲かず、カンザクラがようやくほころび始めていた。 

 （担当：粕谷和夫） 

 

○宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会 

日 時：２０１４年３月２９日（土） 天 気：晴れ 

コース： 八王子みなみの駅⇒宇津貫公園⇒宇津貫緑地（篠刈作業）⇒八王子みなみの駅 

観察した鳥：２３種（ベスト：ヒバリ、ツグミ、キジ） 

カルガモ、キジバト、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジ

ュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、

カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ガビチョウ 

参加者：１１名、全体２０名 

粕谷和夫、門口一雄、玉手道雄、玉手しのぶ、対中義雄、浜野建男、浜野知恵子、氷渡トシ子、 

武藤邦子、安室厚子、渡辺正樹 

概要、感想等： 

カワセミ会と宇津貫みどりの会の共催で宇津貫緑地の篠刈（雑木林の手入れ）と野鳥観察会を行っ

た。カワセミ会 11 名、宇津貫みどりの会 4 名がスタート地点の横浜線八王子みなみ野駅に集まった

（他に宇津貫緑地に集合して篠刈作業に参加した宇津貫みどりの会員が 5名）。 

八王子みなみ野駅前ではヒバリ 2 羽が空中でさえずっていた。駅前でヒバリとは素晴らしい。鳥を

見ながら歩き出した。住宅地の電線にカワラヒワが 4 羽とまっていた。ツグミが目立った。ヒバリは

造成地の空き地でも 1 羽さえずっていた。ここにはキジ♂もいた。 

宇津貫緑地では雑木林の篠刈作業を 1 時間半行って汗を流した。午後は宇津緑地の植物観察をしな

がら野鳥のカウントをした。カタクリとアズマイチゲが満開になっていた。アオイスミレ、ナガバノ

スミレサイシン、ニオイタチツボスミレ、ヤマルリソウも咲きだした。調整池をカワセミが横切った。

雑木林の中には天敵の犠牲になった 2 羽の食痕があった。1 羽はタカにやられてドバド、もう 1 羽は

何にやられたかは不明であるが、ツグミのようであった。 

ヒメカンスゲとケスゲの違いを認識できた。ヒメカンスゲのことを「鉄道スゲ」と覚える。茎の模

様が地図に使う鉄道の線路の記号に似ているからとのこと。ケスゲは茎葉に毛があることがポイント

とのこと。雑木林にはウスタビガの繭があった。 （担当：粕谷和夫） 

 

○高尾山周辺歩き（石老山、石砂山）探蝶探鳥会 

日 時：２０１４年４月４日（金） 天 気：晴れ 

コース：相模湖駅⇒石老山入口⇒石老山山頂⇒篠原⇒石砂山山頂⇒篠原⇒藤野駅 

観察した鳥と蝶：野鳥２６種、蝶：８種（ベスト：イカル、オオルリ、ギフチョウ） 

（鳥） 

キジ、ツミ、コゲラ、アオゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、シ

ジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウ

ビタキ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、カワラヒワ、イカル、コジュケイ、ガビチョウ 

（蝶） 

アカタテハ、キタキチョウ、ギフチョウ、テングチョウ、ヒオドシチョウ、モンシロチョウ、ルリシ

ジミ、ルリタテハ 
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参加者：３名 

 粕谷和夫、管野桂子、村田靖雄 

概要、感想等： 

東海自然歩道の石老山を越えて篠原のギフチョウを観察、石砂山も登ってきた。 

相模湖駅から三ケ木行バスに乗り石老山入口で下車。この辺り、桜のソメイヨシノは三分咲きであ

った。ウグイスのさえずりがあちこちから聞こえてきた。シジュウカラがさえずりながら飛んできた。 

ツバメ飛ぶいかにも里山という雰囲気の漂うところを歩いていくとイカル約 20 羽に出会う。キジ

がどこかにいると思っていると本当に鳴いてくれた。キセキレイも民家の屋根で繁殖期独特の声を出

していた。ツミらしい声も聞こえてきた。 

相模湖病院のところから山道に入る。石老山の山道で他の山との決定的な違いは「さざれ石」の中

を歩くことだ。さざれ石は、「小さな石の欠片の集まりが炭酸カルシウムなどにより埋められ、1つの

大きな石の塊に変化したもの」と定義されている。所々に大きな岩もあり、これには名前が着けられ

ていて、説明書きの看板が立っている。途中、変なにおいがしてきた。ヒサカキの花から発する悪臭

だと直感した。そのとおり近くにヒサカキがあった。顕鏡寺には杉とイチョウの巨木がありアオゲラ

とコジュケイの声が聞こえてきた。ヤブツバキが多く、花にヒヨドリが吸蜜に来ていて騒がしかった。 

融合展望台から相模湖方面の眺望が素晴らしい。シジュウカラ、ヒガラのさえずりの競演のところ

にさえずらないヤマガラもいた。頂上付近にはイヌブナが高尾山のように北斜面にあった。 

篠原に下るとジョウビタキのメスに出会えた。待望のギフチョウを探す。幸運にも羽化直後と見ら

れる美しい個体に出会えた。公衆トイレの前にいると 1 匹が飛んできてツツジの羽の上にとまってく

れた。昼飯を食べて石砂山に登ったがこちらではギフチョウには出会えなかった。途中、オオルリの

さえずりとコルリの姿を観察できた。オオルリは今期初認である。頂上とその手前には翅がボロボロ

になったヒオドシチョウが 6 匹程飛んでいた。カンアオイ、オニシバリが花を着けていた。今年は未

だミツバツツジが咲いていなくて、ギフチョウの出現には少し早かったかもしれないが、綺麗な一匹

に会えたので満足である。   （担当：粕谷和夫） 

 

○藤野駅から陣場山野鳥観察 

日 時：２０１４年４月６日（日） 天 気：晴れ（雹霰混じり） 

コース：藤野駅から栃谷尾根を陣場山に登り、和田峠経由八王子の陣場山登山口バス停 

観察した鳥：１９種（ベスト：カワガラス、イワツバメ、ノスリ） 

キジバト、トビ、ノスリ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバ

メ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、カワガラス、スズメ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、コジ

ュケイ 

参加者：７名 

 浅野恵美子、石橋公子、粕谷和夫、門口裕子、木澤隆雄、高梨規子、渡辺正樹 

概要、感想等： 

 藤野駅から栃谷尾根を陣場山に登り、和田峠経由八王子の陣場山登山口バス停まで歩いた。藤野駅

から歩きだし踏切を渡りトンネルを潜るとカタクリの群生地だ。前より広がった感じがするが、既に

最盛期は過ぎていた。沢井川に出るとお目当てのカワガラスが現れてくれた。中里大橋にコロニーを

作るイワツバメは約 20羽で空中を乱舞していた。ここではトビとノスリの帆翔が見られた。 

栃谷集落はまるで桃源郷のようなのどかなところであった。桜、ミツバツツジが満開で、道路脇に

は水仙が列をなして植えられていて満開であった。道のアスファルトの隙間にはノジスミレがあちこ

ちに力強く咲いていた。栃谷集落の無人販売所にはカリンの実を薄く刻んで乾燥した袋詰めが売られ

ていた。風呂に入れると香り良し、焼酎漬けにすると美味しいと書いてあったので買った。一袋 100

円は安い。道脇の湿った所でタゴガエルの声がした。 

山道に入るとカケス 2 羽が出迎えてくれた。杉林にはシロバナエンレイソウが咲いていた。栃谷集

落までは晴れて暖かかったが、山道に入ると急に気温が下がり、雹だか霰だかが降ってきた。日差し

があっての降雹（霰）であった。陣場山頂でも寒かったので、早々と下山。和田峠から陣場山登山口

バス停までの間でも雹だか霰が降ってきた。ここではフサザクラの花が目立った。（担当：粕谷和夫） 

 

○北浅川・松枝橋～小田野中央公園探鳥会 

日 時：２０１４年４月１３日（日）  8：10～10：30  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。 
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観察した野鳥：３１種 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ヒメアマツバメ、コチドリ、トビ、カワセミ、 

コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、

ウグイス、メジロ、ムクドリ、ツグミ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、 

カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ 

本日のベスト：①キジ ②モズ 

参加者：２８名＋４名（カワセミ会 10周年記念標柱建立に参加） 

青木静子、浅野恵美子、井形定子、井上典子、植田益夫、長田八重子、粕谷和夫、河村洋子、 

小塩菊子、小高賢秀、佐藤哲郎、白川司、白川史子、対中義雄、角田幸雄、内藤公三、中村経男、 

中村后子、浜野建夫、浜野知恵子、福本健、武藤邦子、村田靖雄、山崎悠一、若狭誠、渡辺敬明、 

渡辺正樹、今井達郎、門口一雄、門口裕子、川上恚、丸山二三夫 

担当者の感想： 

 天気に恵まれたが、集合時間帯はかなり冷え込みを感じる。多くの参加者が集まる前の時間だった

が、すぐ目の前の川には二羽のコチドリが姿を見せ、間もなく飛び去る。今年に入ってから野鳥の出

が悪く、今回もあまり期待できないかと心配しているところにコチドリが出てきたので幸先の良いス

タートかと思われたが、結果は心配したとおりになってしまった。一昨年が 41種、昨年が 37種で今

年はとうとう 31 種まで減少。このコースは野鳥の種類が多く変化に富んでいるため人気のあるとこ

ろだが、今年はあいにくの結果となってしまった。したがって今回のベストは出現率の高いキジとモ

ズの二種止まり。来年は何としても名誉挽回といきたいと念じている。 

 特筆すべきは、鳥合わせの後に行った「カワセミ会１０周年記念植樹」標柱の建立作業。大きな石

が混じる岩盤のような土地のため、掘削作業が大変で、作業を買って出た数名の方々が交代でやっと

のことで無事建立。粕谷会長の除幕のあと参加者全員で記念撮影をして建立式を終了。なお、新しい

記念の標柱の作成と建立に使う諸道具を準備していただいた川上様と、当日の作業準備に当たられた

門口夫妻にはこの場を借りて厚くお礼を申し上げます。 

 この後、間もなく 92 歳の誕生日を迎えられる今井さんの乾杯の音頭で恒例のお花見の宴に入り楽

しいひと時を過ごし解散となりました。 （担当：丸山二三夫） 

 

○浅川サンクチュアリ観察（下流側） 

日 時：２０１４年４月１５日（火） 天 気：晴れ 

コース：長沼駅⇒さいかち池付近⇒一番橋下流付近⇒多摩川、程久保川合流付近⇒百草園駅 

観察した鳥：３１種 

キジ、カルガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、オオバン、イカルチドリ、イソ

シギ、セグロカモメ、トビ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツ

バメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ムクドリ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレ

イ、カワラヒワ、シメ、ホオジロ、ドバト、ガビチョウ 

参加者：１５名 

宇都宮信子、長田八重子、粕谷和夫、管野桂子、菊池昇、久保山嘉男、小張義雄、小張昌子、 

高梨規子、玉木雅治、角田幸男、浜田早苗、浜野建男、福本健、武藤邦子 

概要、感想等： 

浅川では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 15 日は「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」、「浅川右岸

一番橋下流の旧ワンド付近」、「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」の 3 地域の観察をした。 

「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」では、越冬したコガモ集団は姿を消してしまったが、

2 羽（♂♀）が未だ残っていた。オオバンも 2 羽いたが、バン、カイツブリはいなかった。オオバン

は潜水して餌を水中から取ってきて食べていた。その餌は草のようなものであった。ムクドリ 2羽が

地面に降りて巣材を集め、銜えていた。 

 「浅川右岸一番橋下流の旧ワンド付近」では、コガモが 19 羽残っていたが、うち♂は 2 羽だけで、

他は全て♀であった。丸石河原に上がって休んでいた。カジカガエルが川の中で鳴いていた。一番橋

下のイワツバメのコロニーに出入りする羽数は約 50 羽であった。一番橋下流右岸のワンドは消滅し

てしまったが、左岸にワンドが出来ていて、アオサギとダイサギが来ていた。 

 「浅川、程久保川、多摩川の 3 川合流付近」では、河原にホオジロ♂1 羽がいて採餌していた。こ
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のホオジロは夢中で採餌していて、10ｍ程まで近づいても逃げなかった。シメが未だ残っていた。カ

ジカガエルの声が川の中から聞こえてきた。  （担当：粕谷和夫） 

 

 

○浅川サンクチュアリ観察（上流側） 

日 時：２０１４年４月２２日（火） 天 気：晴れ 

コース：「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近」⇒「北浅川、城山川、南浅

川の 3川合流地付近」⇒「浅川右岸萩原橋のワンド付近」 

観察した鳥：３０種 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、

モズ、ハシボソガラス、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ツグミ、

スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、コジュケイ、

ドバト、ガビチョウ、雑種ガモ 

参加者：３名 

粕谷和夫、白川史子、浜野建男 

概要、感想等： 

 浅川野鳥サンクチュアリの観察を 4 月 15 日に下流側 3 地域を行ったが、22 日は上流側 3 地域を行

った。先ず「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近」に行った。カワセミ、

カワウ、カルガモが川にいた。ウグイス、キジ、コジュケイの声が聞こえてきた。アオゲラ 2羽がニ

セアカシアの幹にいて鳴き交わしていた。近くの日枝神社の杉にアオサギが営巣しているようであっ

たが、巣をはっきり確認できなかった。野球場の芝生にツグミ 4羽、キジバト 3羽、スズメ 3 羽がい

た。 

 次に「北浅川、城山川、南浅川の 3 川合流地付近」に行った。カワセミが下流方向から飛んで来て

城山川の方へ飛んでいった。ここではムクドリが目立ち、ヒヨドリの集団の飛翔があった。「北浅川、

城山川、南浅川の 3川合流地付近」の地域外であるが、右岸中央高速道橋下流の河原が売り出され分

譲中の旗とテントが張ってあった。河原が分譲地になってしまうなんて信じられない。 

 最後に「浅川右岸萩原橋のワンド付近」に行った。キジが間近に観察できた。1 羽のオスは萩原橋

の上流側、2 羽のオスメスは下流側の河原である。萩原橋下とその周辺は野鳥が集まるスポットとな

っていて、キジ 3 羽の他にコサギ 5羽、アオサギ 1 羽、キセキレイ 1羽、セグロセキレイ 1 羽、ムク

ドリ 4羽、ツバメ 4 羽、ハシボソガラス 1 羽が観察できた。同じ場所でカジカガエルの声があり、ナ

ミアゲハが飛んできた。  （担当：粕谷和夫） 

 

○小宮公園定点観察会 

日 時：２０１４年４月２３日（水） 天 気：晴れ 

コース：小宮公園の園内を回り、その後奥のデッキ（ひよどり沢）で定点観察 

観察した鳥：２１種（ベスト：キジ、センダイムシクイ、アオサギ） 

キジ、カルガモ、キジバト、アオサギ、コゲラ、アオゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマ

ガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、センダイムシクイ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、スズメ、

ホオジロ、コジュケイ、ガビチョウ、雑種ガモ 

参加者：２１名 

井上典子、石田幸文、粕谷和夫、久保頼子、小張義雄、小張昌子、住谷靖代、関根伸一、対中義雄、

高橋芳江、玉木雅治、角田幸男、中村后子、中村實、馬場隆進、氷渡トシ子、細田富美代、武藤邦子、

村田靖雄、矢沢はるみ、若狭誠 

概要、感想等： 

 カワセミ会の探鳥会で今回は小宮公園の奥のデッキ（ひよどり沢）を定点として、この地点に留ま

りお茶を飲みながら、昼飯を食べながらやってくる野鳥を観察するという計画で実施した。 

しかし晴天で新緑が気持ち良く、公園内を散策しないともったいないので、前半は園内を歩き、12

時過ぎからの後半は奥のデッキで昼飯を食べながら定点観察をした。メジロ 2 羽がコナラの幹から苔

を取っていた。巣作りではないかと思われる。弁天池にはアオサギ 1羽が来ていた。キジの声がよく

聞こえた。センダイムシクイのさえずりがはっきり聞こえた。 

定点ではアオゲラが近くで何回も鳴いてくれたが姿は確認できなかった。蝶 6 種を観察できた。下

の駐車場付近にはウラシマソウの小さな群落があり、数えると 15 株あった。その近くにはムサシア

ブミ 1株あり花を着けていた。圧巻はワダソウであちこちに可憐な花を着けていた。 



34 

（担当：粕谷和夫） 

 

○野鳥の密猟防止パトロール（日影沢林道） 

年月日： ２０１４年４月２８日（月） 7：30～14：45  天気；晴 

コース： 裏高尾（日影沢林道入口～小仏城山～一丁平～高尾山頂下、5号路と縦走路の交叉点～ 

日影沢キャンプ場）  

確認した野鳥：２２種 

キジバト、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、 

シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、クロツグミ、メジロ、キビタキ、オオルリ、

イカル、ホオジロ、センダイムシクイ、コジュケイ、ガビチョウ 

野鳥のベスト：オオルリ、キビタキ、ヤマガラ  

確認した主な植物： 

・スミレ 11種 

マルバスミレ、タチツボスミレ、エイザンスミレ、タカオスミレ、ヒカゲスミレ、ツボスミレ、ニ

オイタチツボスミレ、オカスミレ、アカネスミレ、アケボノスミレ、オトメスミレ、  

・花の咲いていた植物ベスト 16種 

イカリソウ、ヤマルリソウ、ホウチャクソウ、チゴユリ、センボンヤリ、フタバアオイ、ミヤ 

マハコベ、ニリンソウ、ミミガタテンナンショウ、ウラシマソウ、マルバコンロンソウ、ツル 

カノコソウ、ウワミズザクラ、カスミザクラ、コクサギ、フジ、 

参加者：１５名 

宇都宮信子、粕谷和夫、河田徳子、管野桂子、白川史子、傍島玲子、高梨規子、玉木雅治、中村后子、

浜野建男、細田富美代、丸山二三夫、村田靖雄、若狭誠、門口一雄 

概要及び担当者の感想： 

 JR高尾駅北口発小仏行きのバスを待って 7

時 30分日影沢駐車場を出発した。平日のため

ハイカー等は少なく、密猟パトロール中の腕

章を付けた以外は何時もの探鳥会と変わらな

い。出発して間もなくキビタキ、オオルリの

鳴き声が聞こえた。ヤマガラが道案内のよう

に一緒に進む。山肌ではウワミズザクラが満

開、道端にはニリンソウ、タチツボスミレ、

ツルカノコソウ、フタバアオイなどの草花が

咲いていた。 

今年はキビタキが近隣の里山で多く観察さ

れているが、ここでも 8回確認できた。また、

オオルリの鳴き声も 6 回聞いた。その他の夏

鳥では、センダイムシクイ、ヤブサメの声が

聞こえた。ツツドリの声は聞こえなかった。

小仏城山を回り一丁平で昼食をとった。 

午後からは、一丁平から「学習の道」を進

んだ。カスミザクラが満開であった。猿の声がしていた。奥高尾縦走路に出て、高尾山頂下の十字路

から、杉林の中の山道を日影沢林道に下り、キャンプ場で鳥合せを行い解散した。 

小仏城山から高尾山下までの間はハイカーも増え「野鳥の密猟防止や野鳥を飼わないなど野鳥保

護」の宣伝が少しは出来た。また、好天に恵まれ、夏鳥や沢山の草花も観察できたことはよかった。 

 （担当：門口一雄） 

 

○八王子の鳥オオルリを探す会（公開探鳥会） 

日 時：２０１４年５月１１日（日） 8 時 45分～11時 10分    天 気：晴れ 

コース： 

裏高尾小下沢林道（小下沢林道の中央高速道路ガード下⇒ザリクボ（キャンプ場跡地）⇒ 

石碑「浩宮殿下御誕生記念植林地」から少し先まで行って石碑に戻って解散） 

観察した鳥：15 種（ベスト：オオルリ、ミソサザイ） 

コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、 
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エゾムシクイ、メジロ、ミソサザイ、キビタキ、オオルリ、キセキレイ、ガビチョウ 

参加者：会員２５名、非会員２７名 

阿江範彦、伊倉惠子、井形定子、井上典子、宇都宮信子、長田八重子、粕谷和夫、川上恚、木村晴美、

佐藤哲郎、曽我允雄、曽我文子、対中義雄、角田幸男、内藤公三、中山尊人、中山千晶、広岡房江、

福本健、村田靖雄、山崎悠一、山田満喜男、山田信一、若狭誠、渡辺正樹 

概要、感想等： 

 カワセミ会の公開探鳥会で、毎年 5 月の第 2 日曜日は「八王子市の鳥オオルリを探す会」である。

好天に恵まれ、会員と一般市民合わせて 50 名以上の参加があった。しかし、どうしてしまったのだ

ろうと思うくらいサイレント・スプリングであった。そんな中でミソサザイが数ヶ所で元気にさえず

っていて、姿も確認できた。 

メインのオオルリは 2 回だけ観察できた。最初はキャンプ場跡地で遠くの杉の木のテッペンにとま

っているオスの個体である。遠いためか声が聞こえなかった。2 回目は林道を先に進むと近くでオオ

ルリのさえずりが聞こえてきた。大人は皆、木のテッペンを探すが、姿は見当たらない。「いた！」

と声を上げたのは小学生であった。オオルリのオスは通常であればキビタキがいるような広葉樹の木

の中で低い所にいた。お陰様で全員が近くで姿と声を堪能できた。なお、エゾムシクイは一部の人が

声を聞いたものである。 

小下沢林道では今年もオウギカズラ、クワガタソウ、サツキヒナノウスツボ、フタバアオイなどの

花を観察できた。オオギカズラの花に来たオナガアゲハが吸蜜した。 （担当：粕谷和夫） 

 

○野鳥の密猟防止パトロール（小下沢） 

日 時：２０１４年５月１１日（日） 6 時 30分～8 時 00 分    天 気：晴れ 

コース：醍醐林道の入口からキャンプ場跡地までを往復 

観察した鳥：7種 

ハシブトガラス、ヒヨドリ、ウグイス、ミソサザイ、キビタキ、オオルリ、ガビチョウ 

参加者：1名   粕谷和夫 

概要、感想等： 

 早朝 6 時 30 分から 8 時まで、醍醐林道の入口からキャンプ場跡地までを往復して野鳥の密猟防止

パトロールをした。今年は粕谷の他に集まったメンバーはなく、一人で実施した。早朝というのに鳥

が少なく、ウグイスのさえずりしか聞こえないという状態であったが、ミソサザイ、キビタキ、オオ

ルリの声も何とか聞くことができた。出会った通行人は 2 名、自転車が 1名であった。 

（担当：粕谷和夫） 

 

○ 春の「粟島探鳥会」 

月 日：２０１４年５月１２日（月）～１４日（水） ２泊３日  

天 候：１２日晴れ １３日朝のうち雨のち晴れ １４日晴れ 

宿 泊：新潟県粟島浦村内浦 民宿「なおや」連泊 

行 程： 

５／１２ ＪＲ村上駅 9:15集合→（タクシ－）岩船港→（フェリー）粟島内浦港 12:00 着 

昼食後島内探鳥（内浦畑・牧平）16:40 

５／１３ 終日島内探鳥 （5:00～ 朝：牧平 午前：釜谷 午後：内浦畑 17:00） 

５／１４ 朝 5:00～内浦畑 9:00～牧平～12:00  内浦港 13:30→（高速船）→岩船港→14:25→ 

（タクシー）→ＪＲ村上駅 14:45 解散 

確認した野鳥：５６種 

ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、カイツブリ、カラスバト、キジバト、オオハム、オオミズナギドリ、

ヒメウ、ウミウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、ツツドリ、アマツバメ、タカブシギ、キアシシ

ギ、ツバメチドリ、ウミネコ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、トビ、ハヤブサ、モズ、ハシボソ

ガラス、ハシブトガラス、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、センダイムシクイ、

メジロ、ムクドリ、コムクドリ、マミチャジナイ、シロハラ、アカハラ、ツグミ、コルリ、イソヒヨ

ドリ、コサメビタキ、キビタキ、オオルリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ビンズイ、ム

ネアカタヒバリ、カワラヒワ、ホオジロ、ホオアカ、カシラダカ、アオジ、トバト、シギチドリＳＰ 

（注 「モンゴルセグロカモメ」と思われた個体は後日検討した結果、オオセグロカモメの２年目 

冬羽と考えるのが妥当であると結論した。） 

ベスト：①ツバメチドリ ②ヒヨドリの渡り ③ムネアカタヒバリ ④タカブシギ 
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      参考 ⑤粟島の風景と料理、そして島の方々の人情 

参加者：１３名  

青木静子、浅野恵美子、粕谷和夫、加藤岸男、河村洋子、管野桂子、傍島玲子、高梨規子、中村后子、

福本 健、若狭 誠、山崎久美子、山崎悠一 

概要・感想： 

 いつもなら、羽越線の特急「いなほ」の車窓に広がる代掻き後の水田に、北帰行途中のユリカモメ

やオオハクチョウが見られるはずなのに…。それは、“～のはずなのに”の３日間になってしまう粟

島探鳥会の序章だった。 

 第１日目 ＪＲ羽越線村上駅に列車は定刻着。会長の挨拶の後、参加者１３名はタクシー２台に分

乗して岩船港へ。フェリー「粟島」に乗船し、早速３階デッキの前方で、探鳥開始。すると、港内で

頭部の白が目立つ大型カモメ類を発見。「モンゴルセグロカモメ？」と盛り上がる。船上は風が強く、

鳥影も極端に少なく後方に撤退する方が殆どだった。バードウォッチャーはカワセミ会のみ。岩船港

にも定刻１２：００着。 

 港近くの公園での昼食後、宿に行って探鳥の準備をして、第１の観察ポイント内浦の畑へ。何もい

ない。水源地・奥の畑にもいない。コムクドリの群れがちょっと救い。期待して行った学校の校庭は

スズメさえもいなかった。宿の車を借りて第２の観察ポイント牧平（ヘリポート）へ。そこで今回粟

島で出会った唯一のバードウォッチャーに会い情報をいただく。昨日より少し入っているが、例年に

比べ少ないとのこと。サンコウチョウの群れの情報も。しかし、牧平を歩き回ってもいない。鳥崎の

展望台では雨になってしまう。仕方なく、帰宿組と観察組に分かれる。帰宿組は漁り火温泉へ。 

観察組はサンコウチョウを探すが、声さえ聞くことができなかった。 

18:00から鳥合せ。４１種。もう１つの救いはおいしい夕食だった。 

 第２日目。朝探に出る 5:00 には雨も上がる。車を２往復させ、牧平へ。但し、800m の上り坂の途

中まで。車を降りた途端に降ってきたのは野鳥の声。しかし、急な降雨とともに、それも消える。昨

夜の雨で渡りの状況が変わるのでは、との期待も泡と消える。牧平は昨日同様静かだった。 

朝食後、第３の観察ポイント釜谷へ移動。急な階段を登り六所神社へ。センダイムシクイ・コサメビ

タキが木々の間を飛び交うが、釜谷の畑には何もいない。八幡神社への木の階段を登り、快適な展望

ポイントで大休憩。オオルリの姿も有り。女性陣の岬の先端・八幡鼻まで往復する元気さには感服し

た。 

 ここからは、矢ケ鼻を経て内浦まで約４㎞歩く徒歩組と八ツ鉢展望台を回って“粟島観光”をする

ドライブ組に分かれる。ドライブ組は、オオミズナギトリの繁殖地やハヤブサポイントを経て、牧平

付近の桜並木でマミチャジナイと出会う。そして、内浦の畑で、ムネアカタヒバリをじっくり観察し

た。徒歩組は長大な下りを難なくこなし、到着したばかりと思われるアオジを観察する。その後宿の

車でドライブ組と同じコースを急いで回ったがマミチャジナイには会えなかった。 

18:00 から鳥合せ。４４種。救いは粟島の素晴らしい景色だった。 

 ３日目。風が強い。5:00 からの朝探は、内浦の六所神社から。昨日いたシロハラも見つからない。 

「もう、ツバメチドリは見ましたか？」と、例のバーダーご夫妻。（わざわざ教えに来てくれたのか

な？） 廃屋付近で探すと、どうにか２羽のツバメチドリを発見。徐々に距離を詰めながら観察する。

成鳥だ。１羽は換羽終了間近のようだった。ムネアカタヒバリも全員じっくり観察する。でも、いな

い。渡りの状況に変化なし。 

 いよいよ、粟島名物「わっぱ煮」を食べる時が来た。海岸沿いの特設会場。秋田産の“曲げわっぱ”

に焼き魚とみそ等を入れ、そこに熱した“石”を数個投入し、一気に沸騰させる。舌が軽いやけどを

したような感じになったが、おいしい。ウミネコがわっぱの中の魚を狙う。島の人達は、軽くいなす。

人間と鳥とのいい関係。 

 12:00 までの最後の探鳥は、三択。でも全員が牧平を選択する。いないけど…。 

出発しようとした時、“ヒヨドリの渡りだ！”の声。少し離れた海上をそんなに多くはないヒヨドリ

の群れが行きつ戻りつしている。強風にためらっているのか…。 

 その時、その群れを襲う鳥影が急降下する。ハヤブサだ。全員が固唾をのんで見守る。ハヤブサが

一羽遅れたヒヨドリを捕まえる。でも、次の一瞬でなんとか逃れる。その繰り返しが続く。しばらく

して、ハヤブサは立ち去った。ヒヨドリの無事を喜ぶ。 

 最後の牧平も変化なし。いない。救いは鳥崎で飛島方面に向かおうとするヒヨドリの小さな群れが

見られたこと。結局、私たちが見ている間は飛び立たなかった。港近くの公園や宿でおにぎりを食べ

た後、荷物をまとめて港へ。そこで鳥合せ。３４種。13:30 発の高速船で帰路につく。しかし、高速

船は揺れた。気分を害した方も多かった。岩船港からは予約しておいたタクシー２台で村上駅へ。Ｊ
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Ｒ羽越線村上駅で解散。（と言っても、全員一緒でしたが…。） 

 粟島へは１９９２年以来何回訪れただろうか。年４回通ったこともある粟島。でも、こんなに鳥が

少ない、というよりいない粟島は初めてであった。粟島だからか、今年だからか、それはわからない。

でも、粟島の景色と料理、そして島の方々の気さくさや人情は相変わらずで、何も変わっていない。

それだけが救いだった。                       （担当 加藤岸男） 

 

○高尾山周辺歩き（西山峠から中沢峠）探鳥会 

日 時：２０１４年５月１９日(月) 8 時 00 分～13 時 55 分 

天 気：晴れ 

コース：南高尾に山下から西山峠に上り、南高尾尾根を中沢峠まで歩き、同峠から山下に下るコース

を歩いた。 

観察した鳥：２７種（ベスト：キビタキ、ウグイス） 

ホトトギス、トビ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカ

ラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、センダイムシクイ、メジロ、ミソサザ

イ、クロツグミ、キビタキ、スズメ、キセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジ

ロ、コジュケイ、ガビチョウ 

参加者：１３名 

浅野恵美子、宇都宮信子、粕谷和夫、河田徳子、河村洋子、管野桂子、白川司、白川史子、 

高梨規子、奈良敏夫、原田佳世、村田靖雄、渡辺正樹 

概要、感想等： 

 キビタキが多く観察できた。オスだけで 15 羽以上に出会った。さえずりでなく姿も一部確認で

きた。山下から西山峠への登山道ではオスの餌運びを、中沢峠から山下への登山道では親子連れ（少

なくともオス親 1 と巣立ち雛 2羽はいた）も観察できた。しかし、オオルリには出会うことが無か

った。期待したサンコウチョウにも出会えなかった。 

下向き花のフジがほぼ終了して、上向き花のジャケツイバラの黄色い花が目立った。昨年の大き

な実と一緒の株もあった。尾根道ではキンランの数株に出会えた。中沢峠からの下りではウラシマ

ソウがひときわ多かった。 

蝶には 18種出会い、ウスバシロチョウ、コジャノメが最も多く、次いでオナガアゲハであった。 

（担当：粕谷和夫） 

 

○高尾山周辺歩き（ランを探す）探鳥会 

日 時：2014年 6月 24 日（火）  8 時 00 分～14時 50分 

天 気：曇り 

コース：６号路脇から東京高尾病院前を通り、2 号路、3 号路、富士道を通り高尾山頂へ上り、５号路

南道を回って６号路を下った。 

観察した鳥：１８種（ベスト：サンコウチョウ、キビタキ、クロツグミ） 

コゲラ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、

メジロ、クロツグミ、キビタキ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、イカル、ホオジロ、コジュケイ、

ガビチョウ 

 主な花：アカショウマ、イチヤクソウ、ウマノミツバ、ウメガサソウ、オオバジャノヒゲ、オカト

ラノオ、クサノオ、クモキリソウ、ケキツネノボタン、テイカカズラ、ドクダミ、ハエドクソウ、ホ

オズキ、ホタルブクロ、マタタビ、マメガキ、ムヨウラン、ムラサキシキブ、ムラサキニガナ、ヤマ

アジサイ、ヤマボウシ、ヤマホタルブクロ、ヨウラクラン 

参加者：４名 

 浅野恵美子、長田八重子、粕谷和夫、高梨規子 

概要、感想等： 

 梅雨間の高尾山に登った。上空の遠方から雷のゴロゴロが聞こえてきたが、薄日が差す天気模様で、

14 時 50 分に下山したらいきなり雨が降ってきた。スタート地点の案内川でカジカガエルの声が聞こ

え、姿も確認できた。道中のあちこちでキビタキの声が聞こえ、姿も確認できた。オオルリは 2回出

会っただけであった。 

この時期は地面に花や実があちこちに落ちていている。マタタビ、テイカカズラ、マメガキの花の

他、カヤの実も落ちていた。ムヨウラン、ヨウラクラン、クモキリソウの花には出会えたが、アオス

ズランは無くなっていた。ウメガサソウには「保護監視中」の小さな札が「東京都レンジャー、高尾
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警察署」の名前で掲げられていた。盗掘の防止用と見られる。6 号路を下ってきて、最後にサンコウ

チョウの声を聞いた。             （担当：粕谷和夫） 

 

○羽黒山野鳥観察 

日 時：2014年 6月 28 日（土）～30日（月）  

天 気：晴れ時々雨 

コース：羽黒山（斎館、三社合祭殿）、南谷、随神門から始まる表参道、奥の細道（羽黒山山頂から月

山ビジターセンターまで）、月山ビジターセンター、国民休暇村羽黒、羽黒スキー場などを周遊 

観察した鳥：３９種（ベスト：アカショウビン、キビタキ、ノジコ、モリアオガエル） 

カルガモ、キジバト、アオサギ、ホトトギス、ツツドリ、アマツバメ、トビ、ノスリ、アカショウビ

ン、カワセミ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、カケス、ハシブトガラス、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、

シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、メボソムシクイ、センダイムシクイ、メジ

ロ、ゴジュウカラ、ミソサザイ、カワガラス、クロツグミ、アカハラ、コサメビタキ、キビタキ、キ

セキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、ノジコ、アオジ 

参加者：１４名 

青木静子、石橋公子、植田益夫、宇都宮信子、粕谷和夫、木澤隆雄、小太刀昭夫、小太刀菊子、 

中村后子、馬場隆進、馬場啓子、浜野建男、浜野知恵子、山崎悠一 

概要、感想等： 

 この探鳥会の目的はアカショウビンとの出会いを果たすこと。第 1 日は鶴岡駅から羽黒山の山頂行

バスに乗って、先ず月山ビジターセンターに立寄り鳥情報を仕入れた。センターに前の二夜池の遊歩

道を回るが、午後 2時過ぎという時間帯のためか、めぼしい鳥には出会えなかった。バスで羽黒山の

山頂まで行き、今宵の宿、「斎館」に向かう。「斎館」は羽黒山参道三の坂を登りきった所にあった。

「宿」というイメージは全くない。その筈である。「もとは華蔵院といい、元禄 10 年（1697）の再建

である正穏院、智憲院と共に三先達寺院の一つで、羽黒山執行別当に次ぐ宿老の住した寺であったが、

明治の神仏分離の際神社の「斎館」として残った。」というものである。山門を潜るとコサメビタキ

が地面、キセキレイが屋根で出迎えてくれた。6 時の夕食までの間に羽黒山参道三の坂を往復してみ

た。出羽三山神社の前には鏡池という小さな池があり、コウホネで水面が埋まっていて、モリアオガ

エルの声が聞こえ、あちこちに産卵もしていた。 

 2 日目の早朝 4 時、雨が降っていたが宿「斎館」を出発して、「南谷」にいった。宿を出て直ぐ、出

羽三山神社の前でアカショウビンの声を聞いた。しかし、遠ざかってしまったらしく姿は確認できな

かった。約 30 分で「南谷」に着くとカメラマンが 2 名いた。「心字池」があり、ここにもコウホネと

モリアオガエルが多く、いかにもアカショウビンがやってきそうな場所であった。ツツドリとホトト

ギスの大きな声の鳴き交わしが圧巻であった。6 時 45 分までねばったが、アカショウビンは現れず、

8 時からの朝飯に間に合わせるためここを引き上げた。朝飯後は 9 時に出発して、奥の細道を下って

月山ビジターセンターまで歩いた。10時半頃着いたが、その後大雨が降ってきたので、ビジターセン

ターに緊急避難した。12時に隣りの国民休暇村羽黒に移動して昼飯を食べていると、ようやく雨が上

がった。午後はビジターセンター周辺の遊歩道を歩き、その後バスで羽黒バスターミナルに移動して

随神門から始まる表参道に挑戦した。ここはは、全長約 1.7km、2446段の長い石段である。両側には

樹齢 350～500 年の杉並木が続く。その数は 400 本以上で国の特別天然記念物に指定されている。杉

並木の途中の一の坂には国宝五重塔が静かに立っていた。二の急階段を登るとタマガワホトトギスが

黄色い花をつけていた。 

 3 日目、再び 4 時に宿を出発して南谷に行った。待つこと 2 時間、最後のチャンスにアカショウビ

ンは現れてくれた。しかもモリアオガエルを狙うお立ち台のようなところで約 20 分間も留まり、い

ろいろな表情を見せてくれた。最大の表情は大あくびのように大きな口をあけて、しかも顔を上に向

けてくれたことである。約 30ｍの距離を保ち、アカショウビンの生き生きとした姿を観察できた。カ

エルを捕るところを期待したが、それは無理であった。朝飯後は近くのスキー場ゲレンデに行って草

原性の鳥を期待したが、ホオジロとウグイス以外は特に得るものはなかった。羽黒山は何と言っても

アカショウビンである。このアカショウビンを支えているのは杉、ブナの森林と圧倒的に多い（と感

じた）モリアオガエルであった。参道には至るところにエゾアジサイが淡いブルーの花をつけていた

のも素晴らしかった。  （担当：粕谷和夫） 
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鳥 信（主として２０１４年１月～６月、一部 2013年以前のもの含まれている）  

今期は 684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、初認、猛禽、

鴫チ鳥、托卵鳥、繁殖、行動、集団ねぐら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 区分 メッシュ 

１．希少種 
  

【キバシリ、オオムシクイを観察】    

 4 ヤマドリ 2014/4/9 １羽 裏高尾日影沢の北側尾根
登山道 

♂、午前 11 時頃、与瀬 8F,9F の境付近、（裏高尾日影沢
の北側尾根登山道）、両側雑木林の尾根道（急坂）を上

る途中にガサゴソと音を立て、南斜面から尾根道を横切
り北斜面に歩き去った。 

門口一雄  与瀬9F 

 19 コハクチョウ 2014/2/2 ８羽 多摩川・日野橋下流５００
ｍ付近 

午後２時頃、多摩川日野橋下流５００ｍ付近で、コハクチ
ョウ８羽を確認しました。通りかかった人の話では、成鳥

２・幼鳥６羽との事でした。 

管野桂子  立川3B 

F 19 コハクチョウ 2014/2/3 ８羽 多摩川・日野橋下流 500m コハクチョウが日野橋下流に来たとの情報で、朝 7 時 40
分ごろ現地に行ったところ、対岸近くにコハクチョウが集
まっていた。しばらく食事をしていたが、8 時 15 分ごろ一

斉に首をまっすぐ伸ばし、声をあげて合図をしあったと思
ったら、一斉に上流に向かって飛び立ち、日野橋の手前
で旋回し、私の上空を別れを告げるように、下流の方向

に飛んで行った。 

福本健  立川3B 

F 19 コハクチョウ 2014/2/3 ８羽 浅川・平山橋近くの上空 遠く浅川下流から白い鳥の一団がやってくるのがチラッと
目に入った。 「ダイサギ」だろうと思って背にして帰宅の
道を歩いていたら上空で「クォー」と一声鳴いた。「なんと

今の声はハクチョウ」と思って大急ぎで見通しの良い浅川
の土手に引き返してみると平山橋の上空で 2 度旋回し
て、浅川を離れて北西に飛び去った。なんとサービスの

良いコハクチョウ！ 平山橋の近くに住んでから 30 数年
間になるが初めて目にした光景であった。写真で嘴、首
の長さを見てコハクチョウと同定した。 

岡本昭男  武蔵府中
0H 

F 24 オシドリ 2014/4/1 ２羽 多摩川・日野用水堰 オオバンが 12 羽いたので、観察していたら、オシドリ夫婦

が目に飛び込んできた。距離があったので、良い写真は
撮れなかった。 

福本健  拝島8C 

F 26 オカヨシガモ 2014/1/30 １羽 多摩川・日野橋下（上流
側） 

コガモやオオバンの群れに交じって1羽だけ違うカモがい
た。遠くてはっきりしなかったが、写真を撮って確認した

ら、オカヨシガモのようだ。 

福本健  立川3B 

F 27 ヨシガモ 2014/1/25 ８羽 高月浄水場の草地 何枚か撮ったのですがナポレオンハットがみられました・ 佐藤サヨ子  拝島6E 

F 27 ヨシガモ 2014/1/25 ８羽 高月浄水場の池から上が
った陸地 

高月浄水場の池にはオカヨシガモ 15 羽がいた。オナガガ
モ、マガモ、コガモの他ミコアイサのメス型も 4 羽いた。ヨ
シガモを探したら、８羽が陸に上がって採餌していた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 29 アメリカヒドリ 2014/1/3 １羽 浅川・平山橋 平山橋のすぐ下流側にヒドリガモの群れに 1 羽いました。 登坂久雄  武蔵府中

0H 

F 29 アメリカヒドリ 2014/1/14 １羽 浅川左岸・平山橋至近の
水門 

ヒドリガモ 14 羽が水面で体に頭を埋めて睡眠をとってい
た。やがて眼をさまし周りの草を食べ始めた。そのうちの
一羽がアメリカヒドリと気付いた。このあたりではいつもコ

ガモ、ヒドリガモ、カルガモしか見かけなかったので久し
ぶりの出会いに感激。 

岡本 昭男・昭
子 

 武蔵府中
0H 

 29 アメリカヒドリ 2014/1/21 １羽 浅川・平山橋下流側 １０時３０分～１１時、♂１、浅川平山橋下流側橋上より観
察。ヒドリガモ９羽（♂３）の中にアメリカヒドリ混じる。下流

８０ｍ、本流と左岸寄り中州水際で休息を繰り返してい
た。 

渡辺敬明  武蔵府中
0H 

 29 アメリカヒドリ 2014/2/21 １羽 浅川左岸・一番橋下流水
門の取水路 

朝 10 時過ぎ、12 羽のヒドリガモの中に 1 羽のアメリカヒド
リがいた。群で流れを遡って、コガモ、ヒドリガモの群れに

混じった。 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

 29 アメリカヒドリ 2014/3/6 ２羽 浅川・一番橋下流 300M 付
近 

川の流れの中で、ヒドリガモの群の中にいた。♂1、♀1。
ここでは希少 

門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中
2K 

 29 アメリカヒドリ 2014/3/8 １羽 浅川・一番橋下流 ヒドリガモ数羽の群れ中に♂1 羽 粕谷和夫他  武蔵府中

2K 

 29 アメリカヒドリ 2014/4/6 １羽 浅川・一番橋下流 300M 付
近 

川中洲や瀞の中を行き来していた。ヒドリガモの群の中
にいた。♂1。ここでは希少 

門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中
2K 

 35 オナガガモ 2014/2/1 ３羽 南浅川・陵南プール ♂1、♀２。静かに休んでいた。このところ南浅川に水は

無い。餌場から離れた休む場所としていると思われる。 

山浦秀雄  八王子

3H 
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F 37 トモエガモ 2014/2/2 １羽 高月浄水場 池 雌１羽、他種の群れには入らず、１羽で行動していた。 古山隆  拝島6E 

F 38 コガモ 2014/2/2 １羽 高月浄水場 池 コガモ（亜種アメリカコガモ）、コガモの群れの中に亜種ア
メリカコガモ♂が１羽混じっていた。睡眠中で顔は見られ
ず…。画像、上の個体が亜種アメリカコガモ。 

古山隆  拝島6E 

F 38 コガモ 2014/2/5 １羽 高月浄水場の池 野鳥が集うスポットにアメリカコガモもいた。2 月 2 日の同

所で古山さんが観察した個体と同一と思われる。他のカ
モたちと一緒に休んでるポーズで、両脇の白い縦線（模
様）が一緒に見える。池には他にコガモ 12、オコヨシガモ

4、マガモ 3、オナガガモ 16、ミコアイサ♀型 1、カイツブ
リ、カワウ 1、アオサギ 1 がいた。 

粕谷和夫  拝島6F 

 58 ミコアイサ 2014/2/2 ２羽 多摩川・昭和堰上部 雌３羽が昭和堰上部で行動していた。 多摩川滝山城跡下定
期 C（宮越・倉本・

古山） 

拝島6E 

 78 アオバト 2014/2/17 声 長沼公園 公園内尾根中央付近で鳴いていた。 門口一雄他（長沼公
園カウントグループ） 

八王子
9G 

 78 アオバト 2014/5/3 声 戸吹保全緑地 緑地中央で鳴いている。 門口一雄、村田靖雄 拝島2E 

 78 アオバト 2014/5/9 声 醍醐林道支線ににく沢林
道 

声を聞く 粕谷和夫、浜野建
男、福本健 

五日市
4B 

 78 アオバト 2014/5/17 声 日影沢：いろはの道の八

王子山の会小屋付近 

声を聞く 粕谷和夫  与瀬9F 

 78 アオバト 2014/6/1 １羽 大平林道森林ふれあい館                      行きと帰りほぼ同じ場所で鳴いていた。声のみ。 加藤岸男  与瀬8E 

 78 アオバト 2014/6/18 声 底沢峠 陣場高原下バス停から底沢峠に向かう途中、峠近くで声
を聞く 

粕谷和夫  与瀬5H 

 78 アオバト 2014/6/18 声 堂所山 堂所山を関場峠に向かって下る途中で声を聞く 粕谷和夫  与瀬5H 

 166 クイナ 2014/1/12 １羽 川口川・清水公園橋下流
側 

新清水橋下流側の湿地状の所にいた。直ぐオギの株の
中に隠れてしまった。 

小澤礼子、粕
谷和夫 

 拝島5B 

 166 クイナ 2014/1/13 １羽 北浅川・小田野中央公園

付近（川に下りる階段のあ
る付近） 

北浅川左岸の枯草の間を、暫く出たり入ったりしていた。 白川司、 

白川史子 

 拝島1A 

 166 クイナ 2014/1/21 １羽 南浅川と舟田川合流付近 ＰＭ１３：１５南浅川と舟田川合流のすぐ上の浅い水たま
り（流れは極少量）で、クイナ１羽を確認しました。同所で

はこのところカイツブリ、バンを見ていましたが、クイナは
久しぶりです。流れが随所で枯渇しており、居られる水域
が限られてしまったためでしょう。 

山下弘文  八王子
4J 

F 166 クイナ 2014/1/30 １羽 浅川左岸・川口川合流点

から１００ｍほど下流 

右岸から観察。コンクリートブロックの上を歩いていた 久保山嘉男  八王子

6K 

F 166 クイナ 2014/2/2 １羽 多摩川・（滝山下）右岸 クイナ（羽根）、川沿いの林内の踏み跡にクイナの羽根
（風切羽、肩羽、腹部の羽毛等）が散乱していた。たぶん
オオタカによる食痕と思われる。 

古山隆  拝島6E 

 166 クイナ 2014/2/6 １羽 浅川・浅川大橋下流 流れの右岸、土が削れて草が覆っている場所にクイナ１

羽がいた。岸辺で小さい移動を繰り返していた。その後
流れの中央にでてきた。 

若狭誠他（定期

Ｃ） 

 八王子

7K 

F 166 クイナ 2014/2/12 １羽 湯殿川・住吉橋から約 300
ｍ上流 

野鳥が集まるスポットにセグロセキレイがいて、カワセミ
もダイビングして魚を獲った。クイナが出てきた。コサギも

いた。4 日前の雪が未だ残っているので、雪から枯れ草
の出ている所ではホオジロ、カシラダカ、アオジ、スズメ
が一緒にいた。シジュウカラも周りでちょろちょろ動き回っ

ていた。 

粕谷和夫  八王子
7G 

 166 クイナ 2014/2/12 １羽 北浅川・小田野中央公園 左岸の水際で採餌行動 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1A 

F 166 クイナ 2014/2/21 ２羽 北浅川・天使病院上流 残雪を踏みしめたどり着いた川岸から飛び立ち対岸に移
動。その後、対岸からは２羽が現れました。（添付画像は

別個体） 

清水盛通  拝島2B 

 166 クイナ 2014/4/2 １羽 浅川・萩原橋上流右岸 川原の草むらで見え隠れしていた。 若狭誠他（定期
Ｃ） 

 八王子
6K 

 166 クイナ 2014/5/3 １羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

右岸の水門の近くを水辺の垂れ下がった草むらに沿って
歩いていた、。 

山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

 166 クイナ 2014/5/4 １羽 浅川・萩原橋上流 １０時半 快晴 萩原橋中央に立ち、下方を観察。右岸草

むらより突如飛び立ち、左岸水際にバシャツと着水。その
まま横顔を見せつつ水際の草むらの中上流に去った。 

渡辺敬明  八王子

6K 

 174 バン 2014/1/27 １羽 南浅川・舟田川合流付近 野鳥の集うスポット（バン 1 の他にコサギ 5、カルガモ 10、
セグロセキレイ 3、ハクセキレイ 2、ムクドリ 5 が集う） 

粕谷和夫  八王子
4J 

F 174 バン 2014/2/5 ２羽 浅川・一番橋下流２００ｍ 本流脇の水路の土手で採餌していました ２羽のうち１羽

は翼などに白い部分が多い若いバンのようでした 

浜田早苗  武蔵府中

1K 

 174 バン 2014/2/11 １羽 北浅川・東京天使病院裏
の用水堰付近 

堰上の右岸のワンド状の所にはアカハラとバンがいた。
アオジ、ツグミもいた。 

粕谷和夫、中
村后子 

 拝島2B 

 174 バン 2014/2/21 ２羽 浅川左岸・一番橋下流、水
門の手前の用水へ導入の

流れ 

朝 10 時ころ、2 羽（1 羽は幼鳥）、土手際で採餌 1 羽、幼
鳥は手前の土手を歩いて採餌。ここでバンを見たのは始

めて。 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 
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174 バン 

2014/2/22 ２羽 多摩川（浅川合流部） ペアと思われる２羽。 阿江範彦  武蔵府中
K4 

 174 バン 2014/3/1 １羽 北浅川・元木橋下流 100m
付近右岸 

中州で採餌行動。幼鳥。 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

F 174 バン 2014/3/11 １羽 南浅川の船田川合流付近 南浅川の舟田川合流付近は野鳥が集うスポットになって

いる。14:30～14:55 の間にバン 1 の他にカルガモ 2、コガ
モ 3、カワウ 3、ハシブトガラス 2、モズ 1、ツグミ 1、セグロ
セキレイ 1 が集まっていた。 

粕谷和夫  八王子

4J 

 179 バン 2014/1/12 １羽 北浅川・陵北大橋下流 天使病院脇の堰上流の中にいた。 中村后子（冬鳥

一斉調査） 

 拝島2B 

 189 ヨタカ 2014/5/19 ２羽 小津町 道路の南側斜面から「キョキョキョキョキョ・・・・・」の声。
いつもとは違い一鳴きの毎の間隔が短く連続で何回も鳴
き続けています。暫くすると北側の斜面より「キョキョキョ」

の声とともに上空を反対側に飛ぶ１羽を確認。その後、２
羽が出会ったと思われる時間から声は鳴き止みました。
毎年、声は確認していましたが姿を見たのは初めてで

す。（19 時 15 分薄暮の中の出来事）  

清水盛通  五日市
9B 

 189 ヨタカ 2014/6/1 声 小津町５か所（最小） 今年はヨタカの声が多く聞かれました。６月１日を挟んで
前後半月くらいの期間に夕刻に自転車を走らせると複数
個所より鳴き声が聞こえていました。日野市から車で見

えた福島さん夫妻もしっかりと聞くことができました（６/１
観察）。拝島０Ａ、五日市９Ａ・９Ｂ・８Ａ・８Ｂ 

清水盛通、福
島孝子 

 拝島0A 

 378 アカショウビン 2014/5/27 １羽 菱山忠三郎宅（上恩方） 5 月 27 日 9 時過ぎに菱山忠三郎さんが「今自宅にアカシ
ョウビンが来て鳴いている」と粕谷和夫あてに電話あり。

家族と隣人で確認とのこと。翌日粕谷が菱山さんを訪ね
るとアカショウビンは当日だけだったとのことで、数十年
ぶりとのこただったと話された。 

菱山忠三郎  与瀬8K 

 378 アカショウビン 2014/6/18 声 圏央道八王子西インター

付近 

早朝４：３０に声を聞く（自転車で近くまで行ったが鳴き声

は止んだ） 

清水盛通  拝島0B 

 378 アカショウビン 2014/6/27 声 小津町 午前１０：００に至近で声を聞く（山の中腹を鳴きながら移
動するも姿は確認できず） 

清水盛通  拝島8B 

F 388 アリスイ 2014/1/5 １羽 浅川・暁橋下流１００ｍ 足元の草薮から飛び出し、小さい木に止まった後、また
元の草薮に戻って来てから大きい木に移動。２年前に若

狭さんも同じ場所で確認されています。 

久保山嘉男  八王子
7K 

F 388 アリスイ 2014/1/14 １羽 浅川・暁橋上流 １月６日、暁橋下流のヤナギの木で観察されたアリスイ
は２～３日後に姿を消しました。この木にくるモズに追わ
れたものと思われます。今日、暁橋上流側で上流から低

空で飛んできて低い木に止まりすぐに飛び去った鳥はア
リスイでした。同一個体でしょうか。 

若狭誠  八王子
7K 

 388 アリスイ 2014/1/29 １羽 北浅川・右岸 元八王子市
民センターあたりの林 

低木に止まっていた。しばらくじっと木に止まっていたが
飛び去る 

河村洋子  拝島3B 

F 388 アリスイ 2014/2/10 １羽 松枝橋近くの北浅川左岸 川縁をトレースしていると雪の中で身動きができない？よ

うな状態でいた。  

中橋薫  拝島4B 

 388 アリスイ 2014/4/6 １羽 浅川・新井橋上流 200M 付
近 

中洲のアシハラの灌木に止まっていた。ここでは希少 門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中
4K 

 393 アカゲラ 2014/1/12 １羽 松竹公園西 終点で鳥合わせに入る直前に対岸の木に。すぐ下へ降り

る。 

定期 C（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 393 アカゲラ 2014/3/15 １羽 小仏城山・山頂前 姿確認 柚木育子  与瀬 8F 

 418 サンコウチョウ 2014/5/8 １羽 高尾山・６号路セッコク付
近 

声を聞いた 千葉槇子他(琵
琶滝コース定

期カウン)ト 

 八王子
0E 

 418 サンコウチョウ 2014/5/23 １羽 南高尾榎窪川林道 杉林でオスが鳴きがながら飛びまわっていた 粕谷和夫、浅野恵美
子、中村后子 

八王子
1D 

 418 サンコウチョウ 2014/5/28 １羽 駒木野林道 杉林で声を聞く 粕谷和夫  与瀬8K 

 418 サンコウチョウ 2014/6/10 １羽 川口町の十二社弁天池 川口町の十二社弁天池（川口町 665）にて作業をしてい
る際に、サンコウチョウ♂１が飛来しました。断続的に 10

分間ほど囀っていました。久しぶりに美しい声と姿を目に
しましたので、参考情報としてお知らせいたします。八王
子市水循環部水環境整備課谷口哲也 

粕谷和夫（報告
受け） 

 拝島2C 

 418 サンコウチョウ 2014/6/14 声 高尾山・３号路飯森杉下

付近 

高尾山３号路飯森杉下付近で休憩していたら６号路大山

橋方向から声が聞こえた。 

中村后子、他 1

名 

 八王子

0E 

 418 サンコウチョウ 2014/6/15 声 種入り（上川口小学校裏
谷戸） 

雑木林で声 粕谷和夫他（八
王子里山クラブ
参加者） 

 拝島0E 

 418 サンコウチョウ 2014/6/22 ２羽+ 種入り（上川口小学校裏

谷戸） 

田んぼの両側の雑木林で声がした 粕谷和夫他  拝島0E 
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 418 サンコウチョウ 2014/6/24 声 高尾山・6 号路入口付近
（東京高尾病院） 

6 号路を下ってきて、最後に声をきく 粕谷和夫他  八王子
1F 

 438 キクイタダキ 2014/3/3 不明 ヤコブ林道～景信山～小
仏峠～小仏林道  

９：００～１７：１５、メッシュ 与瀬７G,7H。ミソサザイ、アト
リ、マヒワ、カヤクグリ、キバシリ、キクイタダキ、カケス、

コゲラ、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ホオジ
ロ、カシラダカ、アオジ、ジョウビタキ、ルリビタキ、エナ
ガ、メジロ、トビ。状況：ヤコブ林道は雪が多いところで 60

センチぐらい有り途中、登山道を見失って道の無いところ
を歩いたり、昨日振った雪が解けて杉等の樹より、雫が
落ちてびしょびしょになりながら 通常の 3 倍の時間を費

やして景信山に到着。途中ミノサザイ（３羽)、ヒガラがよく
囀っていました。  

峯尾良雄、峯
尾雄太  

 与瀬7G 

 438 キクイタダキ 2014/3/11 １羽 多摩森林科学園 稜線の上につき出たモミの木のテッペンでキクイタダキ
がホバーリングしているのを観察できた。 

粕谷和夫他（高
尾山周辺野鳥

観察会） 

 八王子
2H 

 456 キビタキ 2014/4/29 １羽 板当林道・入り口付近 ５０ｃｍ～１ｍ位の高さで舞い上がったり下りたり何度も
繰り返した後、その高さのまま、はばたきながら私たちの
方へ近づきその後方向転換し近くの木にとまる。色合い

のすばらしくきれいな個体。 

夏鳥調査（丸山
二三夫他） 

 八王子
9K 

 459 コシアカツバメ 2014/6/14 １羽 多摩川・中央線鉄橋上流 8 時 10 分、民家のアンテナに留まっているカワセミを観察
している時に、偶然現れる。今季初認。  

神谷古牧  立川1B 

 476 オオムシクイ 2014/5/31 声 黒川清流公園 5 月 31 日 浜田早苗さんが 黒川清流公園にて標記を録
音されました。バードリサーチニュース 2011 年 11 月号等

を参照さらに「日本野鳥の会自然保護室」の葉山政治氏
より、「お送りいただいたさえずりですが、オオムシクイの
ものと思います..後略....」とのメール返信もみせてもらい、

録音も聴きました......。浜田さん代わりにご報告いたしま
す。6/5 渡辺敬明 

浜田早苗  武蔵府中
0K 

 480 センダイムシク
イ 

2014/5/4 １羽 醍醐・降宿会館下流側 林の中から囀り 佐藤哲郎  五日市
5A 

 501 ヒレンジャク 2014/3/8 １羽 日野市黒川清流公園 １４時、府中四谷橋下流のツバメ集団ねぐらを守るため

のヨシ刈に参加し、当地より一番橋まで徒歩→バス（５名
粕谷和夫、管野桂子、原田佳世、武藤邦子、安室厚
子）、高幡不動まで徒歩→バス（１名渡辺敬明）で黒川清

流公園に到着。一週間前に飛来したとの事、本日は終日
１羽が活動中。  

武藤邦子他  武蔵府中

1K 

F 501 ヒレンジャク 2014/3/31 30 羽 北浅川 通常､ヤブランを食べた後に水を飲む行動が見られます｡
今回は樹液を吸い取るような行動も見られました。 

清水盛通  拝島3B 

F 501 ヒレンジャク 2014/3/31 30 羽 北浅川 ３月中旬になり､ようやく各地にレンジャクの便り｡この地

にもようやくやって来てくれました｡ (集団には29 羽ｶﾞ写っ
ています｡) 

清水盛通  拝島3B 

 503 キバシリ 2014/3/3 不明 ヤコブ林道～景信山～小
仏峠～小仏林道  

９：００～１７：１５、メッシュ 与瀬７G,7H。ミソサザイ、アト
リ、マヒワ、カヤクグリ、キバシリ、キクイタダキ、カケス、

コゲラ、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ホオジ
ロ、カシラダカ、アオジ、ジョウビタキ、ルリビタキ、エナ
ガ、メジロ、トビ。状況：ヤコブ林道は雪が多いところで 60

センチぐらい有り途中、登山道を見失って道の無いところ
を歩いたり、昨日振った雪が解けて杉等の樹より、雫が
落ちてびしょびしょになりながら 通常の 3 倍の時間を費

やして景信山に到着。途中ミソサザイ（３羽)、ヒガラがよく
囀っていました。  

峯尾良雄、峯
尾雄太  

 与瀬7G 

 512 カワガラス 2013/12/26 ２羽 南浅川・八王子市役所浅
川事務所北側) 

堰の横の岩に２羽がいて、滝から出た１羽は虫を捕らえ
た。 

横山由美子  八王子
2G 

 512 カワガラス 2014/1/3 ２羽 南浅川・廿里橋上流側浅

瀬 

１羽は採餌と思える動作を繰り返していた。もう１羽は１０

メートルほど上流部で動かなかった。 

横山由美子  八王子

2G 

 512 カワガラス 2014/1/7 １羽 小仏川・梅郷橋付近 寒さのせいか、川の中のカワガラスが一回り大きく見えた 粕谷和夫他（定
期Ｃ小仏川Ｔ） 

 八王子
0G 

 512 カワガラス 2014/1/7 １羽 北浅川・恩方中南 堰のある下流側から飛んできて、堰のところで再び下流
側へ飛び去る。 

丸山二三夫  与瀬9K 

 512 ベニマシコ 2014/1/12 ４羽 北浅川・松枝橋上流 雑木林の中を飛び回っていた。 中村后子（冬鳥

一斉調査） 

 拝島4B 

 512 カワガラス 2014/2/6 １羽 大平バス停（案内川） 採餌しながら、上流に飛び去った 加藤岸男  八王子
0D 

 512 カワガラス 2014/2/18 １羽 南浅川（案内川と小仏川
の合流地付近） 

下流方向から水面上を飛んできて、上流の案内川の方
に鳴きながら飛んで行った。 

粕谷和夫  八王子
2G 

 512 カワガラス 2014/2/24 ４羽 醍醐の里 夕焼小焼公園（五日市 7A)、小川養魚場付近（五日市

6A）、龍泉寺付近（五日市 6A）だけでなく、ニニク沢出会
い前（五日市 4B)では 2 羽一緒 

粕谷和夫他（高

尾山周辺野鳥
観察会） 

 五日市

7A 

F 514 トラツグミ 2014/1/2 １羽 長池公園 昨年末から居付いているようです。午前 10 時ころ、池で
水浴びをしていました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 
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F 514 トラツグミ 2014/1/27 １羽 高幡台団地緑地 昨年は 1 月 30 日でしたからもうそろそろだと思っていたら
今日やっとその姿をみせてくれました。昨年は写真を撮ら
せてもらうまでちょっと時間がかかりましたが、今年は逃

げもせず撮らせてもらいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 514 トラツグミ 2014/2/6 ２羽 森林ふれあい館 地上で採餌していたが、その後枝に留まって暫くいた 加藤岸男  与瀬9E 

 514 トラツグミ 2014/2/6 ２羽 一丁平分岐手前 林道の路面で採餌していたが、どんどん先へ移動した 加藤岸男  与瀬8E 

F 514 トラツグミ 2014/2/9 １羽 北浅川・陵北大橋下流、仮
設橋付近 

仮設橋に差し掛かると、前方右岸から左岸へツグミが飛
んだようにみえた。双眼鏡で確認するとトラツグミでした。 

丸山二三夫  拝島1B 

 514 トラツグミ 2014/2/11 １羽 青木静子自宅（泉町） 庭にシジュウカラが10 羽ほど来ていたので、見ているとト
ラツグミが現れ、まもなく飛びさった。 

青木静子  拝島4A 

 514 トラツグミ 2014/2/12 １羽 片倉城跡公園 読売文化センターの野鳥講座で 2 月は片倉城跡、湯殿

川で実施した。片倉城跡公園の二の丸広場の脇でシロ
ハラとトラツグミに出会った。トラツグミは 1 羽でシロハラ
は 2 羽いた。 

粕谷和夫  八王子

7G 

F 514 トラツグミ 2014/2/21 ３羽 北浅川・元木橋下流、天使

病院上流、夕焼け橋下 

拝島１Ｂ、拝島２Ｂ、拝島１Ａ、膝までの残雪の中、遊歩道

を歩いてみました。ふだんあまり姿を現さないトラツグミに
出会えました。 また、画像４は小田野中央公園から景信
山に鳥をイメージする雪形が見えたので鳥信ではありま

せんが・・・・カシラダカ、ミヤマホオジロに見えませんかね 

清水盛通  拝島1B 

F 514 トラツグミ 2014/2/22 １羽 八王子市別所１丁目 浄
瑠璃緑地 

よほど空腹だったのか、目の前で落ち葉をかき分けて
は、しきりに餌を探していました。 

登坂久雄  武蔵府中
1D 

 514 トラツグミ 2014/2/24 １羽 醍醐の里 小川養魚場付近、養魚場を見降ろす樹のテッペンにはア
オサギ 1 羽もいた。 

粕谷和夫他（高尾山
周辺野鳥観察会） 

五日市
6A 

F 514 トラツグミ 2014/3/15 １羽 片倉城跡公園 片倉城跡公園の定期カウントで、隣接する畑との間にあ

る木の枝にとまっているのを確認した。しばらくまわりの
様子をうかがっていたが、やがて飛び去った。  

浜野建男  八王子

7G 

 514 トラツグミ 2014/5/9 １羽 大平林道作業小屋跡先 姿は視認できなかったが、大きな声で鳴いていた。 加藤岸男   
村田靖雄 

 与瀬8E 

 514 トラツグミ 2014/6/18 １羽 底沢峠 10時30分、視界が200ｍ弱で夕方のような感じ、そこにト

ラツグミの声が聞こえてきた。6 月にもトラツグミがいるの
か、耳を疑ったがまさしくトラツグミである。陣場高尾縦走
路の直ぐ近くで鳴いていて、声も多きかった。姿を探して

いると比較的近くから飛んで行ってしまった。 

粕谷和夫  与瀬5H 

 518 クロツグミ 2014/5/4 １羽 醍醐川・ににく沢出合手前 よく通る声で鳴く。枝の隙間から姿も見ることができた。   
写真をフォト鳥信に投稿します。 

佐藤哲郎  五日市
4B 

F 522 アカハラ 2014/1/3 １羽 北浅川・陵北大橋下流部
300Ｍ左岸 

足音で草叢から飛び出して近くの木に止まる。今日はツ
グミを多く見かけたので一瞬間違えた。直ぐに対岸に飛

び去った。 

村山和夫  拝島2B 

F 522 アカハラ 2014/1/23 １羽 浅川・ふれあい橋上流 300
Ｍ右岸 

枯草に止まり小休止です。腹部は白いのに何で赤腹なん
でしょうか？今シーズン 4 回目の出会いです。昨年より出
会いのピッチが早い。 

村山和夫  武蔵府中
3K 

 522 アカハラ 2014/1/24 １羽 浅川左岸・平山橋下流の

河川敷グランド 

朝10時頃、:浅川左岸、平山橋下流の河川敷グランドのト

イレ近く。 河川敷グランドの仮設トイレの裏側の榎の下
にオナガにまじっていたが、オナガが飛び去るとそばの
薮に入ってしまった。その後、出て来たがトイレを使う人

の物音にまた薮へ隠れてしまった。この場所では初見。 

岡本昭子、昭

男 

 武蔵府中

0H 

 522 アカハラ 2014/2/11 １羽 北浅川・東京天使病院裏
の用水堰付近 

堰上の右岸のワンド状の所にはアカハラとバンがいた。
アオジ、ツグミもいた。アカハラはその後、付近をあちこち
移動した。 

粕谷和夫、中
村后子 

 拝島2B 

 522 アカハラ 2014/2/12 １羽 浅川・日野高校前付近 右岸から左岸に飛び移る。ここでは希少 門口一雄他（一番橋

～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中

4K 

 522 アカハラ 2014/3/1 １羽 北浅川・元木橋下流 100m
付近右岸 

上流から飛んできて草むらに降りる。 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

 522 アカハラ 2014/4/5 １羽 高尾山・日影沢キャンぴ場

付近 

さえずりを聞く 柚木育子  与瀬 9F 

F 522 アカハラ 2014/4/12 ２羽 高幡台団地緑地 0:58、山桜の花びらが舞う中、下段に降りるとキジバトや
ガビチョウが一斉に飛んだ。しかしガビチョウと思った鳥
はアカハラでした。顔が葉っぱのかげに隠れて見えませ

んが、お腹は見えるので我慢してください 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 522 アカハラ 2014/4/25 ５羽 高幡台団地緑地 ４～５羽、裏山の上段を歩いているとガビチョウが出てき
て反対側の藪に入っていった。その向こうの方にも何羽
かのガビチョウがいるなと思って双眼鏡で確認するとガビ

チョウではなく、アカハラだった。私を見ると全員飛んでし
まった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 522 アカハラ 2014/4/25 １羽 長池公園 枝にとまっている姿を確認した 倉本修  武蔵府中
1C 

F 522 アカハラ 2014/4/29 １羽 高幡台団地緑地 昭和の日の裏山はひっそりしていたが、時折ガビチョウと

ウグイスが声を張り上げ、競っていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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 522 アカハラ 2014/5/3 ３羽 戸吹保全緑地 緑地と高校の境界歩道で餌を採っていた。その後先導す
るように先に進む。 

門口一雄、村
田靖雄 

 拝島2E 

 549 イソヒヨドリ 2014/2/12 １羽 浅川・新井橋 橋桁に止まっていた。ここでは希少 門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
4K 

F 549 イソヒヨドリ 2014/3/4 １羽 浅川・大和田橋下 大和田橋の橋脚にイソヒヨドリ 1 羽がとまっていて、上の
橋桁に消えた。イソヒヨドリ♀の若鳥のようですが、ここで
繁殖するのでしょうか。この場所は３月まで橋桁の補修

工事が行われ、３月末頃イワツバメが戻りコロニーを形
成します。 

若狭誠  八王子
8K 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/14 １羽 イトーヨーカドー狭間店 今年もイトーヨーカドーの屋上フェンスでイソヒヨドリ「雄」
１羽を確認しました。相変わらず綺麗な声で囀っていまし

た。今年の初認です。確認時間は午後２時５５分でした。
これからも観察を続ける積りでいます。 

福本順吉  八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/15 １羽 イトーヨーカドー狭間店 私も確認しました。ＰＭ３：３５分、イトーヨーカドー前道路
を挟んで駅よりの電信柱のブースター上お腹がオレンジ

というかレンガ色  体が青色 ヨーカドー方向から飛来
残念ながら囀り聞けませんでした。写真も撮れませんせ
んでした。初認です。 

安室厚子  八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/16 １羽 福本順吉自宅北側国道沿

いのＥ模型店（高尾町） 

今朝我が家の近くでイソヒヨドリを確認しました。詳細は

下記の通りです。♂１羽、ＡＭ１１：５０分、自宅北側国道
沿いのＥ模型店屋上テレビアンテナにて囀っていた。鳴
いて入るのを見てあわててカメラを用意、１枚撮影してか

ら三脚を用意している間に飛び去ってしまった。残念！
今回自宅付近でのイソヒヨドリは初認です。 

福本順吉  八王子

2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/16 １羽 京王高尾駅南口京王高尾
マンション 

♂１羽。Ｍ：４：００。京王高尾駅南口京王高尾マンション
東側６Ｆ窓の手すり？に止まり囀っていた。南口ダイエー

で繁殖した鳥かも知れません。  

福本順吉  八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/29 １羽 福本（高尾町）自宅北側国
道沿い介護訪問センター 

♂１、13:55、自宅北側国道沿い介護訪問センター屋根の
上で囀っていた。今年自宅付近で確認したのは２度目で
す。 

福本順吉  八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/30 １羽 イトーヨーカドー狭間店屋

上のテレビアンテナ 

用事で椚田町に行き初めて噂のイソヒヨを見ました。時

間 16 時１０分。雨上がりの日差しの中きれいなさえずり
声を聞く。 

峯尾真澄、峯

尾良雄 

 八王子

3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/3/30 １羽 イトーヨーカドー狭間店屋
上のテレビアンテナ 

♂１、14:26、アンテナ上で囀っていた。 福本順吉  八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/1 １羽 高尾駅・北側の三井住友

銀行の反対側の道路ぎわ
の建物 

１日昼前、高尾駅北側の三井住友銀行の反対側の道路

ぎわの建物で、イソヒヨドリ雄が囀っていました。福本様
の鳥信（３月２９日の記録）と同一個体かもしれません。 

山下弘文  八王子

2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/2 ２羽 イトーヨーカドー狭間店 5
階駐車場 

ＡＭ10:15～11:30、二人で観察中に左側の去年繁殖した
場所にツガイで出入りして、また右の過去に繁殖した場

所にも出入りしていたため現在は巣作りの場所を点検中
なのか、もしくは２つがいの可能性がありかな？と感じて
います。よきアドバイスが有りましたら宜しく御願いしま

す。 

福本順吉、山
下弘文 

 八王子
3G 

F 549 イソヒヨドリ 2014/4/7 ２羽 高尾駅南口・高尾パーク
ハイツ A 棟 

高尾駅南口高尾パークハイツ A 棟に今年も現れたイソヒ
ヨドリ。高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年
営巣した場所と直ぐ近くの東側で同マンションの 1～2 階

に付随するグルメシティダイエー1 階の外側ダクトにメス
が入り 2～3 分後に出てきた。その間オスは近くでさえず
りをした（15 時 10 分頃）。写真はその後、JR の線路側に

写ったオスを撮ったものである 

粕谷和夫  八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/7 ２羽 イトーヨーカドー狭間店 5
階駐車場 

♂１♀１。ＡＭ１０：３０～１１：４０。雄は屋上のフェンスで
鳴いていたが５ｆのフェンスには飛んでこなかった。雌は
右側で以前に繁殖した 

巣に出入りを繰り返していた。まだ抱卵を開始していない
のかも知れませんが。・・・でもかなり警戒が強いようで
す。 

福本順吉  八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/17 ２羽 イトーヨーカドー狭間店 雄１雌１。ＡＭ１１：００から１２：３０分。イトーヨーカドー５F

駐車場。１１：３５分頃に雌が飛来し右側の巣と思われる
処に入っていった。が１０分後にまたでていったまま１２：
３０分までには戻らなかった。雄が鳴いていたが巣にもこ

ないし鳴いている場所も特定できなかった。 

福本順吉  八王子

3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/2 １羽 JR八王子駅北口東側付近 八王子駅北口の昨年営巣した場所（京王プラザホテル
八王子の駐車場隣りのマンションの裏側）の周辺を 4
月に 10回以上パトロールしたが、本年は昨日までに

イソヒヨドリの姿を捉えることができなかった。しか
し、5月 2日にようやくイソヒヨドリの飛来を確認し
た。17時にパトロールするとオスの綺麗なさえずりが

聞こえてきた。姿を探すと昨年営巣した場所に下に現
れた。時間がなかったので直ぐその場を離れたので、
オスのその後の行動、メスの姿は確認していない。 

粕谷和夫  八王子7J 
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 549 イソヒヨドリ 2014/5/6 １羽 高尾駅南口・高尾パーク
ハイツ A 棟（グルメシティダ
イエー） 

高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年営巣し
た場所と直ぐ近くの東側で同マンションの 1～2 階に付随
するグルメシティダイエー1 階の外側ダクトに営巣してい

ると思われるイソヒヨドリを観察した。16 時 10 分～16 時
30 分までの観察でオス1羽が巣のあると思われる場所を
監視していた。巣中でメスが抱卵していると思われる。オ

スは近くで時々場所を移動し、時には鳴いていた。巣の
ある場所と思わる付近にハクセキレイ、スズメが近づくと
追い払った。なお、昨年営巣した高尾パークハイツ A 棟

の北側の非常階段の方にはイソヒヨドリはいなかった。 

粕谷和夫  八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/6/9 １羽 日野市日野台 3 丁目 ♂、6 時 50 分、民間工場敷地内の電線に留まって囀って
いた。距離は僅か 20 ㍍程だったが、逆光で見難かったの
で偶々持ち合わせていた双眼鏡で確認した。 

神谷古牧  立川0A 

F 558 キビタキ 2014/4/25 １羽 今熊山麓 金剛の滝から東電新多摩変電所へのルートを歩いてい

ると前方３０ｍ位の道から枝へ飛び上がった鳥がいた。
双眼鏡で確認するとキビタキだった。 

中橋薫  五日市

7F 

 558 キビタキ 2014/5/2 １羽 石橋入緑地 AM 7:20 頃、毎朝通勤で通っており、4/17 頃からそれらし
き声は聞こえていましたが、忙しいのではっきりは確認で

きていませんでした。今日は近くで美しい声で鳴き、飛び
去る所も確認できました。 

浜野建男、浜
野知恵子 

 八王子
8F 

 558 キビタキ 2014/5/3 14 羽 戸吹保全緑地 緑地内いたるところから鳴き声が聞こえる。 門口一雄、村
田靖雄 

 拝島2E 

F 558 キビタキ 2014/5/4 １羽 片倉城跡公園 定期カウントで池前広場の木に現れた。何度か枝を移

り、やがて飛び去った。一度も鳴かなかった。 

浜野建男  八王子

7G 

 558 キビタキ 2014/5/4 ３羽 醍醐の里・夕焼小焼～に
にく沢出合間の３箇所 

木々の間から囀り、五日市６A、５A、４B 佐藤哲郎  五日市
6A 

 558 キビタキ 2014/5/5 １羽 東浅川町狭間公園 5/4 と 5/5、水のない池周辺の樹上を移動しながらで囀っ
ている。 

横山由美子  八王子
3G 

 558 キビタキ 2014/5/19 ２羽 八王子市片倉町、東京工

科大学裏の森 

午前 6 時 30 分頃、この森では、例年キビタキが夏を越し

ている。渡りの頃に 4 カ所で鳴き声を確認したので、その
後の様子を見に森に入った。2 か所で鳴き声を確認した。  

門口一雄  八王子

7E 

 558 キビタキ 2014/6/1 ２羽 長沼公園 公園中央付近、ここでは希少 門口一雄他（長沼公
園カウントグループ） 

八王子
9G 

 561 オオルリ 2014/5/4 ３羽 醍醐の里・夕焼小焼～に

にく沢出合間の３箇所 

２羽は視認（木々の中で枝を移動、うち１羽は囀らず）、１

羽は視認できず声のみ。五日市６A、５A、４B（２羽） 

佐藤哲郎  五日市

6A 

 566 カヤクグリ 2014/2/24 １羽 醍醐の里 降宿集落付近の醍醐川沿い 粕谷和夫他（高
尾山周辺野鳥
観察会） 

 五日市
5B 

 566 カヤクグリ 2014/3/3 不明 ヤコブ林道～景信山～小

仏峠～小仏林道  

９：００～１７：１５、メッシュ 与瀬７G,7H。ミソサザイ、アト

リ、マヒワ、カヤクグリ、キバシリ、キクイタダキ、カケス、
コゲラ、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ホオジ
ロ、カシラダカ、アオジ、ジョウビタキ、ルリビタキ、エナ

ガ、メジロ、トビ。状況：ヤコブ林道は雪が多いところで 60
センチぐらい有り途中、登山道を見失って道の無いところ
を歩いたり、昨日振った雪が解けて杉等の樹より、雫が

落ちてびしょびしょになりながら 通常の 3 倍の時間を費
やして景信山に到着。途中ミノサザイ（３羽)、ヒガラがよく
囀っていました。 

峯尾良雄、峯

尾雄太  

 与瀬7G 

 580 ビンズイ 2014/2/6 １羽 浅川・大和田橋上流 右岸河原の小さな木に止まっていた。 若狭誠他（定期Ｃ） 八王子

7K 

 586 アトリ 2014/3/3 不明 ヤコブ林道～景信山～小
仏峠～小仏林道  

９：００～１７：１５、メッシュ 与瀬７G,7H。ミソサザイ、アト
リ、マヒワ、カヤクグリ、キバシリ、キクイタダキ、カケス、
コゲラ、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ホオジ

ロ、カシラダカ、アオジ、ジョウビタキ、ルリビタキ、エナ
ガ、メジロ、トビ。状況：ヤコブ林道は雪が多いところで 60
センチぐらい有り途中、登山道を見失って道の無いところ

を歩いたり、昨日振った雪が解けて杉等の樹より、雫が
落ちてびしょびしょになりながら 通常の 3 倍の時間を費
やして景信山に到着。途中ミノサザイ（３羽)、ヒガラがよく

囀っていました。  

峯尾良雄、峯
尾雄太  

 与瀬7G 

 588 マヒワ 2014/3/3 不明 ヤコブ林道～景信山～小
仏峠～小仏林道  

９：００～１７：１５、メッシュ 与瀬７G,7H。ミソサザイ、アト
リ、マヒワ、カヤクグリ、キバシリ、キクイタダキ、カケス、
コゲラ、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ホオジ

ロ、カシラダカ、アオジ、ジョウビタキ、ルリビタキ、エナ
ガ、メジロ、トビ。状況：ヤコブ林道は雪が多いところで 60
センチぐらい有り途中、登山道を見失って道の無いところ

を歩いたり、昨日振った雪が解けて杉等の樹より、雫が
落ちてびしょびしょになりながら 通常の 3 倍の時間を費
やして景信山に到着。途中ミノサザイ（３羽)、ヒガラがよく

囀っていました。  

峯尾良雄、峯
尾雄太  

 与瀬7G 
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F 592 ベニマシコ 2014/1/2 ２羽 北浅川・松枝橋上流 左岸笹薮の中でピンク色の動くものが見えたので双眼鏡
でいたら紅色の雄が 2 羽いた。家に帰って写真を見たら
雌 1 羽が写真に写っていた。  

中村后子  拝島4B 

 592 ベニマシコ 2014/1/2 ２羽 北浅川・松枝橋上流 左岸の笹の茂みの中でピンク色の動くものが見えたので

双眼鏡で見たらベニマシコ、紅色の雄がいた。家に帰っ
て写真をみたらメス 1 羽もいたみたいです。  

中村后子  拝島3B 

F 592 ベニマシコ 2014/1/7 ２羽 浅川・ふれあい橋上流 浅川の土手に上蛾ると赤い色が目立ったのですぐにベニ
マシコだときがついた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/7 １羽 浅川・大和田橋上流左岸 ニセアカシアの若木にホオジロ♂とベニマシコ♂が一緒

に止まっていた。しばらくしてベニマシコはホオジロに追
われた。  

若狭誠  八王子

7K 

 592 ベニマシコ 2014/1/12 ２羽 浅川・萩原橋下流 ２羽のベニマシコがヨシ原から舞い上がる。 若狭誠他（冬鳥
一斉） 

 八王子
6K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/14 １羽 浅川・大和田橋上流 今シーズンはベニマシコが浅川のあちこちで見られます

が、何を食べているのでしょうか。セイダカアワダチソウ
の実を食べているのは見ていますが、この写真のベニマ
シコ♂が食べている実は何の実でしょうか。カナムグラの

実でしょうか。 

若狭誠  八王子

7K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/15 ２羽 浅川・萩原橋下流 200Ｍ右
岸 

 天気予報は雪の寒い日でした。人通りは無く、一定の距
離を保てば充分に観察できました。好物のセイダカアワ
ダチソウの種子を熱心に採食していました。周りは河川

工事だらけで、ここは砂漠の中のオアシスになっていま
す。 

村山和夫  拝島6K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/23 ３羽 浅川・ふれあい橋下流 50
Ｍ右岸から橋中央部真下 

ベニマシコを見ると緊張し興奮する。紅い羽毛が他の野
鳥に無いオーラを醸し出している。ずつと見ていたい衝動

に駆られる。3 羽で広い草叢を自由に飛び回り採食して
いました。 

村山和夫  武蔵府中
3K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/25 １羽 日野市・クリーンセンター
前草叢 

ホオジロと行動を共にしていました。一昨日見た時もホオ
ジロと一緒でした。ふれあい橋中央部下で、雌の個体を

見ています。 

村山和夫  武蔵府中
4K 

F 592 ベニマシコ 2014/1/29 ３羽 多摩川・日野市グリーンセ
ンタ横ワンド近く 

15 時 30 分、ワンドから 150m ぐらい下流の河原にオス 1
羽、メス2羽を見かけた。すぐに飛んで行ってしまったが、
出口さんも午前中に見かけたとのこと。 

福本健  武蔵府中
4K 

 592 ベニマシコ 2014/2/12 ３羽 浅川・ふれあい橋下流

200M 付近 

雪から出たブッシュにいた。、ここでは希少 門口一雄他（一番橋

～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中

3K 

F 592 ベニマシコ 2014/2/22 １羽 浅川.大和田橋下流右岸 2 月定期カウント時に観察。ベニマシコ♂が、雪上にわず
かに出ている草の実を食んでいた。白い雪に赤い体が映

える。 

佐藤哲郎  八王子
8J 

 
592 ベニマシコ 

2014/2/22 ４羽 多摩川（浅川合流部） ♂１、♀３。 阿江範彦  武蔵府中
K4 

 592 ベニマシコ 2014/3/3 ２羽 浅川左岸・平山橋下流グ
ランド予定地手前の土手と

笹藪 

小雨、朝 9 時ころ、2 羽♀、土手で声がしたので見ている
と笹藪に隠れた。後を追って飛んだのも雌だった。再度 1

羽が土手で餌を拾っていたが鳴きながら飛んで見えなく
なった。渡りの途中かも。【下萌の土手に声して紅ましこ  
昭子】 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

F 592 ベニマシコ 2014/3/6 ３羽 多摩川右岸・浅川との合

流付近 

自転車で右岸の端まで行ったところで、ベニマシコのオス

2 羽、メス 1 羽が夢中で餌を食べていた。 

福本健  武蔵府中

4K 

F 592 ベニマシコ 2014/3/22 ２羽 浅川・長沼橋上流左岸さ
いかち池 

♂、♀各 1。定期カウント時にさいかち池で観察。池の土
手側の枯草中を 2 羽で移動。写真は♀。 

佐藤哲郎  八王子
9H 

 599 ウソ 2014/2/6 ２羽 一丁平分岐手前 カラ類と一緒に樹上を飛び回っていた 加藤岸男  与瀬8E 

F 614 ホオアカ 2014/1/25 ４羽 多摩川・府中四谷橋付近 足音で逃げる際は、前へ前へと飛びます。逃げ場が無く
なったら舞い上がり、元の場所付近に戻ります。観察しや

すい野鳥です。 

村山和夫  武蔵府中
5J 

F 614 ホオアカ 2014/2/5 １羽 高月水田 高月水田の 2 月の定期カウントで、出会った。ホオジロか
と思ったが双眼鏡で確認すると違うので写真を撮ってみ
るとホオアカであった。この日、高月水田で観察したホオ

ジロの仲間はホオジロ32、カシラダカ4、ホオアカ1 であっ
た。 

粕谷和夫  拝島6F 

 614 ホオアカ 2014/4/6 １羽 浅川・高幡橋下流 300M 付
近 

右岸堤防法面草地にいた。ここでは希少 門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
3K 

F 618 ミヤマホオジロ 2014/2/7 ２羽 八王子市上恩方町 ミヤマホオジロ・ルリビタキのツーショット・ツーショット。ミ
ヤマホオジロ（♂１、♀１）、ルリビタキ（♂１）。雪の残る枯
れ木に、ミヤマホオジロとルリビタキのツーショット。 

清水盛通  与瀬7K 

 618 ミヤマホオジロ 2014/3/11 ３羽 多摩森林科学園 園内をあちこち移動していて、参加者全員がじっくり観察

することはできなかった。 

粕谷和夫他（高尾山

周辺野鳥観察会） 

八王子

2H 

F 625 クロジ 2014/2/10 １羽 小宮公園 雪の積もった木道を歩いていると、足元から木へ飛び上
がった鳥がいたので、アオジかなと思って双眼鏡で見る
と、クロジだった。小宮公園で見るのは珍しい。 

久保山嘉男  拝島7A 
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 625 クロジ 2014/2/12 １羽 小宮公園 下の駐車場付近で採餌していた 久保山嘉男他（定期
カウント参加者） 

拝島7A 

 625 クロジ 2014/2/17 ３羽 長沼公園 長沼公園西端沢筋の暗いブッシュの中の雪の上にいた。 門口一雄他（長
沼公園カウント

グループ） 

 八王子
9G 

 625 クロジ 2014/2/22 ３羽 高尾山・日影沢キャンぴ場
から約 500ｍ先 

♂2・♀1、小仏城山に行く途中、キャンプ場から約 500ｍ
先、一つの木にウグイスとクロジがいた。未だ雪が沢山
あった。 

柚木育子  与瀬 9F 

 625 クロジ 2014/3/17 １羽 高幡台団地緑地 昨日はホケキョと啼いていたウグイスですが、今日は「ホ

―ホケキョ」ときれいな囀りの中、キジバト・ツグミ・ガビチ
ョウ・アオジと一緒にクロジも地面を突いていた。クロと言
うより灰色のクロジは嘴が赤くきれいだった。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 625 クロジ 2014/4/11 ２羽 長沼公園 長沼公園西端沢筋の暗いブッシュにいた。 門口一雄他（長沼公

園カウントグループ） 

八王子

9G 

 625 クロジ 2014/4/25 １羽 長池公園 AM8:20、♀1 羽の姿を確認した。 倉本修  武蔵府中
1C 

 628 オオジュリン 2014/2/12 ２羽 浅川・新井橋上流 200ｍ付
近 

アシハラにいた。ここでは希少 門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
3K 

２．初認 
      

F 203 コチドリ 2014/3/19 １羽 浅川・大和田橋上流 岸辺を細かい動きで行き来していた。 若狭誠  八王子
7K 

F 203 コチドリ 2014/3/22 １羽 浅川・大和田橋下流左岸 定期カウント時に観察。対岸の水辺を移動し採餌。遠くか
らでも黄色のアイリングが目立つ。 

佐藤哲郎  八王子
8J 

 442 ヤマガラ 2014/2/1 １羽 宇津木保全緑地 さえずり、今期初認 粕谷和夫  拝島8C 

 445 シジュウカラ 2014/2/1 数羽 宇津木保全緑地 さえずり、今期初認 粕谷和夫  拝島8C 

 452 ヒバリ 2014/2/24 ６羽+ 浅川左岸・平山橋下流グ

ランド予定地 

朝 9 時ころ、雪が消えた処にヒバリがいた。寒中は 4～12

羽がよく見られたが降雪後はどこに行ったかと思ってい
たところ、今日は戻っていた。３日前には4羽いて、1羽が
短くさえずった（初声）。【なお、今朝 2 月 25 日は囀りなが

ら空を一巡りしました。】 

岡本昭子  武蔵府中

0H 

 457 ツバメ 2014/3/10 ２羽 湯殿川・大橋と釜土橋の
間 

午前１０時頃、３月度湯殿川定期カウント中、晴れ、風あ
り。湯殿川に沿って水面に近づいたり、やや高度をあげ
たりして飛んでいた。 

観察者：植木裕子、管野桂子、小太刀昭夫、小太刀菊子、武
藤邦子、森田公子、安室厚子、渡辺正樹、長谷川篤 

長谷川篤他  八王子
6G 

 457 ツバメ 2014/3/18 １羽 浅川左岸・平山橋下流河
川グランドの土手 

朝 9 時前、枯れ荻の原から不意に現れ民家の屋根の上
を川上方向へ飛んで見えなくなった。 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

F 457 ツバメ 2014/3/19 ２羽 浅川・浅川大橋 イワツバメの群れに混じって２羽が飛びながら虫を捕まえ

ていた｡ 

久保山嘉男  八王子

7K 

F 457 ツバメ 2014/3/22 １羽 浅川・大和田橋下流右岸 定期カウント時に観察。長旅の疲れを癒すかのように、じ
っと動かずに岸辺の枯枝にとまっていた。 

佐藤哲郎  八王子
8J 

 457 ツバメ 2014/3/26 ８羽 初沢町ドミール高尾マンシ
ョン周辺 

イワツバメ１０プラスとツバメ（８）いづれも初認。ＰＭ４：１
５分ごろ。初沢町ドミール高尾マンション周辺上空飛び交

っていた。 

福本順吉  八王子
2G 

 457 ツバメ 2014/4/4 １羽 日野市万願寺４丁目３０－
１ 

本日、朝私の診療室の北側の電線にツバメがとまってい
ました。今季初認です。去年初めて巣をつくってくれた子
かその子供でしょうか？ 

佐藤洋一  立川3A 

F 461 イワツバメ 2014/3/19 18 羽 浅川・大和田橋 大和田橋で 3 羽のイワツバメを初認。上流に歩く途中で

逢った久保山さんから浅川大橋でイワツバメ 15 羽ほど確
認したとの情報を得て、浅川大橋にて飛翔するイワツバ
メの群れと巣に出入りするイワツバメを確認した。 

若狭誠  八王子

7K 

 461 イワツバメ 2014/3/26 10 羽 初沢町ドミール高尾マンシ

ョン周辺 

イワツバメ１０プラスとツバメ（８）いづれも初認。ＰＭ４：１

５分ごろ。初沢町ドミール高尾マンション周辺上空飛び交
っていた。 

福本順吉  八王子

2G 

 461 イワツバメ 2014/3/30 ３羽 福本（高尾町）自宅 11：15、自宅上空を鳴きながら飛びまわっていた。 福本順吉  八王子
2G 

 464 ウグイス 2014/2/15 声 元横山公園（浅川・浅川大

橋袂） 

雪道の歩行訓練を兼ねて天神町の自宅から浅川大橋袂

にある八王子中央郵便局に料金別の封筒を出しに行っ
た。郵便局と道を隔てて反対側の元横公園からウグイス
のホー・ホケキョが聞こえてきた。今期初認のさえずりで

ある。 

粕谷和夫  八王子

7K 

 464 ウグイス 2014/3/15 ２羽 多摩川右岸・昭和用水付
堰近林床 

笹薮からさえずりが聞こえてきた。当地カウントでは
初認。 

多摩川滝山城
跡下定期 C（宮
越・倉本） 

 拝島7E 

 464 ウグイス 2014/3/16 １羽 長房の我が家（山下弘文）

の隣家 

初囀り、午後３時過ぎ、長房の我が家の隣家裏の雑木林

から、今季初のウグイスの囀りが聞こえてきました。１時
間近く滞在して鳴き続けました。 

山下弘文  八王子

4J 
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 464 ウグイス 2014/3/16 １羽 高幡台団地緑地 ウグイスの囀り初認。裏山でもやっとウグイスが囀りはじ
めました。まだホケキョという短い囀りですが、山のあちこ
ちで聞くことができました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 464 ウグイス 2014/3/18 ２羽 浅川左岸・平山橋下流グ

ランド予定地前 

鳥名：ウグイスの初音、朝 9 時前、土手下の笹叢の中の

少し離れた 2 カ所で囀った。 

岡本昭子  武蔵府中

0H 

 480 センダイムシク
イ 

2014/4/14 ３羽 八王子城跡 八王子城跡での夏鳥調査の下見でセンダイムシクイの
声をきいた。姿も見られた。 

若狭誠  八王子
0H 

 480 センダイムシク
イ 

2014/4/17 声 今熊山 山頂から裏参道を下山途中で声を聞きました。中村后
子、他１名  

中村后子他  五日市
7E 

 504 ミソサザイ 2014/3/31 １羽 高尾山・日影沢林道（入り

口から約 1ｋｍ付近） 

雪が残る沢でミソサザイが大きな声でさえずっていた。 粕谷和夫  与瀬9F 

 518 クロツグミ 2014/4/21 声 八王子城跡・御主殿の滝
先の広場付近 

御主殿の滝先の広場付近で声を何度も聞いた。  若狭誠、中村
后子、他１名 

 八王子
0H 

 558 キビタキ 2014/4/25 声 高尾山・イロハの森から１
号路合流付近 

イロハの森から１号路合流付近から声が聞こえた。観察
者：門倉美登利、中村后子、観光協会ガイドのみなさん 
  

中村后子、門
倉美登利他 

 与瀬9E 

 558 キビタキ 2014/4/25 ２羽 宇津貫緑地 2 ヶ所でさえずりを聞く、今期初認 粕谷和夫他  八王子

6E 

 558 キビタキ 2014/4/26 ２羽 川町谷戸 2 ヶ所でさえずりを聞く、今期初認 粕谷和夫  八王子
2K 

 561 オオルリ 2014/4/16 ３羽 高尾山・４号路つり橋付近
他 2 ヶ所 

 【日時】平成 26 年 4 月 16 日 1310～1520 の間に 3 回
確認 

 【場所】メッシュ（八王子０E＆八王子０F） 
     ①４号路つり橋付近東側雑木林：鳴き声のみ 
     ②６号路大山橋付近南側雑木林：鳴き声＆視認 

     ③６号路琵琶滝付近南側雑木林：鳴き声のみ 
 【種別】オオルリ（♂）＆他は不明 
 【状況】渡りの途中か留まるのかは不明。今期初認。 

白川司、白川
史子 

 八王子
0E 

 561 オオルリ 2014/4/17 声 今熊山 山頂から裏参道を下山途中の金剛の滝への看板の手前

付近の沢から声が聞こえた。カメラマン４名いました。中
村后子、他１名 

中村后子他  五日市

7E 

 561 オオルリ 2014/4/20 ２羽 醍醐林道・恩方第２小学
校先の養魚場付近 

右岸から飛んできて左岸の水辺やコクサギの木の中を２
羽で飛びまわっていた。 

中村経男、中
村后子 

 与瀬5K 

 561 オオルリ 2014/4/25 声 高尾山・４号路みやま橋 ４号路みやま橋 声が聞こえた。  中村后子、門

倉美登利他 

 八王子

0E 

 561 オオルリ 2014/4/25 ２羽 高尾山・６号路妙音橋先

付近 

シジュウカラ、コゲラと一緒にウロチョロしていた 中村后子、門

倉美登利他 

 八王子

1F 

 561 オオルリ 2014/4/25 ２羽 高尾山・ケーブルカー清滝
駅付近 

ケーブルカー清滝駅付近の八百屋さんの裏の木。２羽が
飛びまわっていた。視認 

中村后子、門
倉美登利他 

 八王子
1F 

 561 オオルリ 2014/4/25 １羽 高尾山・６号路岩屋大師
付近 

視認、写真も撮れた、１６：２０頃 村山和夫  八王子
1F 

３．猛禽 
      

 156 チョウゲンボウ 2014/1/12 １羽 北浅川・松枝橋上流 上流から下流へ 中村后子（冬鳥

一斉調査） 

 拝島4B 

 342 トビ 2014/1/3 ５羽 JR 八王子駅南・前医療刑
務所横 

１４：２０分頃。歩きながら空を見上げているとカラスより
大きな鳥が飛んでいる。羽の裏に縦に白線があった。尾
羽はバチ型。初めは２羽ぐらいだったが３羽．４羽と集ま

ってきた。１羽がピーヒョロロと鳴いた。そして旋回しなが
ら西の空に消えていった。２．３年この辺を歩いているが
トビを見るのは初めてです。 

安室厚子  八王子
7H 

 342 トビ 2014/2/27 １羽 安室厚子自宅（片倉町） トビとヒヨドリ各１羽、庭の木でヒヨドリがぴっ ぴっ ぴっ

と鳴いた。いつもの鳴き声と違うなと思い上空を見るとト
ビが１羽舞っていた。ヒヨドリが飛び去るとトビもいなくなっ
た。 

安室厚子  八王子

7G 

F 354 ツミ 2014/2/3 １羽 浅川左岸・長沼橋上流の

通称さいかち池 

さいかち池は野鳥の集うスポット。この日はコガモ 91 羽、

バン 2 羽、オオバン 4 羽、カイツブリ 1 羽、カワセミ 1 羽、
ウグイス 1 羽、オナガ 27 羽ジョウビタキ♂1 羽がいて、ツ
ミは葉影に隠れるように潜んでいた。ツミはその後でニセ

アカシアの林に移動したが、コガモには大きな混乱は生
じなかった。 

粕谷和夫  八王子

9H 

 354 ツミ 2014/3/11 不明 日影林道～萩原作業～一
丁平 

９：００～１４：００。ミソサザイ、ルリビタキ、ツミ、ヒガラ、ヤ
マガラ、シジュウカラ、コゲラ、メジロ、ホオジロ、アオジ、

カワラヒワ。雪が多く日影林道は除雪が途中までで、山よ
りの落雪により２m 有るところもありました ミソサザイ・ヒ
ガラがよく囀っていました。 

峯尾良雄、峯
尾雄太  

 与瀬8E 
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F 354 ツミ 2014/6/8 １羽 八王子市内 大雨警報が解除された午後､営巣情報のあったポイント
に出かけてみました｡巣の中で大雨からヒナを守るため
に覆いかぶさっていたのでしょう､雨の上がった時間に電

柱の上で翼を乾かす姿が見られました｡まるで蓑を着た
ような姿に営巣時の大変さがうかがえます｡ 

清水盛通  八王子
9K 

 355 ハイタカ 2014/5/10 １羽 多摩川・昭和用水堰付近
上空 

滝山丘陵方面から左岸へ上空を移動した。 多摩川滝山城
跡下定期 C（宮

越・倉本・古山） 

 拝島7E 

 356 オオタカ 2014/1/12 １羽 北浅川・恩方小南東 150m
付近 

右岸の丘陵地の木に滞留。 定期 C（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 356 オオタカ 2014/2/12 １羽 北浅川・元木橋上流 50ｍ
付近 

コガモを襲ったが失敗 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

 356 オオタカ 2014/3/24 １羽 浅川・浅川大橋下流 浅川大橋下のグラウンドからドバトとムクドリの群れが一

斉に舞い上がり、オオタカが舞い上がった。オオタカはカ
ラスにモビングされていた。オオタカは茶色で若鳥のよう
ですが、風切と尾羽がかなり傷んでいた。 

若狭誠他（定期

Ｃ） 

 八王子

7K 

 356 オオタカ 2014/4/5 １羽 小田野中央公園 上空を西から東へ飛翔。高さ１０ｍくらい。 定期 C（丸山二

三夫他） 

 拝島1A 

 356 オオタカ 2014/4/6 １羽 浅川・高幡橋 高幡橋下流 100M 付近上空を旋回しながら不動尊の山
の方向に飛んだ。ここでは希少 

門口一雄他（一
番橋～多摩川
合流カウントグ

ループ） 

 武蔵府中
3K 

 356 オオタカ 2014/4/14 １羽 高幡台団地緑地  ヒヨドリらしい 2，3 羽の鳥が上段の中を飛び回り、確認し
ようと双眼鏡で見ているかなり離れた所にオオタカが 1 羽
いるのが確認出来た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 356 オオタカ 2014/6/9 １羽 松竹公園圏央道付近 頭上低く北から南へ飛び林内へ。 定期 C（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 358 ノスリ 2014/1/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

上空旋回 粕谷和夫  拝島6E 

F 358 ノスリ 2014/1/25 １羽 浅川・ふれあい橋上空 カラスの鳴き声で見上げるとモビングされていました。最
初はカラス 2 羽だったのが 4 羽に増えました。ノスリは割

りと落ち着いていて慌てる様子は無かった。 

村山和夫  武蔵府中
3K 

 358 ノスリ 2014/2/7 １羽 北浅川・陵北大橋下流 沈下橋付近上空を旋回していた 中村后子（定期
カウント） 

 拝島2B 

 358 ノスリ 2014/2/12 １羽 北浅川・川原宿大橋近くの
休憩ポイント 

川原宿大橋北 300m 付近上空を旋回飛翔 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1A 

 358 ノスリ 2014/2/12 １羽 北浅川・松竹公園圏央道

付近 

カラスにモビングされた後、スギの木に止まり、しばらくし

て圏央道南詰めから北へ飛び去る。 

定期 C（丸山二

三夫他） 

 八王子

0K 

 358 ノスリ 2014/2/24 １羽 夕焼小焼公園 北東方向の上空を旋回 粕谷和夫他（高尾山
周辺野鳥観察会） 

五日市
7A 

 358 ノスリ 2014/3/7 １羽 北浅川・陵北大橋 沈下橋上空を旋回していた。 中村后子（定期
カウント） 

 拝島2B 

 358 ノスリ 2014/3/7 １羽 南高尾あずさ霊園 あずさ霊園から観察。２０号線側の尾根のスギに止まり、

付近を見回していた。 

加藤岸男  与瀬9D 

 358 ノスリ 2014/3/15 ２羽 滝山丘陵上空 滝山丘陵上空を旋回していた。 多摩川滝山城
跡下定期 C（宮
越・倉本） 

 拝島7E 

 358 ノスリ 2014/4/2 ２羽 大平バス停 大平バス停付近から観察。あずさ霊園上空を２羽、絡み

合いながら飛んでいた。 

加藤岸男  与瀬9D 

 358 ノスリ 2014/4/5 ３羽 北浅川・川原宿大橋近くの
休憩ポイント 

３羽が絡み合いながら西から東へ飛翔 定期 C（丸山二
三夫他） 

 八王子
0K 

 358 ノスリ 2014/4/26 １羽 北浅川上流鞍骨沢 上空で帆翔 古山隆  与瀬3J 

 358 ノスリ 2014/5/2 １羽 小田野中央公園 北側５００ｍ付近を旋回飛翔 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島0B 

 358 ノスリ 2014/5/9 １羽 南高尾あずさ霊園 一羽、上空を旋回していた。霊園の方によるとこの頃良く

見られるとのことです。定期カウントでも三ヶ月連続で観
察。 

加藤岸男   

村田靖雄  

 与瀬9D 

 358 ノスリ 2014/6/15 １羽 種入り（上川口小学校裏
谷戸） 

上空をゆったりと旋回 粕谷和夫他（八
王子里山クラブ

参加者） 

 拝島0E 

 364 クマタカ 2014/5/4 １羽 醍醐の里：ににく沢出合～
醍醐降宿会館の中程 

醍醐川右岸上空に現れ、旋回後南側の山影に消える。
写真をフォト鳥信に投稿します。 

佐藤哲郎  五日市
5A 

 364 クマタカ 2014/5/24 １羽 醍醐川・南側稜線 夏鳥調査で醍醐川沿いを歩いていると、醍醐川南側の
稜線近くの枯木にクマタカがとまっているのを見つけまし

た。一羽のカケスが、何度もクマタカにモビングをしかけ
ていました。ツミがクマタカにモビングをしているのは見た
ことがありますが、カケスは初めてでした。帰路、一時間

ほどして見た時も、クマタカはまだ同じところにとまってい
ました。 

佐藤哲郎  五日市
5A 
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 372 フクロウ 2014/5/19 １羽 八王子市片倉町、東京工
科大学裏の森 

午前 6 時 30 分頃、この森では、例年キビタキが夏を越し
ている。渡りの頃に 4 カ所で鳴き声を確認したので、その
後の様子を見に森に入った。（2 か所で鳴き声を確認し

た。） その途中で、歩道の先フェンス越しの枝に止まっ
ているフクロウに出くわした（10M 位前）。   突然の出
合に目が合ったが、その後反対側を向き約 20 秒後林の

中に飛び去った。数年前まで、夜に自宅裏のお寺の林か
ら鳴声がよく聞こえていたが、ここ数年聞いていなかっ
た。 

門口一雄  八王子
7E 

 374 アオバズク 2014/5/2 １羽 八王子市元横山町 極楽

寺 

17:15 境内より鳴き声が聞こえた 古山隆  八王子

7K 

 374 アオバズク 2014/5/9 １羽 八王子市中野上町 1 丁目 23 時頃、送電線に止まり、鳴き続ける 古山隆  八王子
7K 

 374 アオバズク 2014/5/30 声 小津町熊の宮神社 ヨタカの観察時に神社の杉の木で鳴き声を聞く。その後、
営巣を期待するも確認には至らなかった。  

清水盛通  五日市
9A 

 401 チョウゲンボウ 2014/1/11 １羽 北浅川・“三入農場脇”付

近 

ふわふわと飛行・上昇、見えなくなった 山浦秀雄  拝島4A 

F 401 チョウゲンボウ 2014/1/12 １羽 浅川・高幡橋上流の右岸
住宅の屋根 

たくさんの鳥が見られたこの日、もっといいカメラを持って
きた方もいたのですが私も挑戦してみました 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2K 

F 401 チョウゲンボウ 2014/2/1 １羽 浅川左岸・平山橋下流の
グランド予定地 

朝 8 時半ころ、浅川左岸平山橋下流のグランド予定地の
川側の胡桃の木。グランド予定地のヒバリを見ていると、

頭上を飛んで来て胡桃の木に止ったがすぐに烏に追わ
れて飛び去った。今冬はこのあたりでは鷹類が見られな
かった。久しぶりだ。 

岡本昭子  武蔵府中
0H 

 401 チョウゲンボウ 2014/2/6 １羽 浅川・浅川大橋下流 上空を飛翔 若狭誠他（定期

Ｃ） 

 八王子

7K 

 401 チョウゲンボウ 2014/3/8 １羽 浅川・一番橋下流 北西方向から飛んできて南東方向で飛び去る 粕谷和夫他  武蔵府中
2K 

 401 チョウゲンボウ 2014/4/6 １羽 北浅川・松枝橋下流 100m
位付近 

低木から飛び立ち、すぐに見えなくなった 山下弘文、門
倉美登利、山

浦秀雄 

 拝島4A 

 401 チョウゲンボウ 2014/5/17 ２羽 京王八王子駅前 上空で旋回しながら、鳴き合う 古山隆  八王子
7J 

 401 チョウゲンボウ 2014/6/16 １羽 岡本自宅（日野市豊田）近
くの路上 

午後７時、散歩に出たところ、自宅近くで私の頭を掠める
ように蝙蝠がつぎつぎと飛び、それを追うようにチョウゲ

ンボウが飛んだ。狩りをしているように見えたが結局捕ら
えられずマンションの上に止まって見えなくなった。11 日
午後 7 時には自宅前の高空で乱舞の蝙蝠を追ってチョウ

ゲンボウが飛ぶのを見た。この時期にこの場所でチョウ
ゲンボウを見るのは珍しい。 

岡本昭子  武蔵府中
1J 

 407 ハヤブサ 2014/1/12 １羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

一斉カウントで歩いていると、突然ハヤブサの飛翔に遭
遇。 

山﨑悠一・久美子、小
張義雄、登坂久雄 

八王子
9G 

F 407 ハヤブサ 2014/1/18 １羽 秋川・東秋川橋下流高月

町 

東京都農林振興財団の野鳥観察会支援でハヤブサを観

察しました。上空をしばらく旋回していました。お腹の縦
斑から若鳥のようです。 

若狭誠  拝島5F 

F 407 ハヤブサ 2014/1/21 １羽 浅川・浅川橋上流 上空を旋回していた。オオタカと思ったが双眼鏡でハヤブ
サと確認した。この場所でハヤブサは珍しい。 

若狭誠  拝島6K 

 407 ハヤブサ 2014/3/14 １羽 八王子市明神町 1 丁目 エコヒロバ（あったかホール・北野余熱利用センター）の

隣りに立つ NTT の高いアンテナ塔にハヤブサが 1 羽とま
っていた。 

粕谷和夫  八王子

8J 

 
407 ハヤブサ 

2014/4/5 １羽 多摩川（浅川合流部） 低空を下流に向かう。 阿江範彦  武蔵府中
K4 

４．シギ・チドリ 
 

【アオシギを川口川上流で観察】    

 203 コチドリ 2014/3/24 ４羽 浅川・浅川橋下流 ４羽の群れ。浅瀬から３羽のコチドリが飛んだが、さらに
もう１羽が少し離れた浅瀬に残っていた。夏鳥として渡っ
て来たばかりのコチドリのようです。 

若狭誠他（定期
Ｃ） 

 八王子
6K 

F 203 コチドリ 2014/4/8 １羽 浅川・一番橋下（上流側） 河原の水が浅い所でコチドリが 1 羽、最初は採餌してい

たが、その後水浴を始めた。近くではツグミ 1 羽も水浴し
ていた。 

粕谷和夫  武蔵府中

0H 

F 203 コチドリ 2014/4/24 ２羽 浅川・一番橋下流 コチドリ１羽が後ろ向きに尾羽を広げもう１羽がその下に
隠れるようにすわり時々そこを離れて辺りを動き回り又戻

って同じような動きを繰り返していました 

浜田早苗  武蔵府中
2K 

F 215 アオシギ 2014/1/31 １羽 八王子市上川町・川口川
田守神社付近 

川口川上流の目立たない所でひっそりと採餌していた。
上川口小学校野鳥観察参加者全員か観察した。 

粕谷和夫他  拝島0E 

F 219 タシギ 2014/1/30 ２羽 浅川左岸・浅川橋上流２０
０ｍ 

カルガモ、コガモと一緒に対岸の水際で採餌していた。 久保山嘉男  八王子
6K 

 219 タシギ 2014/2/3 １羽 浅川・新浅川橋下流側（左

岸排水樋管から流れ出る
小川） 

野鳥の集うスポット（タシギ 1 の他にダイサギ 1、アオサギ

1、カワセミ 1、カシラダカ 3、セグロセキレイ 1、ツグミ 1 が
集う） 

粕谷和夫  八王子

8J 
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 219 タシギ 2014/2/6 １羽 浅川・浅川橋上流 右岸側の小さな細長い中洲の草のそばにタシギが１羽、
ひなたぼっこ状態で動かなかった。 

若狭誠他（定期
Ｃ） 

 八王子
6K 

F 219 タシギ 2014/2/12 ２羽 浅川・高幡橋上流 突然飛んできた鳥が舞い降りた。タシギだった。そのきれ
いな色合いにみんな興奮した。ここで見たのは確か 2 度

目だと思った。飛んできたのは 2 羽だったが一緒の所は
撮れなかった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2H 

 219 タシギ 2014/2/12 ２羽 浅川・日野市民プール前 本流から分岐したクレソンの生えた流れにいた。ここでは
希少 

門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
2K 

 219 タシギ 2014/2/15 １羽 浅川右岸・浅川橋下流 午後 2 時・1８日午後 4 時～5 時、15 日は堰近くの石の上
に乗っていた。5 羽のカルガモと一緒に行動しているよう
に見えた。18 日は浅川橋の下の草の生えた小さなワンド

で採餌していた。近くには、コガモ、ムクドリ、イカルチドリ
等がいた。 

小澤礼子  八王子
6K 

 219 タシギ 2014/3/21 １羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

中州の草むらにジッと座り込んでいた。 山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

 228 クサシギ 2014/1/12 １羽 北浅川・松枝橋上流 松枝住宅裏の浅瀬にいた。 中村后子（冬鳥

一斉調査） 

 拝島3B 

 228 クサシギ 2014/2/7 １羽 北浅川・松枝住宅裏 グランド付近上流へ飛んでいった。 中村后子（定期
カウント） 

 拝島3B 

 239 クサシギ 2014/1/12 １羽 北浅川・元木橋下流 100m
付近右岸 

流れのなかで採餌行動 定期 C（丸山二
三夫他） 

 拝島1B 

F 239 クサシギ 2014/2/11 １羽 北浅川・東京天使病院裏

の用水堰付近 

野鳥が集まるスポットにクサシギもいた。用水堰にはイカ

ルチドリ 3 羽、クサシギ 1 羽、キセキレイ 1 羽、セグロセキ
レイ 1 がいた。堰上の水面にはカイツブリ、カワウ、カル
ガモがいた。堰上の右岸のワンド状の所にはアカハラと

バンがいた。 

粕谷和夫  拝島2B 

 239 クサシギ 2014/2/11 １羽 北浅川・“むつみ”前付近 川原にて採餌 山浦秀雄  拝島4A 

F 239 クサシギ 2014/2/24 １羽 北浅川  普段は人の姿にカメラを構える間もなく飛び立つことが
多く飛んでいる姿はなかなか撮らせてくれません。大雪
の後は警戒心が少なく、今日は比較的近くに寄ることが

できました。 

清水盛通  拝島1A 

F 241 キアシシギ 2014/5/1 15 羽 浅川・鶴巻橋下流ほか 北に向かう旅鳥のキアシシギを鶴巻橋下流で 7 羽、暁橋
上流で 4 羽、大和田橋上流で 4 羽のキアシシギを観察し
た。いつもの年より少し早い通過です 

若狭誠他  八王子
9H 

F 241 キアシシギ 2014/5/3 ４羽 浅川・長沼橋上流 100m 定期カウント時に観察。ピュイーと鳴いて飛来し、中州の

水際を移動。 

佐藤哲郎  八王子

9H 

 241 キアシシギ 2014/5/13 ６羽 浅川左岸・平山橋下流
200m 

午後５：１０分頃行きましたが親鳥が盛んに飛びまわって
巣立ちした 

岡本昭男・昭子  武蔵府中
0H 

 241 キアシシギ 2014/5/18 14 羽 浅川・一番橋下流 300M 付
近 

6 羽の群を確認、高幡橋下流では 8 羽の群がいた。 門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
2K 

F 203 コチドリ 2014/6/5 ５羽 浅川・浅川橋下流 河原で、親2羽ヒナ3羽のコチドリの親子連れが歩いてい
た。別の場所に親 2 羽、ヒナ 2 羽の親子連れもいた。 

若狭誠  八王子
6K 

F 202 イカルチドリ 2014/6/5 ２羽 浅川・暁橋上流 中洲からイカルチドリの鳴き声、中洲を歩いていたキジ♂
が巣に近づいたようでイカルチドリ 2 羽がキジを威嚇して

いた。まもなくキジは去り巣は守られたようでした。 

若狭誠  八王子
7K 

５．托卵鳥 
 

【カッコウ、ジュウイチは無し】    

 185 ホトトギス 2014/5/15 声 下恩方町（清水自宅周辺 夜九時に鳴き声を聞く（今季初認） 清水盛通  拝島0A 

 185 ホトトギス 2014/5/16 １羽 長沼公園 霧降の道で声を近くで聞く 粕谷和夫  八王子
9G 

 185 ホトトギス 2014/5/17 声 佐藤哲郎自宅（絹ヶ丘） 18:55 頃、４回ほど鳴いた。今季初認。 

観察者 ：佐藤哲郎 

佐藤哲郎  八王子

9F 

 185 ホトトギス 2014/5/18 １羽 小山内裏公園・戦車道 AM5:20、さえずりが聞こえてきた。 倉本修  八王子
9C 

 185 ホトトギス 2014/5/18 １羽 八王子市絹ヶ丘の自宅 朝、４時ごろに目が覚めたら、ホトトギスのひっきりなしの
鳴き声を聞く。途切れることなく鳴き通しである。 

山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

 185 ホトトギス 2014/5/19 １羽 高尾山・日影沢キャンぴ場

付近 

声を聞く 柚木育子  与瀬 9F 

 185 ホトトギス 2014/5/19 １羽 森自宅（高尾町） 夜中3:00頃 布団の中で自宅上空を鳴きながら飛んでい
る声を聞いた。今期初認 

森久美  八王子
2G 

 185 ホトトギス 2014/5/19 １羽 長池公園 アンテナ基地近くの林でさえずっている姿を確認した。 倉本修  武蔵府中
1C 

 185 ホトトギス 2014/5/20 声 高幡台団地緑地 みなさんからのホトトギスの報告を見るたびに羨ましく思

っていました。今朝やっとその声を聞くことが出来て嬉しく
思っております。勿論私にとっては今期初認です。その時
私は下段を歩いておりましたが、声は上段の奥の方から

でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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 185 ホトトギス 2014/5/20 声 多摩森林科学園 今朝ホトトギスを確認しました。９：２７分頃。今年初認で
す。 

福本順吉  八王子
2H 

 185 ホトトギス 2014/5/20 声 今野自宅（中野町） 今期初認です。22:20 声のみ 自宅にて  今野美代子  拝島6B 

 185 ホトトギス 2014/5/22 声 高幡台団地緑地 今朝もホトトギスの声が聞こえてきました。すぐ近くらしい
ので探しましたが、緑が繁茂していて姿を見ることは出来

ませんでした。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2014/5/22 声 安室厚子自宅（片倉町） 我が家の周りで鳴きはじめたのは５月２０日でした。たっ
た一声だけでした。22 日に A，Ｍ．9：30 にすぐ近くではっ
きり聞こえました。そして今日、午後 4 時 30 分ごろから盛

んに鳴くのが聞こえます。このメールを打っている間も盛
んに鳴いているのが聞こえます。 

安室厚子  八王子
7G 

 185 ホトトギス 2014/5/23 １羽 森自宅（高尾町） 声を聞く 森久美  八王子
2G 

 185 ホトトギス 2014/5/24 １羽 宇津木台保全緑地 鳴きながら飛翔 粕谷和夫  拝島8C 

 185 ホトトギス 2014/5/24 １羽 多摩川・東光寺グランド付

近 

5 時 11 分、河川敷の林から鳴き声が聞こえた。近くの栄

町の崖に鳴き声がこだまして、2 羽で鳴きあっている様に
聞こえた。 

神谷古牧  立川1C 

 185 ホトトギス 2014/5/25 声 多摩川・谷地川との合流
付近 

初認、多摩川の谷地川との合流付近（立川０C）でホトト
ギスが鳴いており、飛んでいる姿も 2 度確認した。 

福本健  立川0C 

 185 ホトトギス 2014/5/26 声 福本自宅（日野市栄町） 夜中の 2 時 10 分ごろ目が覚めたら、ホトトギスの鳴き声

を聞いた。こんな真夜中に鳴くのかと思っていたが、2 時
15 分ごろまた鳴きだしたので、窓を開けて確認したら、は
っきりと鳴いていた。家の裏の多摩川で鳴いているよう

だ。 

福本健  立川1B 

 185 ホトトギス 2014/5/26 声 高幡台団地緑地 4 日ぶりに三度ホトトギスの声を聞くことが出来ました。私
が下段を歩いている時で上段の方からでした。心做しか
今年のホトトギスはあまり声に張りがないように思いまし

た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2014/5/27 １羽 石橋入緑地 ホトトギスの声を近くで聞きました。 平日は毎朝通ってい
ますが、今年、この公園内にいたのは初めてです。AM 
7:10 頃 

浜野知恵子  八王子
8F 

 185 ホトトギス 2014/5/27 １羽 小山内裏公園・戦車道 AM9:40、戦車道の林から飛び出し、さえずりながら長池

公園方向へ飛んでゆく姿を見た。 

倉本修  八王子

9C 

 185 ホトトギス 2014/5/28 声 高幡台団地緑地 今朝もホトトギスの声ありました。初めは百草の方からち
ょっと遠い声でしたが、しばらくすると声は次第に近くな
り、私の頭上を越えて啼きながら南平の方に飛んで行っ

たようでした。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2014/5/29 声 山浦秀雄自宅（長房町） ３時２０分頃、鳴き声を聞く（今季初認） 山浦秀雄  八王子
4J 

 185 ホトトギス 2014/5/30 １羽 門倉自宅（横川町） ５月２２日 高尾山祈祷所 反対側付近の木 ９時 初認 
５月２３日 福寿園支援の時 近くで。  １０時 

５月２４日 高尾山ケーブル清滝駅付近の森  午後２時 
５月２９日 明け方横川自宅 （山浦さんと同じかも）  
５月３０日 夕方６時 横川自宅 

門倉美登利  八王子
4K 

 185 ホトトギス 2014/5/30 １羽 山下自宅（長房町） 夕方６時１０分～４０分 長房自宅（吉祥院のそば）、 ホト

トギスが自宅周辺を大きな声で鳴きながら飛び回りまし
た。門倉様のご報告と同一個体と思います。 
5 月 30 日に続き本日（５月３１日）も早朝から夕刻まで、

断続して ホトトギスが自宅（長房町５４番：吉祥院の東）
周辺を大きな声で鳴きながら飛び回りました。 

山下弘文  八王子

4J 

F 185 ホトトギス 2014/5/31 ２羽 多摩川・栄町近く（我が家
の裏） 

真夜中 2 時ごろ元気に鳴いていたので、朝カメラをもって
確認に出かけた。ホトトギスが日野側と立川側を鳴きな

がら、何度も飛び、すぐ目の前の木に止まった。雄の後を
追っかけて飛ぶ鳥を見かけたが、おそらく雌でしょう。 

福本健  立川1B 

 185 ホトトギス 2014/5/31 声 高幡台団地緑地 高幡台団地緑地 武蔵府中３H に下記の日々にホトトギ
スの声がありました。2014 年 5 月 28 日、29 日、30 日、31

日 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2014/5/31 ２羽 滝山城址公園 15時50分、南側の斜面から鳴き声、応じる様に北側から
も鳴き声。16 時 15 分上空を鳴きながら行きつ戻りつ飛ぶ
姿確認。 

神谷古牧  拝島7C 

 185 ホトトギス 2014/6/1 １羽 大平林道作業小屋跡周辺 けたたましく鳴きながら周辺を飛び回っていた。声のみ。 加藤岸男  与瀬9E 

 185 ホトトギス 2014/6/2 １羽 粕谷自宅（天神町） 6 月 1 日夜 10 時 45 分、6 月 2 日朝 4 時 30 分に自宅の

比較的近くで声を聞く。 

粕谷和夫  八王子

6J 

 185 ホトトギス 2014/6/2 １羽 中村自宅（下恩方） ２１：４２頃からしばらくの間声が聞こえた。 中村経男、中
村后子 

 拝島1A 

 185 ホトトギス 2014/6/3 １羽 森自宅（高尾町） 声を聞く 森久美  八王子
2G 
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 185 ホトトギス 2014/6/5 １羽 北浅川・天使病院裏対岸 声が聞こえた。 中村后子（定期
カウント） 

 拝島2B 

 185 ホトトギス 2014/6/7 声 高幡台団地の自宅 土砂降りの雨の中からホトトギスの声が聞こえて来た。
はじめテレビの中なのかと思ったが、どうも向いの木立の

方からのようなのでよく耳を澄ましてみると、木立の中で
はなく裏山の奥からだった。ちなみに今月 6 月 1 日にも裏
山でホトトギスの声を聞いていますが、その声は福祉園

の裏の山からのようでした。 2 日から今日 7 日までは雨
の日だったり、用事あったりで山に入っおりませんので不
明です。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2014/6/10 １羽 森自宅（高尾町） 17:00 頃 自宅上空を西から東に飛びながら鳴いている

のを見た。その後東の山の高い所にとまったらしく１５分
ほど声だけ聞こえていた。 

森久美  八王子

2G 

 185 ホトトギス 2014/6/11 １羽 小宮公園 高い木の枝に止まって鳴いていた 久保山嘉男他（定期
カウント参加者） 

拝島7A 

F 185 ホトトギス 2014/6/11 １羽 小宮公園 小宮公園定期カウント中に上空を飛ぶホトトギスを観察し

ました。鳥合わせ前に今度は管理事務所の間近でホトト
ギスが鳴き始めました。高い木のなか、葉に隠れて一部
だけが見えるホトトギスをやっと見つけられ、みんなで観

察することができました。 

中村后子  八王子

7A 

 185 ホトトギス 2014/6/15 声 福本順吉自宅（高尾町）前
金毘羅山 

日付：５月２０日「火」・PM５：０７分・自宅前金比羅山・ここ
では初認 
   ５月２４日「土」PM３：２４   ５月２７日「火」AM11;34  

６月４日「水」AM４：９  ６月７日「土」AM３：２５  ６月１４
日「土」PM５：２５   ６月１５日「日」AM２：３２    

福本順吉  八王子
2G 

F 185 ホトトギス 2014/6/16 ２羽 多摩川の谷地川との合流
付近（栄町） 

ホトトギスが鳴いているので、見に出かけた。良く止まる
木の近くで待っていると、鳴きながら飛んできた。写真を

撮り始めると、上の枝から羽根を広げて鳥がぶら下がる
ように下りてきて枝に止まった。オスは一緒にいてしばら
く鳴いていたが、飛んで行った。もう１羽は見えなくなった

が飛んで行った気配はなかった。ホトトギスのヒナだろう
か。ホトトギスはヒナの面倒は見ないと聞いていたが、ど
うでしょう。尾が長いのでホトトギスの幼鳥のようにも見え

る。 

福本健  立川1B 

F 185 ホトトギス 2014/6/16 ２羽 多摩川・栄町付近 ホトトギスが家の近くで鳴いていたので、いつも止まって
いる木の近くに見に出かけた。暫くすると鳴きながら飛ん
できたので、見つけて写真を撮り始めると、上の枝からも

う１羽鳥が羽根を広げながら下りてきた。２羽がしばらく
一緒にいて、オスが鳴いていた。上から下りてきたのは
ホトトギスのメスと思われる。暫くしてオスは飛び立った

が、もう１羽はどこへ行ったか確認できなかった。 

福本健  立川1B 

 185 ホトトギス 2014/6/18 声 粕谷自宅（天神町） 6 月 17 日、18 日とも早朝 3 時頃声を聞く 粕谷和夫  八王子
6J 

 185 ホトトギス 2014/6/21 １羽 種入り（上川口小学校裏
谷戸） 

雑木林でホトトギスとウグイスが競演のように鋭くないて
いた。 

粕谷和夫他  拝島0E 

 185 ホトトギス 2014/6/29 声 福本順吉自宅（高尾町）前

金毘羅山 

６月１８日「水」、時間：AM８：０４ 

６月１９日「木」、時間：AM８；３８ 
６月２３日「月」、時間：PM４：２７ 
６月２６日「木」、時間：PM３：４９ 

福本順吉  八王子

2G 

 185 ホトトギス 2014/5/18

以降６月末
まで 

１羽 八王子市絹ヶ丘の自宅 朝、４時ごろに目が覚めたら、ホトトギスのひっきりなしの

鳴き声を聞く。途切れることなく鳴き通しである。 

山﨑悠一・久美

子 

 八王子

9G 

 187 ツツドリ 2014/5/4 １羽 醍醐川・ににく沢出合手前 ポポポポと２回繰り返す。 佐藤哲郎  五日市
4B 

 187 ツツドリ 2014/5/9 声 醍醐林道支線ににく沢林

道 

声を聞く 粕谷和夫、浜

野建男、福本
健 

 五日市

4B 

６．繁殖 
 

【アオサギが陣場街道切り通しバス停付近にコロニー、キビタキが丘陵地でも繁殖】 

 5 キジ 2014/3/14 ３羽 浅川・長沼橋～大和田橋 3 ヶ所で♂の声と姿を確認。♀は確認できなかったが、こ

の間で 3 番が繁殖すると推定される。①さいかち池付近
の河原（八王子 9H）、②八高線鉄橋付近の河原（八王子
8J）、③大和田橋下流付近の河原（八王子 8J） 

粕谷和夫 繁殖

4⑥ 

八王子

8J 

F 32 カルガモ 2014/5/16 13 羽 日野駅北のウエルパーク

横の日野用水 

狭くて流れの速い日野用水の中で、ヒナが１２羽孵って、

元気に泳いでいた。いったいどこでふ化し、どこで寝てい
るのか。昨年も少し南のコープの前の日野用水でヒナが
４羽巣立った。  

福本健 繁殖

4② 

立川1B 

F 32 カルガモ 2014/5/23 11 羽 日野駅北ウエルパーク北

の日野用水（マンション前） 

ヒナのその後の様子を確認した。2 羽減って 10 羽になっ

ていた。いったいどこで寝ているか確認したら、側壁の石
と石のわずかな間にへばりついていた。1 羽が上がると 1
羽が落ちる状態であった。もう少し大きくなったらどうする

のだろう。親はコンクリートの上で寝ていた。 

福本健 繁殖

4② 

立川1B 
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F 32 カルガモ 2014/6/6 ９羽 日野駅北ウエルパーク北
の日野用水（マンション前） 

日野用水のカルガモのヒナは８羽になったが、順調に育
っている。寝場所は心ある人が用水の中に畳を浮かばせ
て作り、毎日夜はここで親子で寝ている。５日の暑い昼

間、ヒナたちが道路下の暗渠で休んでいるとき、親は歩
道の穴の空いた蓋の上からじっとヒナを見守っていた。６
日の大雨の時は、車や人の通る道の上からヒナをじっと

監視していた。母親はすごい。用水には餌が少ないた
め、時々人がパンくずなどをやっている。多くの人は、ヒ
ナが減っていないか心配そうに数えながら通っていく。日

野市役所は弱くなっていた柵の補強工事をした。 

福本健 繁殖
4② 

立川1B 

 32 カルガモ 2014/6/15 ８羽 北浅川・“むつみ”前 定期カウント時、まだ小さい雛８羽を確認、すぐに 1 羽の 
ハシボソガラスが近寄るも、3 羽の成鳥が立ちはだかり、 
無事撃退した。 

門倉美登利、
山浦秀雄 

繁殖
4② 

拝島4A 

F 62 カイツブリ 2014/5/4 ５羽 つどいの森公園 つどいの森公園の池で今年もカイツブリが子育てしてい

る。３羽のヒナはすでに巣立ち、親のあとをいっしょに泳
いでいる。 

浜野建男 繁殖

4② 

八王子

6G 

 74 キジバト 2014/3/14 １羽 長沼駅近くの民家 長沼駅の近くの民家の庭の植木に飛び込んだキジバト
は巣材の枝を銜えていた。 

粕谷和夫 繁殖
4③ 

八王子
9G 

F 144 アオサギ 2014/5/28 12 巣

+ 

陣場街道切り通しバス停

（日枝神社） 

日枝神社の小さな杉の森にアオサギが集団営巣。12 巣

以上はあり、親かまたは巣立ち直前の雛が巣中にいた。
12 巣は確認できたが、隠れて見えない部分もあり、12 巣
以上ありそうである。巣立ち直前と見られる雛が 3 羽いる

巣もあった。 

粕谷和夫 繁殖

5① 

拝島2B 

 193 ヒメアマツバメ 2014/6/1 ５羽 京王線長沼駅 駅ガード下のイワツバメの巣を改良して抱卵中、頭が見
える。 

門口一雄他（長
沼公園カウント
グループ） 

繁殖
5① 

八王子
9G 

F 202 イカルチドリ 2014/6/5 ２羽 浅川・暁橋上流 中洲からイカルチドリの鳴き声、中洲を歩いていたキジ♂

が巣に近づいたようでイカルチドリ 2 羽がキジを威嚇して
いた。まもなくキジは去り巣は守られたようでした。 

若狭誠 鴫チ

繁殖
4⑤ 

八王子

7K 

F 203 コチドリ 2014/6/5 ５羽 浅川・浅川橋下流 河原で、親2羽ヒナ3羽のコチドリの親子連れが歩いてい
た。別の場所に親 2 羽、ヒナ 2 羽の親子連れもいた。 

若狭誠 鴫チ
繁殖

4② 

八王子
6K 

 354 ツミ 2014/5/中
旬 

１家 富士森公園 巣中に親と雛有り。周辺にオナガがいた。 野口佐和子 繁殖
5① 

八王子
6H 

 356 オオタカ 2014/5/24 ２羽 宇津木台保全緑地 巣の中に少なくとも 1 羽のヒナ、親が給餌に巣に飛来 粕谷和夫 繁殖
5① 

拝島8C 

 356 オオタカ 2014/6/14 ２羽 宇津木台保全緑地 巣中に大きくなったヒナ 2 羽有り 粕谷和夫 繁殖

5① 

拝島8C 

 390 コゲラ 2014/5/16 ２羽 長沼公園 霧降の道で枯れ枝に 2 羽交代で巣穴掘り中 粕谷和夫 繁殖
4③ 

八王子
9G 

 390 コゲラ 2014/5/18 ４羽 南浅川の舟田川との合流
点のすぐ上流 

南浅川の舟田川との合流点のすぐ上流の左岸の桜の木
で１８日昼過ぎにコゲラの幼鳥３羽と親鳥１羽を観察し

た。幼鳥も木をつつく動作はしていたが、親から餌をもら
っていた。この地区でのコゲラはこのところ通年観察でき
ている。幼鳥を見たのは今回が初めてです。 

山下弘文 繁殖
4② 

八王子
4J 

 397 アオゲラ 2014/4/16 １羽 狭間公園 狭間公園でアオゲラ♂が穴掘りをしています。(4 月 16 日

11 時半頃)。12 日には娘が同じ場所で 2 羽を見ていま
す。水無し池を挟んだ真っ正面の桜の木で遊歩道から丸
見えの場所です。 

横山由美子 繁殖

4③ 

八王子

3G 

 397 アオゲラ 2014/4/20 １羽 狭間公園 残念ながら狭間公園内の桜の木のアオゲラの巣は人の

手によって営巣を放棄させられました。4 月 17 日（木）ア
オゲラが穴掘りをしたり体を穴の中に入れたりするのを
見ることが出来ました。20 日（日）巣穴の目隠しになって

いた折れた大枝が幹に近い部分から切り取られていて、
巣穴は遊歩道側から丸見え状態になり、アオゲラの姿も
ありませんでした。その後も観察を続けましたが、公園内

や周辺で姿を見ることも声を聴くこともありません。完全
に放棄したものと考えます。 

横山由美子 繁殖

4③ 

八王子

3G 

 420 モズ 2014/5/2 １羽 長沼公園入口の水田 水田で餌を採り、銜えて竹藪に入った。 門口一雄他（長
沼公園カウント

グループ） 

繁殖
4① 

八王子
9G 

 420 モズ 2014/5/18 ３羽 浅川・一番橋下流 100M 付
近 

モズ幼鳥 2 が草地の灌木や背の高い草に止まり、近くに
いる♂を鳴きながら追う。 

門口一雄他（一
番橋～多摩川
合流カウントグ

ループ） 

繁殖
4② 

武蔵府中
2K 

 420 モズ 2014/6/17 ６羽 上柚木公園 陸上競技場のネットフェンスに親 2、巣立ち雛 4 羽がいた 粕谷和夫他 繁殖
4② 

八王子
9E 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/1/3 ３羽 城山川・不動橋５ｍ下流 口の中が赤い小ぶりのハシボソガラスが成鳥１羽にエサ
（白いもの・不明）をねだりもらっていた。もう１羽がそばに

いたが、成鳥と同じくらいの大きさ。この時期に幼鳥と
は、ずいぶん遅い子育て  

千葉槇子 繁殖
4② 

八王子
3K 
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 435 ハシボソガラ
ス 

2014/2/25 １羽 南浅川・東横山橋付近 生枝を銜えて運ぶ（造巣行動） 粕谷和夫 繁殖
4③ 

八王子
4H 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/3/15 ２羽 多摩川・昭和堰上部 古巣に番と思われる２羽が出入りして、手入れしてい
るように見えた。 

多摩川滝山城
跡下定期 C（宮

越・倉本） 

繁殖
4③ 

拝島7E 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/5/23 １家 JR 高尾駅構内 JR 高尾駅構内のパンタグラフ用電柱に営巣。巣立ち間
近と思われる雛が 2 羽またはそれ以上が巣中にいて、親
が餌を与えていた。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子
2G 

 435 ハシボソガラ

ス 

2014/5/30 ４羽 多摩川・多摩大橋北詰下

流側 

ヒナがいましたが、まだまだ小さく、橋からは良く見えませ

ん。2 羽は確認できましたが、正確な数はわかりません。
橋の歩道に近い大きな木で、見下ろす格好で見えます。
親が 2 羽で餌を運んでいました。 

福本健 繁殖

5① 

立川0C 

 435 ハシボソガラ

ス 

2014/6/1 ４羽 多摩川・多摩大橋北詰下

流側 

13 時05 分。立川０C（０D との境）。ニセアカシヤの木に営

巣。 

神谷古牧 繁殖

5① 

立川0C 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/6/11 ３羽 八王子市石川町 5 時 25 分、谷地川鶴見橋脇の電柱の直ぐ両脇の電線に
ハシボソガラスが 3 羽留まっていた。1 羽が親鳥で、幼鳥
に給餌している。子供達は独特の鳴き声を上げて更に餌

をねだっている。100 ㍍程離れた新鶴見橋脇の電柱で営
巣していたハシボソガラスと思われる。 

神谷古牧 繁殖
4② 

立川0B 

 436 ハシブトガラス 2014/4/11 ２羽 長沼公園 ペアで高木に止まり、互いに羽を震わせ接近した。 門口一雄他（長
沼公園カウント

グループ） 

繁殖
4⑤ 

八王子
9G 

 436 ハシブトガラス 2014/4/12 ２羽 多摩川右岸・昭和用水堰
付近の林 

巣の中で抱卵をしているように見えた。ハシボソガラ
スの巣も同様であった。 

多摩川滝山城
跡下定期 C（宮
越・倉本・古山） 

繁殖
5① 

拝島7E 

F 442 ヤマガラ 2014/5/4 ５羽 片倉城跡からつどいの森

への途中の道沿い 

車道に面したコンクリートの壁面にあいた水抜き穴に、２

羽のヤマガラが盛んに出入りしていた。営巣しようとして
いた可能性あり。 

浜野建男 繁殖

4④ 

八王子

6G 

 442 ヤマガラ 2014/5/21 数羽 高幡台団地の我が家（佐
藤サヨ子） 

わが家の窓辺のフェンスには向日葵の種を置いてあげて
ますが、それを目当てに毎日数羽のヤマガラと 2、3 羽の

シジュウカラがやってきます。現在シジュウカラは抱卵中
でヤマガラも夏に向って来る回数は減っています。しかし
雨の今朝はちょっと違いました。フェンスの上に置いてあ

る向日葵の種が全部無くなっていることに気づかずにい
た私に、ヤマガラの 1 羽が窓ガラスに体当たりして教えて
くれたのです。あわてて置いてあげると皆待ち焦がれて

いたのでしょうか、次々とやってきては向日葵の種を咥え
てそれぞれの場所に行って食べていました。そんな中で
巣立ちしたばかりでしょうか、色の薄いヒナと言うか幼鳥

というか可愛いらしい 2 羽がやってきて私をじっと見つめ
ているのです。しばらくして親と思われるヤマガラがやっ
てきて口移しで餌を上げていました。2 羽に公平に変わり

ばんこにやってきてはあげている姿に思わず微笑がこぼ
れるほどの感動を味わいました。  

佐藤サヨ子 繁殖
4② 

武蔵府中
3H 

F 445 シジュウカラ 2014/4/29 １家 高幡台団地緑地 落ちてしまったのか、落とされたのかは解りませんが、ヒ
ナは誕生していたらしい羽がそれを示しています。しか

し、ヒナの姿或いは卵は見当たりませんのでやはり何者
かに襲われたと思われます。 

佐藤サヨ子 繁殖
5① 

武蔵府中
3H 

 445 シジュウカラ 2014/5/10 １羽 八王子市石川町 確認できませんでした。川上さんが１２：３０分まで観察し
ていたときは 

神谷古牧 繁殖
4① 

立川0B 

 445 シジュウカラ 2014/5/11 １家 福本順吉自宅（高尾町） 雛を探し誘導しているようでした。時間がなかった為、雛

及び羽数は不明。 

福本順吉 繁殖

5② 

八王子

2G 

 445 シジュウカラ 2014/5/12 １家 粕谷自宅（天神町） 自宅巣箱に営巣したシジュウカラ、5 月 12 日頃巣立ち。
雛数不明。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子
6J 

 445 シジュウカラ 2014/5/14 １羽 小宮公園 餌運びをしていた 久保山嘉男他
（定期カウント

参加者） 

繁殖
4① 

拝島7A 

 445 シジュウカラ 2014/5/19 １家 中村后子（下恩方町）自宅 本日 ８時２０分ごろ無事６羽のシジュウカラが巣立ちま
した。 

中村后子 繁殖
5① 

拝島1A 
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 445 シジュウカラ 2014/5/25 １家 門倉自宅（横川町） 我が家に今年、初めてシジュウカラが営巣 巣立ちまし
た。４月、今年こそ入りますよう巣箱を ３つかける。高
さ、穴の向き 悩みながら枝ぶりにまかせ適当。 

４月１２日 朝８時 ジュニアクラブに行こうとすると、シジ
ュウカラが２羽、金モクセイの枝で、しきりに鳴く。 
＊４月末から５月と、夏野菜の植え付けで忙しく、横川自

宅にあまりいなかったので、十分観察できなかった。福本
さん 中村さんが、シジュウカラが巣立ったとの、メールを
見て、色々教えてもらった。その後 朝 時々 木の中で

鳴き声 姿を楽しんだ。 
５月２４日８時  えさを運ぶシジュウカラをビデオで撮影  
やった！証拠写真がとれました。 

＊畑が忙しく 夜遅く帰るので、２５日か２６日に巣立ち 
残念ながら巣立ちは見れませんでした。 
＊何羽巣立ったのかは不明です。今日 巣立ちの後を見

たら、立派な苔の巣でした。 

門倉美登利 繁殖
5① 

八王子
4K 

 445 シジュウカラ 2014/5/29 １家 福本健自宅（日野市栄町） 5 月 29 日に我が家の巣箱のシジュウガラが無事巣立っ
たようで、今日巣を確認したら空でした。何羽巣立ったか
分かりません。 

福本健 繁殖
5① 

立川1B 

F 445 シジュウカラ 2014/6/14 ２羽 佐藤サヨ子自宅（日野市

程久保） 

抱卵にはかなり時間がかかったようでしたが、1 日頃ヒナ

が誕生した模様でそろそろ巣立ちだなと思っています。お
父さん・お母さんが餌運びに忙しい毎日です。 

佐藤サヨ子 繁殖

5① 

武蔵府中

3H 

 445 シジュウカラ 2014/6/17 １家 高幡台団地の佐藤サヨ子
自宅 

今朝起きてからシジュウからの姿が見えないので巣箱の
傍に行って耳を傾けてみましたが、あのピーピーした声

が全く聞こえなかったので思い切って巣箱の蓋を開けて
みると既に巣箱の中はもぬけの空でした。昨夜耳を傾け
たときはにぎやかな声があったのですが、おそらくけさ早

く巣立ったのではないかと思われます。何羽だったのか
巣立はみられなかったので何羽だったのかわかりませ
ん。  

佐藤サヨ子 繁殖
5① 

武蔵府中
3H 

F 457 ツバメ 2014/3/24 ４羽 浅川・鶴巻橋下流 定期カウントで観察。鶴巻橋下流左岸土手に面した事務

所入口にツバメの古巣が３個あるが、そのうち２個にツバ
メが２羽づつ戻り巣の補修をしていた。早い造巣です。 

若狭誠 繁殖

4③ 

八王子

5K 

 457 ツバメ 2014/6/1 ２羽 長沼駅改札口付近 古巣を改良して抱卵中 門口一雄他（長
沼公園カウント

グループ） 

繁殖
5① 

八王子
9G 

 459 コシアカツバメ 2014/5/10 ２羽 日野市程久保の畑 今頃はとっくに来ているはずのツバメの姿を見ないので、
今朝は裏山に入る前に団地の周囲の道路を歩いてみま
した。私の頭上をアオサギが動物園の方に飛んでゆきま

した。其れを追って行くとツバメらしい姿がみえました。今
度はそれを追って行くと夢ヶ丘小学校の向いの畑に降り
立ったのです。それはやはりコシアカツバメでした。そこ

にはスズメ、ムクドリ、キジバト、ハクセキレイが 1 羽ずつ
いて地面の虫を探しているようでした。そしてコシアカツ
バメは泥集めをはじめました。しかし飛び立った方向を見

ると高幡台団地ではなく、下の通りのマンションか他のビ
ルに向ったようでした。  

佐藤サヨ子 繁殖
4③ 

武蔵府中
3H 

 459 コシアカツバメ 2014/5/17 ３羽 高幡台団地 今年はどうやらこの団地で繁殖するコシアカツバメがいる
模様。散歩の帰り団地のある建物の前を通る時、3 羽の

コシアカツバメが踊り場から 5 階の中へ入って行く様子が
みられました。そこは以前にも繁殖した場所です。糞が汚
いと言って巣を取り払わないよう願っています。 

佐藤サヨ子 繁殖
5③ 

武蔵府中
3H 

 466 エナガ 2014/5/2 ８羽 長沼公園 8 羽のファミリーがいた。 門口一雄他（長

沼公園カウント
グループ） 

繁殖

4② 

八王子

9G 

 480 センダイムシク
イ 

2014/4/21 ２羽 八王子城跡・御主殿の滝
先の広場 

御主殿の滝先の広場の杉の木の中で交尾をしているの
を見た。  

若狭誠、中村
后子、他１名 

繁殖
4⑤ 

八王子
0H 

 504 ミソサザイ 2014/3/13 １羽 高尾山・6 号路大山橋上流

3m 右岸 

キヨスミイトゴケ等をくわえて、苔むした岩かげへ頻繁に

出入 

千葉槇子他(琵

琶滝コース定
期カウン)ト 

繁殖

4③ 

八王子

0E 

 504 ミソサザイ 2014/4/10 １羽 高尾山・６号路大山橋下
流５m 

囀りと巣材(ミズゴケ)運びをくりかえしていた。 千葉槇子他(琵
琶滝コース定

期カウン)ト 

繁殖
4③ 

八王子
0E 

 504 ミソサザイ 2014/3/15 １羽 高尾山・日影沢キャンぴ場
から小仏城山へ行く途中 

さえずりと巣材を運んでいた 柚木育子 繁 殖
4③ 

与瀬 9F 

 504 ミソサザイ 2014/5/8 １羽 高尾山・６号路大山橋上
流 5m 

巣材運び。時々作業中断し囀る。 千葉槇子他(琵
琶滝コース定

期カウン)ト 

繁殖
4③ 

八王子
0E 

 506 ムクドリ 2014/5/14 １羽 小宮公園 餌運びをしていた 久保山嘉男他
（定期カウント
参加者） 

繁殖
4① 

拝島7A 
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 506 ムクドリ 2014/5/16 １羽 長沼公園 霧降の道で親の餌運び 粕谷和夫 繁殖
4① 

八王子
9G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/7 ２羽 イトーヨーカドー狭間店屋
上 

昼頃、狭間町のイトーヨーカドー屋上にイソヒヨドリが番い
でいました。♀は巣の材料の様なものをくわえて、一番高

い広告塔の中へ飛んでいきました。あとを♂が入ってい
きました。 

板倉正 繁殖
4③ 

八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/9 ２羽 高尾駅・南口ダイエー「グ
ルメシテイ」北側非常階段 

 本日９；５０分から１０：３０分の間にイソヒヨドリのつがい
を確認しました。雌雄各１。高尾駅南口ダイエー「グルメ

シテイ」北側非常階段の５Ｆから６Ｆの踊り場付近で２羽
が出入りを繰り返していた。雄がその際時々フェンスに止
まっていた。  

福本順吉 繁殖
4④ 

八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/9 １羽 京王線の南側にある京王

マンション 

また京王線の南側にある京王マンション近くでも雄の囀り

の鳴き声が聞こえたが場所の確認が出来なかった。 

福本順吉 繁殖

4④ 

八王子

2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/11 ２羽 高尾駅南口・高尾パーク
ハイツ A 棟 

４月 7 日に粕谷が観察した同一ペアと思われる。高尾パ
ークハイツ A 棟の北側の二つの外付け非常階段やテラ
ス、又東隣りの永田歯科病院屋上を移動。♂はいい声で

さえずり、♀は一度巣材を銜えていた。巣と思われる位
置は特定できなかった。 

粕谷和夫 繁殖
4③ 

八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/19 １羽 グリーンウオーク多摩の西
側の東京海上グランド 

♂1 羽。AM8:35。芝生の上で♂1 羽、フェンス柵に移り、
続いてヤマダ電機屋上の西北角に移った。屋上外壁の

内側にある排水管の隙間に入った。さえずりは弱く途切
れがちだった。 

倉本修 繁殖
5③ 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2014/4/28 ２羽 イトーヨーカドー狭間店 ヨーカドー５F 駐車場、１０：２０から１２：１８。観察始めた
頃雄が鳴いていたが場所は特定できなかった。１０：４１

分頃雄が飛んできてフェンスに止まったがすぐに屋上方
面に飛び去った。その後１１：３８分に雌が巣からとびだし
て屋上の方へ飛び去ったが１１；５５分に雌が戻り巣に入

った。同時に雄もきたがすぐに飛び去った。現在抱卵中と
思われます。４月２０日にはヨーカドーの北側広告塔の処
で雄が囀っていた。 

１１：１０分頃。 

福本順吉 繁殖
5② 

八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/5 １羽 JR八王子駅北口東側付近 昨年営巣した場所（京王プラザホテル八王子の駐車場
隣りのマンションの裏側）の直ぐ近くにオスがいた。
抱卵中のメスを見守っているのかもしれない。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/11 ２羽 高尾駅南口・高尾パーク

ハイツ A 棟（グルメシティダ
イエー） 

高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年営巣し

た場所と直ぐ近くの東側で同マンションの 1～2 階に付随
するグルメシティダイエー2 階の外側ダクトに営巣してい
るイソヒヨドリを始めて確認した。13 時 35 分、13 時 44 分

にメスがダクトに餌を銜えて入った。オスも餌を銜えて巣
の近くにいたが、用心深くて巣に入らないので、当方が現
場を去った。なお、その後で昨年営巣した高尾パークハ

イツ A 棟の北側の非常階段の方に移り 45 分間観察した
が、イソヒヨドリは現れなかった。 

粕谷和夫 繁殖

4① 

八王子

2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/13 ２羽 イトーヨーカドー狭間店 観察時間：４：５０分から５：５５分まで。４：５０分に現地
着、５３分に雌親が小さめの餌を咥えて来て巣の中に入

りすぐに出て行った。その後５：５分、５：３０分と３回とも雌
が餌を運んで巣の中に入って入った。そのたびに中から
雛の声が聞こえた。推測だが２羽のようにも聞こえた。結

局５５分までに３回来ただけだった。近くで雄の鳴き声が
聞こえたが１回も雄は来なかった。巣は去年と同じ処で
す。 

福本順吉 繁殖
4① 

八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/13 １巣 日野市日野台 民間企業の敷地内の事なので、公表はしていません。日

野市日野台にある会社構内にて、もう何年も前からイソヒ
ヨドリらしき鳴き声と、遠目の姿を見ています。数日前、
偶々早朝（6 時半頃）だったので双眼鏡を持ち込みまし

た。4 階建ての工場建屋（一般のビルの 7 階建て相当）の
屋上にあるアンテナに留まって鳴く鳥の姿がありました。
周りに人が余り居ないのを確認してから双眼鏡を取り出

して確認すると、思い通り雄のイソヒヨドリでした。今まで
は肉眼でシルエットを見るだけでしたが、機会あれば雌も
確認出来ればと思います。 

工場建屋が沢山あるので、イソヒヨドリにとっては格好の
営巣場所の様な気がします。親鳥が餌を運んでいたそう
です。 

神谷古牧 繁殖

4① 

立川0A 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/17 １羽 高尾駅南口・高尾パーク

ハイツ A 棟（グルメシティダ
イエー） 

高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年営巣し

た場所と直ぐ近くの東側で同マンションの 1～2 階に付随
するグルメシティダイエー2 階の外側ダクトに営巣してい
るイソヒヨドリの親の餌運びを観察した。16 時 20 分、16

時 50 分にオスがダクトの巣に餌を銜えて 3 回入った。こ
の間メスの姿はなかった。なお、その後で昨年営巣した
高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段の方に移り 45

分間観察したが、イソヒヨドリは現れなかった。 

粕谷和夫 繁殖

4① 

八王子

2G 
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 549 イソヒヨドリ 2014/5/17 １家 イトーヨーカドー狭間店 ヨーカドーのイソヒヨドリは今日「１７日」午後に巣立ちした
ようです。午後５：１０分頃行きましたが親鳥が盛んに飛
びまわって巣立ちした。雛を探し誘導しているようでした。

時間がなかった為、雛及び羽数は確認できませんでし
た。川上さんが１２：３０分まで観察していたときは親鳥が
餌を運んでいたそうです。  

福本順吉 繁殖
5① 

八王子
3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/18 １家 イトーヨーカドー狭間店  ヨーカドーのイソヒヨドリの報告を訂正します。今朝１０時

１５分から１１時１５分までに昨日「１７日」に巣立ちした１
羽を確認し、撮影もしましたがまだ巣の中に雛が１羽か２
羽、居るようです。親鳥が餌を運んでいました。本日午後

４時３０分から５時３０分まで再度観察しましたが巣立ち
はしませんでした。その間も親鳥「雄、雌」が交代で３回
ほど餌を咥え巣に出入りするのが確認できました。以上

報告を訂正します。残りの雛は明日以降巣立ちでしょう
か。 

福本順吉 繁殖

5① 

八王子

3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/19 ２羽 高尾駅南口・高尾パーク
ハイツ A 棟（グルメシティダ

イエー） 

高尾パークハイツ A 棟の北側の非常階段に昨年営巣し
た場所と直ぐ近くの東側で同マンションの 1～2 階に付随

するグルメシティダイエー2 階の外側ダクトに営巣してい
るイソヒヨドリの親の餌運びを観察した。16 時 30 分、16
時 45 分にオス、メスが各 1 回ダクトの巣に餌を銜えて入

った。なお、その後で昨年営巣した高尾パークハイツA棟
の北側の非常階段の方に移り観察したが、イソヒヨドリは
現れなかった。 

粕谷和夫 繁殖
4① 

八王子
2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/19 １家 イトーヨーカドー狭間店 ヨーカドーのイソヒヨドリは本日全部巣立ちしました。１２

時４０分～２時２０分までに２羽の巣立ちを確認しました。
１７日のとあわせると３羽になり以前と同じ羽数でした。屋
上まで飛べず駐車場の配電盤の裏側に隠れてしまい

時々親鳥が餌を運んでいました。ヨーカドーのイソヒヨドリ
３羽の巣立ち。１７日に１羽。１９日に２羽 

福本順吉 繁殖

5① 

八王子

3G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/20 ２羽 南大沢三井アウトレット 11時 45分～12時 15分の間観察した。オスが 5階建
立体駐車場にいた。同駐車場の 4階に上がり観察して

いると昨年までと同じ場所（34番の屋上）でメスの餌
運びが 1回観察できた。しかし、巣が有ると思われる
が場所は特定できなかった。 

粕谷和夫 繁殖
4① 

武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/20 ２羽 南大沢・内裏橋付近 13 時 5 分～13 時 30 分の間、イトーヨーカ堂南大沢店の

西側で観察した。13 時 10 分にパオレ屋上の塔にオス 1
が飛来、直ぐ東の方へ飛んで行った。その直後に京王線
の方からメスが餌を加えて西の方へ飛んで行ったが見失

った。この 2 羽が三井アウトレットのものと同一か否かは
判定できない。 

粕谷和夫 繁殖

4① 

武蔵府中

0D 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/24 ２羽 JR八王子駅北口東側付近 5月 5日にオス 1羽を確認して以来 3日に 1度ぐらい
の割合で観察していたが、5月 23日までは姿を確認で

きなかった。放棄しかもしれないと思っていたが、5
月 24日にオスメス親を確認できた。16時から 17時の
間の観察でオスが巣のあるマンションの屋上でさえ

ずっていた。17時になり巣からメスが出て来て、2羽
で線路の方へ飛んで行った。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/24 ２羽 JR八王子駅北口東側付近 5月 5日にオス 1羽を確認して以来 3日に 1度ぐらい
の割合で観察していたが、5月 23日までは姿を確認で

きなかった。放棄したかもしれないと思っていたが、
5月 24日にオスメス親を確認できた。16時から 17時
の間の観察でオスが巣のあるマンションの屋上でさ

えずっていた。17時になり巣からメスが出て来て、2
羽で線路の方へ飛んで行った。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/27 ２羽 グリーンウオーク多摩のニ
トリと東京海上グランドの

間 

♂1 羽♀1 羽。PM2:30-3:30、ニトリと東京海上グランドの
フェンスの間のブッシュに虫を銜えた♂と♀が交互に何

度も飛びおりて行った。幼虫らしき声が聞こえてくるが姿
は確認できなかった。微妙な時期なので無理してまで近
づかなかった。 

倉本修 繁殖
4② 

武蔵府中
1D 

F 549 イソヒヨドリ 2014/5/28 １羽 みなみ野駅西の「アクロス

モールみなみ野駐車場」 

JR 横浜線八王子みなみ野駅付近、量販店 NOJIMA 駐車

場。2011 年に八王子みなみ野駅付近でイソヒヨドリを観
察して以来、2012 年、2013 年に営巣場所を探していたが
見つけることができなかった。2014 年も探査したが見つ

けることができなかった。しかし、5 月 28 日ついに巣のあ
ると思われる所を特定できた。場所は駅西口の量販店
NOJIMA の立体駐車場 3 階であった。同駐車場の屋上か

らイソヒヨドリのメスの声が聞こえてきたので、10:35～
11:5 の 30 分間観察した。この間にメス親が約 10 回採餌
して餌運びをした。空中で餌さをフライキャッチすることが

多かったが、2 回だけ近くの地上に降りて採餌下。この間
のオスは姿を見せなかった。 

粕谷和夫 繁殖

4① 

八王子

6F 
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 549 イソヒヨドリ 2014/5/28 ３羽 グリーンウオーク多摩のニ
トリと東京海上グランドの
間 

♂1 羽♀1 羽幼鳥 1 羽。5/27 と同じ場所。AM7:35-8:50、
♂と♀が虫を銜えて何度もブッシュに飛び降りてゆく。
7:40 幼鳥 1 羽ブッシュの中から飛び上ってきてフェンスの

柵に止まった。くちばしの基部と雨覆の先が白かった。
7:50 ヤマダ電機の屋上、西北角の外壁の内側は♀が虫
を銜えて入って行った。 

倉本修 繁殖
4② 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/30 ３羽 高尾駅南口・高尾パーク

ハイツ A 棟（グルメシティダ
イエー） 

オス 1 とメス型 2 を高尾パークハイツ A 棟付近で観察。

巣立ちしたと思われる。 

粕谷和夫 繁殖

4② 

八王子

2G 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/30 ５羽 グリーンウオーク多摩のニ
トリと東京海上グランドの

間 

♂1 羽♀1 羽幼鳥 3 羽。5/27 と同じ場所。AM9:00-10:20、
♂はフライキャッチと地上で虫を捕えて 3-4 匹銜えるとブ

ッシュに向かって飛びおりて行った。♀は一度ヤマダ電
機の屋上外壁の隙間に入って行ったが、また出て来てブ
ッシュへの餌運びをした。9:45ニトリ側からブッシュに近づ

いて行き、幼鳥 3 羽を確認した。ブッシュにあまり近づくと
♂と♀が飛びおりて来てクワッ・クワッと警戒した声を出し
た。♂は短いさえずりをした。幼鳥への餌運びは主に♂

がしていた。 

倉本修 繁殖
4② 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2014/5/31 １羽 みなみ野駅西の「アクロス
モールみなみ野駐車場」 

みなみ野駅西の「アクロスモールみなみ野駐車場」へ立
ち寄り、3 階西側空調器のところで、イソヒヨドリ♀が８回
ほど餌を咥えての出入りを観てきました。12 時から 13 時

30 分頃でしたが、♂は一度も見られなかった。 

川上恚 繁殖
4① 

八王子
6F 

 549 イソヒヨドリ 2014/6/1 ３羽 グリーンウオーク多摩のニ
トリと東京海上グランドの
間 

♂1 羽幼鳥 2 羽。AM7：40-9：00、5/27 と同じ場所、ただ
し、幼鳥 2 羽はブッシュから出てニトリの軽自動車の下に
いた（昨年と同じパターン）。♂が餌運びをしていた。♂が

飛びおりると幼鳥が飛びだして来る。♀と幼鳥 1 羽は全く
姿を見せなかった。 

倉本修 繁殖
4② 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2014/6/1 １羽 南大沢三井アウトレット ♀1 羽。PM3:30、駐車場 4F から 34 番建屋を観察。♀1
羽がいたが、それ以外は観察できなかった。 

倉本修 繁殖
4② 

武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2014/6/3 ４羽 グリーンウオーク多摩のニ

トリと東京海上グランドの
間 

♂1 羽♀1 羽幼鳥 2 羽。AM8:20-9：30、6/1 と同じニトリ駐

車場の軽自動車の下。♂が餌運びををしていた。♀は一
度見ただけで直ぐ姿を消した。幼鳥 2 羽は車体の下に身
を潜め時々出て来て走り回り♂から虫を受け取ってい

た。 
★巣はヤマダ電機の屋上西北角の外壁の隙間にあると
思われる。地上からは見えないが壁に白く変色した糞が

こびりついているし、直下の地面にも糞の跡が見られた。 
★3羽の幼鳥が巣立ちしたと思う。途中から1羽が姿を消
した。 

倉本修 繁殖

4② 

武蔵府中

1D 

 549 イソヒヨドリ 2014/6/3 １羽 JR八王子駅北口東側付近 12時頃、オスが京王プラザホテルの屋上などの巣の付

近にいて鳴いていた。キジバトが近くに来ると追い払
った。観察時間が短かったためか巣への親の出入りは
確認できなかった。 

粕谷和夫 繁殖

5① 

八王子7J 

 558 キビタキ 2014/5/15 ２羽 川町谷戸 キビタキが先月に続いて 2 ヶ所でオスがさえずっていた。

先月から継続して留まっているので繁殖していると思わ
れる。 

粕谷和夫 繁殖

4⑥ 

八王子

2K 

 558 キビタキ 2014/5/16 １羽 長沼公園 霧降の道で声を近くで聞く。5 月半ばまで留まっているの
で繁殖していると思われる。 

粕谷和夫 繁殖
4⑥ 

八王子
9G 

 558 キビタキ 2014/5/18 １羽 宇津木保全緑地 2 ヶ所でオスがさえずっていた。5 月半ばまで留まってい

るので繁殖していると思われる。 

粕谷和夫 繁殖

4⑥ 

拝島8C 

 558 キビタキ 2014/5/19 １羽 南高尾・山下から西山峠
への登山道 

オスの餌運び 粕谷和夫他（高
尾山周辺探鳥
会） 

繁殖
4① 

八王子
0C 

 558 キビタキ 2014/5/19 １家 南高尾・中沢峠から山下

への登山道 

親子連れ（少なくともオス親 1 と巣立ち雛 2 羽はいた） 粕谷和夫他（高

尾山周辺探鳥
会） 

繁殖

4② 

与瀬9C 

 558 キビタキ 2014/5/24 １羽 暁町保全緑地 雑木林でエナガの群れを観察していると、オス 1 羽が現
れた。5 月 24 日まで留まっているので繁殖していると思

われる。 

粕谷和夫 繁殖
4⑥ 

拝島6A 

 558 キビタキ 2014/5/29 １羽 宇津貫緑地 1 ヶ所でさえずりを聞く、先月から継続して留まっているの
で繁殖していると思われる。 

粕谷和夫他 繁殖
4⑥ 

八王子
6E 

F 558 キビタキ 2014/5/30 １羽 高尾山の西側山頂下の江
川杉林 

奥高尾への入口の江川杉の所で昼飯を食べているとキ
ビタキが盛んにさえずってくれた。写真を撮って拡大して

みると餌を銜えていた。近くに巣があると思われる。  

粕谷和夫 繁殖
4① 

与瀬9E 

 558 キビタキ 2014/6/11 ５羽 小宮公園 鳴き声が聞こえた 久保山嘉男他
（定期カウント
参加者） 

繁殖
4⑥ 

拝島7A 

 558 キビタキ 2014/6/12 １羽 暁町保全緑地 雑木林でエナガ、コゲラ、シジュウかの混群の中にキビタ

キ♂１も混じっていた。5 月 24 日に続いて同じ場所での
観察であるので繁殖していると思われる。 

粕谷和夫 繁殖

4⑥ 

拝島6A 
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 558 キビタキ 2014/6/14 １羽 宇津木台保全緑地 ♂、5 月 18 日に続いて同じ場所での観察であるので繁殖
していると思われる。 

粕谷和夫 繁殖
4⑥ 

拝島8C 

 558 キビタキ 2014/6/20 １羽 川町谷戸 雑木林の中から♂の声が聞こえてきた 粕谷和夫 繁殖
4⑤ 

八王子
2K 

 561 オオルリ 2014/6/10 １羽 明王沢上流部 ♀1、下山途中、沢沿いの杉林で、近きから太い声？の

地鳴きと思われる声がするので立ち止まると、声が頻繁
になり遠くでオオルリの鳴き声もする。近くの地鳴きにオ
オルリと思われる鳴き声が混ざって聞こえる。5M ほど先

の小枝にオオルリの♀が居り、僕の方に向かってけたた
ましく鳴く（オオルリの鳴き声を短くしたような鳴き方）。双
眼鏡を向けてもカメラを向けても、逃げないし鳴き止まな

い。数 M 先に進むと追いかけるように数 M の距離をとり
枝移りして鳴き続ける。このことを 3・4 回繰り返した。♂も
10M ほど先まで来て鳴きたてた。 数十メートル先まで進

み、見えなくなると鳴き声は聞こえなくなった。 ♀の鳴き
声を初めて聞いた。 

門口一雄 繁殖

4⑤ 

与瀬4H 

 569 スズメ 2014/5/18 ３巣 京王線長沼駅 イワツバメの古巣を利用した繁殖。3 巣のうち、2 巣は巣
中の雛に親が餌運び中、1 巣は親の出入りあり。同じ場

所でヒメアマツバメも数組が営巣中。イワツバメの姿は無
し。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子
9G 

 569 スズメ 2014/5/30 ８巣 京王線・高幡不動駅ショッ
ピングセンター 

京王高幡ショッピングセンターのビル正面に使用中のツ
バメの巣は８個。賑やかです。駅エントランスホール部を

除く全面の 3～4 階部、モノレール駅への通路側外壁目
隠しの長い鐵柵の右端の一部（横幅約 8 メートル）内側
鉄桟に、横一列屋上までの数段に仲良く止まって夜明け

を待っています。 

渡辺敬明 繁殖
5① 

武蔵府中
3K 

 569 スズメ 2014/6/1 １羽 日野市新町 4 丁目 17 時 15 分。民家の受給電メーターボックスに営巣。一週
間程前に偶然通り掛かりで見つけた。親鳥は可成り警戒
心が強く、電線や屋根で長い事鳴いています。そして親

鳥が漸く巣にはいると雛の鳴き声が盛んに聞こえます。
再び親鳥が出てくるのに 17～8 分も掛かりました。目を
離した隙に出て行ったのかとさえ思った程です。 

神谷古牧 繁殖
5① 

立川0B 

 569 スズメ 2014/6/2 １家 八王子市絹ヶ丘の自宅 自宅屋根瓦の間から雛の声。二階の窓を開けると、親が

飛び出し、向かいの家の屋根から警戒の鳴き声が盛ん。 

山﨑悠一・久美

子 

繁殖

5① 

八王子

9G 

 569 スズメ 2014/6/28 １家 八王子市絹ヶ丘の自宅 ６月２日以降、屋根の３か所で時間差巣立ち。やっと、３
番目の巣立ちがあって、屋根に静けさが戻った。 

山﨑悠一・久美
子 

繁殖
5① 

八王子
9G 

 573 キセキレイ 2014/5/8 ２羽 高尾山口・駅前案内川 羽を震わせ、ねだる巣立ち雛に虫をあたえていた。 千葉槇子他(琵
琶滝コース定

期カウン)ト 

繁殖
5⑤ 

八王子
1F 

 573 キセキレイ 2014/5/15 ２羽 川町谷戸 オスメスが餌運びをしていた。近くに雛のいる巣があると
思われる。 

粕谷和夫 繁殖
4① 

八王子
2K 

F 573 キセキレイ 2014/5/23 ６羽 福寿園（南浅川町） 施設の一角に営巣して、親が餌運びをしていた。場所は
建物の軒下の物置場の一角で、写真の上段の大きい方

の段ボールの左側の隙間にむき出しで営巣していた。巣
中に雛が 4 羽いた。 

粕谷和夫 繁殖
5① 

八王子
1D 

 573 キセキレイ 2014/6/15 ２羽 種入り（上川口小学校裏
谷戸） 

何回も田んぼで餌を採って巣があると思われる方に運ん
でいた 

粕谷和夫他（八
王子里山クラブ

参加者） 

繁殖
4① 

拝島0E 

 587 カワラヒワ 2014/5/7 １家 岡本自宅（日野市豊田）付
近 

カワラヒワの巣立ち。朝9時前、巣立ち羽数不明、わが家
の前の道路。わが家の前の家の庭で雛が鳴きどおしで、
電線では親鳥が見守っている様子だった。雛の姿は見れ

なかったが、屋根に巣を作っている雀がカワラヒワを追っ
て一頻り賑やかだった。雛の声が移動し、親たちもそれを
追っていなくなった。道路というのは家の前の道のことで

す。道に出て我が家の向かいの家のどこかで雛鳥が鳴く
声を聞き、親や雀が騒ぐのを見ていました。 

岡本昭子 繁殖
5① 

武蔵府中
0H 

 610 ホオジロ 2014/6/9 ３羽 戸吹保全緑地 幼鳥 3 羽、緑地入口梅林の草むらから親 1、幼鳥 3 が飛
び出し上の梅ノ木に止まった。（尾羽の脇が白く、ホオジ

ロ成長と一緒にいたのでホオジロとしました。） 

門口一雄 繁殖
5⑤ 

拝島3E 

 610 ホオジロ 2014/6/13 ３羽 浅川・一番橋下流 300M 付
近付近 

幼鳥。右岸草地で親 1 と幼鳥 2 羽がヨモギの止まってい
た。 

門口一雄他（一
番橋～多摩川
合流カウントグ

ループ） 

繁殖
4② 

武蔵府中
2K 

 901 コジュケイ 2014/4/14 ４羽 高幡台団地緑地  下段に降りて進んでゆくとコジュケイ 1 羽がいるのに気が
ついた。コジュケイは私に気づくとすぐ前の藪の中に入っ
て行った。すると何処からともなくもう１羽が出て来てやは

り藪の中に入って行った。さらにもう 1 羽が反対側の藪か
ら出てきて向い側の藪に入って行った。さらに時間を置い
てもう 1 羽が反対側の藪の中から出てきて最初に藪に潜

った所に入って行った。2 羽は体がかなり小さく今年生ま
れの個体だろうと察しられた。 

佐藤サヨ子 繁殖
4② 

武蔵府中
3H 
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７．行動 
      

F 5 キジ 2014/2/11 ２羽 浅川・萩原橋下 野鳥が集まるスポットにキジの♂♀がいた。写真の左側
の地味な個体が♀です。キジがいた下の水面にはカワセ

ミ 1、コガモ 5、カワウ 5 も来ていた。 

粕谷和夫  八王子
6K 

F 5 キジ 2014/2/22 １羽 浅川・大和田橋下流左岸 白い雪の向こうにキジの赤い顔が見えた。その後悠然と
雪の上を歩き去った。  

佐藤哲郎  八王子
8J 

 5 キジ 2014/3/21 １羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

♂１羽が悠々と闊歩していた。 山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

F 5 キジ 2014/3/29 ３羽 浅川・長沼橋上流 長沼公園にカタクリの花を見に行く約束をしていたのでち

ょっと早めにサイカチ池を覗きに行きましたが、バン 1 羽
とオオバン 3 羽、コガモ 1 羽だけでしたが向かいの浅川で
キジが 3 羽もいてそのうちの 1 羽は大きな声で啼いてこ

のような羽を広げてくれました。  

佐藤サヨ子  八王子

9H 

 5 キジ 2014/4/2 ２羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

♂１羽、♀１羽が闊歩していた。 山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

F 5 キジ 2014/4/8 ２羽 浅川・一番橋下（上流側） 浅川の平山橋下（上流側）が野鳥が集うスポットになって
いた。キジがオスメス一緒にいた。コチドリ 1 羽、ツグミ 1

羽が水浴をしていた。カワセミ 1 羽がホバーリングしてい
た。 

粕谷和夫  武蔵府中
0H 

 5 キジ 2014/5/3 ２羽 浅川・長沼橋下流側４００
ｍの中州 

♂１羽、♀１羽が闊歩していた。 山﨑悠一・久美
子 

 八王子
9G 

F 26 オカヨシガモ 2014/1/2 ９羽 高月浄水場の池 池にいたカモの♂♀別にカウントした。コガモ♂9・♀6、

オナガガモ♂15・♀12、オカヨシガモ♂5・♀4 で、カルガ
モ、マガモ、ヨシガモはいなかった。アオサギ 1 羽、ダイサ
ギ 3 羽、カワウ 1 羽、カイツブリ 1 羽もいた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 30 マガモ 2014/1/5 ２羽 東中野公園の池 ♂1 羽、♀1 羽、マガモは♂と♀が仲良く水の中にいた

が、やがて♂だけが陸に上がって♀はずっと水の中だっ
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3F 

F 30 マガモ 2014/1/7 ７羽 浅川・ふれあい橋上流 初めマガモたちはカワウやほかの鳥たちとともにダイサ
ギと一緒に行動していたが、ダイサギたちが飛び去った

後、2 組は上流に向かって泳ぎだした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3K 

F 32 カルガモ 2014/1/24 １羽 北浅川 「名のみの春」とは言え気温１０度を超え少し汗ばむ午後
に、こんなシーンに出会いました。 

清水盛通  拝島1B 

F 32 カルガモ 2014/4/27 ２羽 高幡台団地緑地 あまりにも天気が良かったからでしょうか。裏山でカルガ
モ 2 羽にであいました。私を恐れるでもなく段々私の方へ

近づいて来ましたが、向こうからイヌを連れた方が現われ
るとびっくりして飛んでしまいました。川の鳥が山へ散歩
に来るなんて信じられない。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 34 ハシビロガモ 2014/1/7 １羽 多摩川・日野橋下 コガモやオオバンがたくさんいる中に１羽群れから少し離

れていました 足はオレンジ目は黄色尾羽と胸に白い羽
が見え翼に緑の羽が少し見えます ２枚目のは同じ場所
で１２月２９日に撮ったものです 会員の方にハシビロガ

モではないかと教えていただきました  

浜田早苗  立川3B 

F 35 オナガガモ 2014/1/5 ３羽 大栗川・東中野橋上流１０
０ｍ、下流１００ｍ 

オナガガモ３羽、コガモ 16 羽。野猿街道を横切って大栗
川にでるとコガモがたくさんいた。コガモを撮りたかったが
カメラを向けると動いてしまうのでうまくいかなかった。オ

ナガガモは 1 羽をのぞいて眠っているのか殆ど動かなか
った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3F 

F 35 オナガガモ 2014/2/12 １羽 湯殿川・稲荷橋下流側 野鳥が集まるスポットでカルガモ 4、コガモ 3、オナガガモ
♀1、カワウ 2 が一緒に観察できた。上流から別のカワセ

ミ 1 もやってきた。 

粕谷和夫  八王子
6G 

 38 コガモ 2014/2/21 53 羽 浅川左岸・一番橋下流、水
門の手前のなだらかな流
れ 

鴨の群れ（ヒドリカモ 6 羽、コガモ 53 羽）、朝 10 時前、水
面をしきりにせせって、採餌していた。ここにこの数が集
まったのは珍しい。 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

F 38 コガモ 2014/3/11 ３羽 南浅川の船田川合流付近 14:30～14:55、♂1、♀2 が一緒にいて、川で採餌してい

た。 

粕谷和夫  八王子

4J 

 46 キンクロハジ
ロ 

2014/1/2 １羽 北浅川・元木橋上流 カルガモ 11 羽 マガモ１羽 と一緒にいた。昨年の 12 月
ごろに天使病院堰付近にいた個体が移動したのかも知
れません。 

中村后子  拝島1B 

F 46 キンクロハジ

ロ 

2014/1/2 １羽 北浅川・元木橋上流 カルガモ 11 羽 マガモ 1 羽と一緒にいた。 中村后子  拝島1B 

F 46 キンクロハジ
ロ 

2014/1/5 １羽 北浅川・元木橋上流 50Ｍ この付近で何度か目撃されている同一個体と思われる。
カルガモの群れに混じって行動していた。身体の大きさ
は倍くらい差があるが。 

村山和夫  拝島1A 

F 62 カイツブリ 2014/3/17 １羽 南浅川・舟田川合流地付

近 

南浅川の舟田川合流付近は野鳥が集うスポットになって

いる。2014 年 3 月 17 日は 11:35～12:10 の間にカイツブリ
1 の他にカルガモ 1、カワセミ 1、ムクドリ 7、ハクセキレイ
1、セグロセキレイ 1 がいた。 

粕谷和夫  八王子

4J 
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 74 キジバト 2014/1/9 ３羽+ 高尾山・３号路ふじ道の分
岐 100m 手前 

谷側(かしき谷）のツルマサキの実を食べていた 千葉槇子他(琵
琶滝コース定
期カウン)ト 

 与瀬９E 

 74 キジバト 2014/1/16 30 羽

＋ 

高幡台団地緑地 30 羽＋α、裏山を歩く時、なるべく音をたてないように気

をつけて入るのですが、この気温では道に霜柱が出来て
いるのでサクサクと音がしてしまいます。そんな中、2 段
目の道に降りる手前で鳥たちに気づかれてしまい、一斉

に飛び立ったのは約 30 羽或いはもっといたかもしれませ
んがキジバトでした。ここでは多い時でも 5，6 羽でしたか
らびっくりしてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 74 キジバト 2014/2/14 １羽 八王子市下恩方町 降りしきる雪の中、地面の露出した木の陰で餌を啄んで

いました。鳥にとっては試練となる降雪です。 

清水盛通  拝島0A 

 
127 カワウ 

2014/1/2 30 羽 多摩川（浅川合流部） ダイサギ 20 羽と集団で採餌、上流から下流へ。 阿江範彦  武蔵府中
K4 

F 144 アオサギ 2014/1/22 １羽 小下沢林道の旧キャンプ
場付近の沢 

平場に多いアオサギが山の渓流に来ていた。 粕谷和夫  与瀬8H 

F 146 ダイサギ 2014/1/7 40 羽 浅川・ふれあい橋上流 初め数えたときは１８羽だったのですがだんだんに増え

て私が新井橋までいって戻ってきたら 40 羽以上になって
いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3K 

 146 ダイサギ 2014/2/12 ２羽 浅川・日野市民プール前 （オオダイサギ）、川の中にいた。1 羽は目先が青色に変
わっていた。ここでは希少 

門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン

トグループ） 

武蔵府中
2K 

F 146 ダイサギ 2014/2/21 ３羽 浅川・ふれあい橋付近 駅前まで買い物に行ったついでにふれあい橋を覗いてみ
ました。思ったより鳥たちは元気で賑やかでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3K 

 148 コサギ 2014/1/2 15 羽 多摩川（浅川合流部） ダイサギ 4 羽と集団で採餌、上流から下流へ。 阿江範彦  武蔵府中
K4 

F 148 コサギ 2014/1/27 ５羽 南浅川・舟田川合流付近 南浅川の舟田川合流付近は野鳥が集まるスポットで、コ

サギ 5 羽の他にカルガモ 12、バン 1、セグロセキレイ 3、
ハクセキレイ 2、ムクドリ 5 がいた。 

粕谷和夫  八王子

4J 

F 148 コサギ 2014/2/11 １羽 北浅川・陵北大橋下流の
木橋付近 

野鳥が集まるスポットにコサギが来て採餌していた。陵
北大橋下流の木の橋の付近は野鳥が集まるスポットに

なっていて、ダイサギ1、コサギ1、カルガモ2、セグロセキ
レイ 2、ハクセキレイ 1 がいた。その周辺の岸辺にはキジ
バト、アオジ、カシラダカ、ホオジロがいて、賑やかであっ

た。 

粕谷和夫  拝島2B 

 148 コサギ 2014/3/13 １羽 高尾山口駅前・案内川左
岸青葉橋 

モミの枝に止まってじっとしていた。当地では珍しい。 千葉槇子他(琵
琶滝コース定
期カウン)ト 

 八王子
1F 

 148 コサギ 2014/5/1 １羽 浅川・浅川大橋下流 カラーリングを付けたコサギがいた。右足に小さな白いリ

ング、左足の白いリングに黒字で５６Ｂの文字。 

若狭誠他（定期

Ｃ） 

 八王子

7K 

 175 オオバン 2014/1/2 ２羽 多摩川右岸昭和堰上流 昭和用水堰上流にオオバン 2 羽とカイツブリ 3 羽 粕谷和夫  拝島6E 

 193 ヒメアマツバメ 2014/3/18 不明 長沼駅改札口前 ２２時３０分に長沼駅改札口を通過すると、ヒメアマツバメ
の５羽以上のにぎやかな鳴き声が聞こえていた。 

山﨑悠一  八王子
9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/5/2 不明 長沼駅改札口前 ２２時ごろに長沼駅改札口を通過すると、同じようにヒメ
アマツバメの５羽以上のにぎやかな鳴き声が聞こえてい

た。 

山﨑悠一  八王子
9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/5/24 不明 長沼駅改札口前 ２１時３０分に長沼駅改札口を通過すると、ヒメアマツバメ
の５羽以上のにぎやかな鳴き声が聞こえていた。 

山﨑悠一  八王子
9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/6/20 不明 長沼駅改札口前 ２１時４０分に長沼駅改札口を通過したが、ヒメアマツバメ
の鳴き声が聞こえなかった。 

山﨑悠一  八王子
9G 

 299 セグロカモメ 2014/2/15 １羽 浅川・浅川橋下流の魚道

のある堰上空 

川に下りず何度か旋回して下流へ飛んで行った。（昨年

は2 月2 日に来て、数日、泳いだり、コンクリートの上でゆ
っくりしていた。2 羽の日もあった。） 

小澤礼子  八王子

6K 

 299 セグロカモメ 2014/3/3 ２羽 浅川左岸・平山橋下流グ
ランド予定地手前の川空 

小雨、朝 9 時ころ、ベニマシコを見ていた時に浅川上空を
遡って飛んでいった。いつもは 1 羽だが今回は 2 羽で連

れだっていた。【追記：粕谷和夫、同日 12 時 15 分頃、浅
川橋で上流に向かう 1 羽のセグロカモメを観察しました。
岡本さん観察の内の 1 羽であったかもしれません】 

岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

 383 カワセミ 2014/1/3 １羽 城山川・滝原新橋下流側 ♀、体長と同じくらいの魚をくわえて、枯れ枝、石に打ち

つけ、飲み込もうとしていたが、３０分ほどしてあきらめ、
放置。その後何度も水に飛び込んでいたが魚をくわえる
ことはなかった。 

千葉槇子  八王子

3K 

 383 カワセミ 2014/1/19 １羽 川口川・宮田橋下流側 野鳥の集うスポット（カワセミ 1 の他にカルガモ 24、コガモ

5、コサギ 1 が集う） 

粕谷和夫  拝島3C 

 383 カワセミ 2014/2/6 ２羽 浅川・大和田橋上流 ２羽のカワセミが飛んだ。１羽が魚をくわえていた。♂と
♀かどうかは不明。 

若狭誠他（定期
Ｃ） 

 八王子
7K 
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 383 カワセミ 2014/2/11 １羽 北浅川・南浅川合流手前
付近 

野鳥が集うスポットにカワセミ。他にイソシギ 1、イカルチ
ドリ 1、キセキレイ 1、セグロセキレイ 1、カルガモ 2、ダイ
サギ 1、コサギ 1 がほぼ同じ場所にいて、賑やかであっ

た。 

粕谷和夫  八王子
5K 

F 383 カワセミ 2014/2/11 １羽 浅川・鶴巻橋下の上流側 野鳥の集うスポットにカワセミがいた。鶴巻橋から川を覗
くと右岸のワンド状の所にコサギ 1、アオサギ 1、カワセミ
1、カルガモ 2、カワウ 4 が一緒にいて、このうちカワセミ、

コサギ、アオサギが 1 枚の写真に収まってくれた。 

粕谷和夫  八王子
5K 

F 390 コゲラ 2014/1/2 １羽 浅川・一番橋下流 200～
300Ｍ 

コゲラの雄は耳羽の上方に赤色羽がある。観察していて
も見難い部分です。たまたま撮れたので投稿します。見
たときは怪我をして傷口が表れているのかと思いました。 

村山和夫  武蔵府中
1K 

F 390 コゲラ 2014/1/27 １羽 富士森公園 富士森公園のグランド側メタセコイアの木。熱心にカマキ

リのタマゴ（卵鞘・らんしょう）を突いていた。冬の大事なタ
ンパク源でしょうか。 

村山和夫  八王子

6H 

 390 コゲラ 2014/6/11 １羽 日野市新町 5 丁目 4 時 55 分、林の中に立つ枯れ木の天辺付近でドラミン
グ。同所では 6 月 5 日の同時刻頃にも姿は見えなかった

が同じドラミングが聞こえた。 

神谷古牧  立川0B 

F 397 アオゲラ 2014/1/5 ２羽 片倉の集いの森公園 朽ちた枝の樹皮を剥がし、中に潜んでいる虫を食べてい
た。この林はアオゲラの巡回コースになっていて毎日現
れる。木の葉が落ちて観察し易い。 

村山和夫  八王子
6G 

F 397 アオゲラ 2014/1/10 １羽 長沼公園 カワセミ会定例観察会時に出た。頭部の赤さが目立つ雄

です。同じ場所で暫く木を叩いていた。 

村山和夫  八王子

9G 

F 397 アオゲラ 2014/3/11 １羽 高幡台団地緑地 ここではアオゲラもアカゲラもよく見かけるのですが、今
期は両種ともあまり姿を見かけませんでした。木の二股
の所に顔を突っ込んで何かを食べていたようでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 406 シロハラ 2014/2/12 １羽 浅川・日野市民プール前 プール前右岸下流 100M 付近で確認した。ここでは希少 門口一雄他（一番橋

～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中

2K 

 406 シロハラ 2014/2/17 １羽 長沼公園 長沼公園尾根道南端のサクラ根元から飛び立ち小枝に
止まる。 

門口一雄他（長沼公
園カウントグループ） 

八王子
9G 

 420 モズ 2014/1/12 ２羽 浅川・萩原橋上流右岸 モズ♂の近くに♀を観察。 若狭誠他（冬鳥

一斉） 

 八王子

6K 

F 420 モズ 2014/1/20 １羽 北浅川・小田野中央公園 昼食時、小田野中央公園で出会いました。ちょうどエンジ
ン付きブロワで落ち葉を吹き飛ばして餌が撮りやすかっ
たようです。モズが見つけた餌は大きなミミズ、緑色の昆

虫（名前は？）のようです。 

清水盛通  拝島1A 

 427 カケス 2014/4/10 ３羽 長池公園 アンテナ基地周辺 倉本修  武蔵府中
1C 

 429 オナガ 2014/1/24 33 羽 浅川左岸.平山橋下流の
河川敷グランド界隈 

朝 10 時頃、河原の枯れ木から枯れ木に鳴きながら飛び
回っていた。シュロの鬚の中を漁るもの。榎の下に漁るも

のもいた。 

岡本昭子  武蔵府中
0H 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/2/13 ２羽 清滝駅近くの高橋家の柿
木 

このコースでハシボソガラスはめずらしい。渋柿をついば
んでいた。 

千葉槇子他(琵
琶滝コース定
期カウン)ト 

 八王子
1F 

F 435 ハシボソガラ

ス 

2014/3/3 １羽 高月水田 田んぼで採餌していたハシボソガラスが餌を採る時に瞬

膜を閉じていた。 

粕谷和夫  拝島6F 

F 435 ハシボソガラ
ス 

2014/3/8 １羽 浅川・平山橋下流 ハイタカに襲われたムクドリをハシボソガラスが横取りし
たようです。 

登坂久雄  武蔵府中
0H 

 435 ハシボソガラ
ス 

2014/6/11 １羽 日野市新町 5 丁目 4 時 50 分、クリーム色の 2～3 センチのものを銜えてハシ
ボソガラスが擁壁沿いに畑地を歩いている。暫くして擁壁

にある水抜き用の 5～6 ㌢ほどの穴にそれを入れる。外
から一旦様子を眺め、更に奥に押しやる様子。その後再
び様子を眺めてから飛び去る。  

神谷古牧  立川0B 

F 442 ヤマガラ 2014/1/21 ２羽 小宮公園管理事務所上の

樹上 

行動的でヤンチャな感じのヤマガラがポーズを作りまし

た。実は飛び立つ寸前です。 

村山和夫  拝島7A 

 445 シジュウカラ 2014/4/11 ６羽 長沼公園 クヌギの花序をついばんでいた。 門口一雄他（長
沼公園カウント
グループ） 

 八王子
9G 

 452 ヒバリ 2014/1/26 10 羽 浅川左岸・平山橋下流の

グランド予定地 

朝 9 時、刈られた後の枯れた草地に揃って何かをついば

んでいたがラジコン機の音で一斉に飛んで離れた場所へ
移動 

岡本昭子  武蔵府中

0H 

F 452 ヒバリ 2014/2/3 12 羽 浅川・平山橋と一番橋の
中間付近にある左岸の草

地状広場 

冬のヒバリの集団。浅川で減少したヒバリであるが、この
芝状の草地ではヒバリが健在である。12 羽の集団が地

上で採餌していた。 

粕谷和夫  武蔵府中
1J 
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 452 ヒバリ 2014/2/25 １羽 浅川左岸・平山橋下流グ
ランド予定地 

朝 9 時半ころ、ほとんど雪が消えたのでヒバリを見つけに
くかったが、1 羽が囀りながら揚がって空を一巡して降り、
他の 4 羽と一緒に採餌した。道を行く人たちも眺めてい

た。空での囀りは今季初認 。【追記：勝股朗郎、実は平
山橋下流グランドで初ひばりを見たとの岡本さんの 25 日
の鳥信メールを拝見して、私も翌日同グランドへ昼ごろ出

かけたところ、運よく雲雀が眼の前のグランド中央から飛
び上がり、すぐに降りて来た光景を見ることができ、下記
の句を昨日の同人会に出したら、1 点だけですが互選に

入りました。 
  揚がりつめすぐに落ちたる初雲雀  あきを】 

岡本昭子  武蔵府中
0H 

F 452 ヒバリ 2014/3/8 １羽 浅川・平山中学校裏付近 今シーズン初めてヒバリのさえずりを聞きました。写真
は、空中で囀った後に地面に降りて来た個体です。 

登坂久雄  武蔵府中
1H 

F 457 ツバメ 2014/5/4 ６羽+ 片倉城跡公園 定期カウントで、最近できた人工湿地にツバメが繰り返し

飛んできて、土を咥えて運んでいた。 

浜野建男  八王子

7G 

F 461 イワツバメ 2014/1/7 １羽 多摩川・日野橋付近 昨年１２月と今年１月ヒメアマツバメと一緒に飛ぶイワツ
バメを見かけました 河原には小さなカのような虫がたく
さん飛んでいて餌はあるようでした （少し遅い鳥信にな

りました） 

浜田早苗  立川3B 

F 463 ヒヨドリ 2013/12/18 10 羽 浅川左岸一番橋 500m 下
流、日枝神社（日野市川辺
堀之内） 

大木の枝からまるである鳥のディスプレイのように「踊る
ように飛んではまた枝に舞い戻り、また飛び立つ」を繰り
返していました。ヒヨドリのいつもの飛び方とは違って、こ

れほど自在に飛べるものかと思わせるくらい変化に富ん
だものでいつまでも見飽きませんでした。良く見ると小さ
な虫の大群が舞っていてそれを捕食していたと見えまし

た。遅ればせながらその時の写真をアップします。 
（虫が見えるように無理やりトリミング拡大しています。） 

岡本昭男  武蔵府中
2K 

 463 ヒヨドリ 2014/2/9 １羽 八王子市天神町 14時過ぎ、粕谷自宅近くの6階建マンションの屋上のフェ
ンスから何回もフライキャッチして捕まえたであろう虫を

食べる仕草が観察された。前日の大雪で地上は雪に覆
われているための行動かどうかは不明。一方で冬でも人
の目には見えない虫が飛んでいることは確かであると思

った。 

粕谷和夫  八王子
6J 

 463 ヒヨドリ 2014/4/11 10 羽 長沼公園 クヌギの花序をついばんでいた。 門口一雄他（長沼公
園カウントグループ） 

八王子
9G 

F 463 ヒヨドリ 2014/5/23 １羽 八王子市下恩方町 サクランボの木を独占するもやって来たヒヨドリを深追い
し､その隙に別のヒヨドリがご覧のように悠々と美味しくい

ただいてます｡ ちなみに食してみましたが､独り占めと同
じくそれ程は甘くない!  

清水盛通  拝島0A 

 464 ウグイス 2014/1/28 １羽 宇津木台中公園植え込み AM１１．３０、チャッチャッと姿も見え隠れしながらの地鳴
き、狙っていたらしい猫から間一髪飛び出す 

傍島玲子  拝島8C 

F 464 ウグイス 2014/2/18 １羽 高尾山 1 号路・登山口から

布流の滝の間 

 雪の 1 号路脇のアオキの中で地鳴きをしていたウグイ

スが姿を見せてくれた。採った餌を咥えていた。 

粕谷和夫  八王子

1F 

 464 ウグイス 2014/4/29 １羽 森自宅（高尾町） 自宅 西側庭。11:00 くらいに庭仕事をしていたら、東より
飛んできて敷地内のモチノキにとまり、「ホーホケキョ」と
鳴いては枝を移動しそれを３回くらい繰り返し、東へ飛び

去った。自宅の庭でさえずる姿を見ることができ、感激。 

森久美  八王子
2G 

 464 ウグイス 2014/6/9 １羽 森自宅（高尾町） 2014/5/13,23,6/2,5,9 の各日。自宅 東側斜面。声 主に
8:00〜12:00 くらいに聞くことが多い。ウグイスがよく鳴く日
は、ガビチョウはあまり鳴かないような気がする。朝、今

日は「ガビチョウデー」だな、とか思う。 

森久美  八王子
2G 

 466 エナガ 2014/4/11 10 羽 長沼公園 クヌギの花序をついばんでいた。 門口一雄他（長沼公
園カウントグループ） 

八王子
9G 

 480 センダイムシク
イ 

2014/4/16 １羽 長池公園 さえずりと姿を確認した 倉本修  武蔵府中
1C 

 480 センダイムシク

イ 

2014/4/25 ２羽 長池公園 1 羽はさえずりのみで、姿は見られなかった。1 羽はさえ

ずりと姿を確認した。 

倉本修  武蔵府中

1C 

F 485 メジロ 2014/1/5 ２羽 片倉の集いの森公園 クヌギの樹液を吸いにやって来た。同様の行動はヒヨドリ
でも見られる。 

村山和夫  八王子
6G 

 485 メジロ 2014/2/18 ２羽 南浅川（案内川と小仏川
の合流地付近） 

咲き出した白梅の花に来て、吸蜜していた。 粕谷和夫  八王子
2G 

 485 メジロ 2014/4/11 ５羽 長沼公園 クヌギの花序をついばんでいた。 門口一雄他（長沼公

園カウントグループ） 

八王子

9G 

F 492 オオヨシキリ 2014/5/1 １羽 浅川・暁橋上流 定期カウントの集合場所でオオヨシキリの声。定期カウン
ト区間（鶴巻橋～大和田橋）の５カ所でオオヨシキリを確
認した。  

若狭誠他  八王子
8K 

F 492 オオヨシキリ 2014/5/31 ３羽 多摩川・栄町近く（我が家

の裏） 

今年はオオヨシキリが元気だ。我が家の裏の土手から 3

羽ぐらい確認できる。  

福本健  立川1B 

 499 セッカ 2014/1/12 ２羽 浅川・浅川大橋下流 冬の間はあまり見かけないセッカが２羽並んで止まって
いた。カップルでしょうか。 

若狭誠他（冬鳥
一斉） 

 八王子
7K 



65 

F 499 セッカ 2014/1/23 ３羽 浅川・萩原橋下流 200Ｍ右
岸 

セッカは度々現れて見るのは簡単だが観察は難しい。直
ぐに草叢に潜り込んで姿が見えなくなる。 

村山和夫  八王子
6K 

F 506 ムクドリ 2014/2/3 １羽 浅川・平山橋下の上流側 冬でも青草の茂る浅川。浅川の水温が高いためか、冬で
も緑いろの草（エゾノギシシシなど）が勢いよく育ってい

る。その草の株近くで 1 羽のムクダリが採餌していた。  

粕谷和夫  武蔵府中
0H 

 514 トラツグミ 2014/2/13 １羽 高尾山・６号路大山橋 西斜面のイイギリで、ヒヨドリ６羽、シロハラ２羽と実をつ
いばんでいた。 

千葉槇子他(琵琶滝コ
ース定期カウン)ト 

八王子
0E 

 518 クロツグミ 2014/6/4 １羽 高尾山・富士道 富士道の中程の地面で採餌 してました。 管野桂子  与瀬9E 

 521 シロハラ 2014/1/7 ２羽 高幡台団地緑地 2、3 日前から目の前の地面から突然飛んでゆく鳥がいた
が、確認できずにいた。しかし今日初めてその正体を確

認した。シロハラだった。裏山の木々をスピード上げて飛
んで行った先を目で追って止まった先を見るとシロハラだ
った。1 羽が飛ぶと後を追うようにもう 1 羽が飛んで行っ

た。この裏山では、今期初認である。       

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 521 シロハラ 2014/1/27 １羽 富士森公園 富士森公園の平和の像付近。落葉を掻き分け採食して
いました。昨シーズンは、ある場所に定着した個体がい
て観察が容易でしたが今シーズンは初めて出会いまし

た。 

村山和夫  八王子
6H 

F 521 シロハラ 2014/2/11 １羽 高幡台団地緑地 中々姿を現さなかったので気になっていたが雪の中にや
っと姿を見せてくれた 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 521 シロハラ 2014/2/12 １羽 小宮公園 下の駐車場付近で採餌していた 久保山嘉男他
（定期カウント

参加者） 

 拝島7A 

F 521 シロハラ 2014/2/13 １羽 小宮公園 誰もいないこげらの道で、シロハラが眼の前で採餌して
いて、リュウノヒゲの実を銜えたところの写真が撮れた。 

粕谷和夫  拝島7A 

F 521 シロハラ 2014/4/1 ４羽 高幡台団地緑地 裏山の桜も８分まで咲き、またスミレも咲き始めた中で風
がとても冷たい朝でしたが、ガビチョウが数羽落ち葉をひ

っくり返していたので双眼鏡で確認するとその向こうに４
羽のシロハラが同じように落ち葉をひっくり返していまし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 521 シロハラ 2014/4/5 １羽 小宮公園 瞬膜を閉じて採餌するシロハラ、雑木林で採餌するシロ

ハラ、落ち葉に頭を突っ込む時は眼の瞬膜を閉じている
ようである。 

粕谷和夫  拝島7A 

 521 シロハラ 2014/4/14 １羽 小山内裏公園 内裏池周辺 倉本修  八王子
9C 

 521 シロハラ 2014/4/22 ４羽 小山内裏公園・戦車道 AM7:40、神奈中バス車庫南側の林の斜面で 4 羽が同じ

草地で採餌していた。 

倉本修  八王子

9C 

 525 ツグミ 2014/1/9 10 羽
+ 

高尾山・３号路ふじ道の分
岐付近 

かしき谷を越えて南へ次々と飛んで行った 千葉槇子他(琵琶滝コ
ース定期カウン)ト 

与瀬９E 

 525 ツグミ 2014/4/20 26 羽 長池公園 AM8:20、公園南口近くの樹の梢に 26 羽が集結してとまっ
ていた。それが一斉に北方向に飛び去った。その後30分

位するとまた、同じ梢に 11 羽が集まってきて一斉に同じ
北方向に飛び去った。 

倉本修  武蔵府中
1C 

 525 ツグミ 2014/6/14 １羽 多摩川・中央線鉄橋上流
右岸市営住宅前 

8 時 40 分、土手に近い河川敷内の木に留まる。この時期
に未だ居るとは驚き。証拠写真を撮る事が出来た。但し、

茶色味の少ない珍しい個体。 

神谷古牧  立川1B 

 536 ルリビタキ 2014/1/14 １羽 長池公園 ♀、アンテナ基地近くで姿を見た 倉本修  武蔵府中
1C 

 536 ルリビタキ 2014/1/16 １羽 小宮公園 前季と同じ場所付近にいた。 久保山嘉男他（定期
カウント参加者） 

拝島7A 

F 536 ルリビタキ 2014/1/19 １羽 小宮公園 カメラのピントが合わない程、近くに寄って来た。ルリビタ

キを撮っているカメラマンが餌付けをしているので人馴れ
している。気分が悪い。今日も数名のカメラマン氏が張り
付いていた。 

村山和夫  拝島7A 

F 536 ルリビタキ 2014/1/23 １羽 高幡台団地緑地 ちょっと遠すぎたので撮れるか分からずにシャッターを押

したらこんな変な画像になってしまいました 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 536 ルリビタキ 2014/1/24 １羽 高幡台団地緑地 昨日見たルリビタキとよく似ていますが、場所は全く違っ
たところですので♂なのか♀なのかわかりません。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 536 ルリビタキ 2014/1/29 １羽 高幡台団地緑地 ルリビタキが出てくる前にジョウビタキの♂と♀がいたの
ですが隠れてしまったのでまた出てくるのを待っていたら

このルリビタキが出てきました。翼のところがブルーにな
りかかっているところを見るとこれは♂だと思われます 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 536 ルリビタキ 2014/2/18 １羽 高幡台団地緑地 ♂、裏山は人が 1 人か２人入ったような足跡はありました
が、積雪は５，６０センチあって歩きにくいためこの鳥を見

つけた時もカメラを出すのに手間取っていいショットは撮
れませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 536 ルリビタキ 2014/2/22 １羽 高幡台団地緑地（水道局
用地） 

大雪の跡はルリビタキの♂に出会う回数が増えました。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 
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F 536 ルリビタキ 2014/2/23 １羽 長池公園・長池 凍った池の表面を行ったり来たりしていました 山田満喜男  武蔵府中
1C 

F 536 ルリビタキ 2014/3/7 １羽 高幡台団地緑地 天気予報に反して昨日の寒さがウソのような穏やかな春
らしい今日は小鳥たちにとっても嬉しいお天気だったよう

です。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 536 ルリビタキ 2014/3/11 １羽 高幡台団地緑地 風は少し冷たいが太陽がまぶしいほどの光でこのルリビ
タキはあまり逃げもせず地面で何かを拾っては木の枝に
飛びあがるを繰り返していた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 540 ジョウビタキ 2014/1/7 １羽 浅川・ふれあい橋上流 ♂、カシラダカやツグミなどたくさんの鳥を見て帰る途中、

ジョウビタキがいるのに気が付きました 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3K 

F 540 ジョウビタキ 2014/2/1 １羽 高幡台団地 67 号棟 買い物から帰ると入口の前にコジュケイのヒナがいた。
私を見ると急いで前庭に入ったのでカメラを持ってきて見
るとすでに姿はなくジョウビタキの♂がいた。さらに飛ん

だので裏庭を見るとジョウビタキはそこにいた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 540 ジョウビタキ 2014/2/15 １羽 高尾町・森自宅東側山斜
面 

♀、カシラダカを見ていたら、飛んできて、枝先や、倒木
の幹にとまったりして、数分裏にいたが、飛んで行ってし
まい、しばらくしてもう一度やってきた。 

森久美  八王子
2G 

F 540 ジョウビタキ 2014/2/20 １羽 高幡台団地緑地 ♀、裏山は大分雪の厚さが減ってきたとは言え、日影は

25 センチ以上あって、歩きにくさは変わりません。そんな
中で小鳥たちは雪の上を飛んだり雪を食べたりしていま
した。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 573 キセキレイ 2014/1/23 １羽 宇津貫緑地の調整池 宇津貫緑地の調整池が凍っていて、氷の上でキセキレイ

が何やら採餌していた。 

粕谷和夫  八王子

6E 

F 580 ビンズイ 2014/1/2 ４羽 浅川・一番橋下流部 200～
300Ｍ右岸 

歩道の下の草叢で採食していた。 村山和夫  武蔵府中
1K 

F 580 ビンズイ 2014/1/25 ３羽 浅川・新井橋下流 500Ｍ右
岸 

同じ仲間のタヒバリに似ていますが、背面の緑色が濃く、
頬の白斑でビンズイと判断しました。人が近づくと上では

なく前へ前へと飛びます。 

村山和夫  武蔵府中
3K 

F 580 ビンズイ 2014/2/3 ３羽 浅川右岸・新井下流側 浅川右岸の堤防を新井橋の方に向かって歩いていると
南の方から小鳥 3 羽が飛んで来て直ぐ近くの木にとまっ
た。ビンズイであった。 

粕谷和夫  武蔵府中
3K 

 580 ビンズイ 2014/4/23 ５羽- 高幡台団地緑地 ４～５羽、風邪で一週間も寝込んでしまったので、裏山は

どうなっているかと気になっていましたが、セーターを２枚
着てそのうえジャンパーを羽織って入りましたがそれでも
寒かった。入り口の階段の所に小鳥が何羽か群れてい

たので確認するとビンズイでした。カメラを向けると皆隠
れてしまって撮れませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 584 タヒバリ 2014/2/5 20 羽 高月水田 野鳥の集うスポット。2 枚の接する田んぼにハシボソガラ
ス 65 羽、スズメ 100 羽、ムクドリ 40 羽、タヒバリ 20 羽、ツ

グミ 1 羽がいて賑やかだった。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 584 タヒバリ 2014/2/21 １羽 北浅川・陵北大橋下流 残雪の上で軽やかにステップを刻み、遊んでいるようでし
た。（実際は雪に落ちた羽虫を食べていたようです。） 

清水盛通  拝島2B 

F 587 カワラヒワ 2014/1/10 16 羽 程久保運動場 私の部屋の筋向いに程久保運動場があります。早朝は
キャッチボールを楽しむ人ランニングをする人、土曜日は

サッカーを子供たちに教える人、日曜は少年野球をやっ
ている人たちとみんなが楽しむ場所ですが今日は寒かっ
たのでカワラヒワも体を温めてほぐしに来たのでしょうか  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 587 カワラヒワ 2014/2/7 ８羽 高幡台団地緑地 最近この緑地にカワラヒワがよく団体でやってきます。

木々に止まったり、地面を突いたりいつも行動は全員一
緒にやっています。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 587 カワラヒワ 2014/2/21 12 羽 日枝神社（日野市） 朝 10 時ころ、檜の樹下の日だまりで採餌。 岡本昭子  武蔵府中
0H 

 602 イカル 2014/1/16 30 羽

+ 

小宮公園 高い木を素早く移動していた 久保山嘉男他（定期

カウント参加者） 

拝島7A 

F 602 イカル 2014/1/25 20 羽
＋ 

北浅川・小田野中央公園 地上の平穏を確認すると、群れは小さな声で鳴き交わし
ながら一斉に樹上より舞い下ります。しかし休日の公園
に平穏は長続きせず、通行人や子供の嬌声で再び樹上

に舞い上がるの繰り返し。地上に落ちているエノキの実
を「プチプチ」させながら食べています。 

清水盛通  拝島1A 

F 602 イカル 2014/2/24 100
羽+ 

北浅川・小田野中央公園 先日の雪はまだ地面を覆ったままですが、エノキの周り
には黒い土がのぞき始めイカルの集団が日に日に大きく

なってきました。安全確認の鳴き声とともにいっせいに地
面に降り、プチプチと音を立てて食べ始めますが近くを通
る散歩のたびに再び樹上に飛び上がります。 

清水盛通  拝島1A 
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 602 イカル 2014/3/1 100
羽+ 

元東京都畜産試験場跡地
の緑地 

私の住まい近くの元東京都畜産試験場跡地の緑地（八
王子３G) でも 3 月 1 日、2 日にイカルの大群が大騒ぎを
しています。3 月 1 日はにぎやかな声と飛び回る姿を見ま

した。3 月 2 日は 30 羽以上を数えることができ、その周り
からももっとたくさんのイカルがいることがわかる鳴き声
が聞こえました。スズメのねぐら入りの騒ぎ並みのにぎや

かさでした。２日に会ったカメラを持った方によると 3 月 1
日には雪の解けた草の上に 100 以上がいたそうです。こ
の冬は１２月頃からイカルをよく見ますが、こんな大群に

はびっくりです。この土地には東京都の支援学級が建設
されるそうで、そびえていたメタセコイアの樹列も伐採中
です。 

住まい近くでいろいろな鳥が楽しめたのも今年限りかもし
れません。 

横山由美子  八王子
3G 

F 602 イカル 2014/3/2 20 羽
+ 

狭間公園と町田街道の間
の空き地 

枝に止まった 1 羽が見えた。その後、20 羽以上が集団で
行動していた。昨日は 100 羽規模の集団がいた。 

山田満喜男  八王子
3G 

 602 イカル 2014/3/6 ６羽 大平公園（南大沢 3 丁目） 6 羽が公園の林の梢に止まっていた 倉本修  与瀬0C 

 602 イカル 2014/4/21 １羽 八王子城跡・御主殿の滝

先の広場付近 

ヒヨドリの中にまじっていた。 若狭誠、中村

后子、他１名 

 八王子

0H 

 602 イカル 2014/5/9 声 小田野中央公園 １４時３０分頃、小田野中央公園の方から声が聞こえた。 中村后子  拝島1A 

 602 イカル 2014/6/19 １羽 高尾山ケーブルカー山上
駅 

高尾山山上駅の上のモミの木にイカル１羽鳴いていまし
た。 

中村后子 他３
名 

 八王子
0F 

 610 ホオジロ 2014/2/6 １羽 浅川・萩原橋下流 さえずっていた。寒かったが天気は良かったのか、初さえ
ずりです。 

若狭誠他（定期
Ｃ） 

 八王子
6K 

 610 ホオジロ 2014/2/8 10 羽

＋ 

浅川左岸・平山橋下流

200m ほどの堤防下の草
地 

朝 10 時ころ、雪の降る中、あちこちと採餌しながら下流

へ移動していた。カシラダカが混じっていた。 

岡本昭男・昭子  武蔵府中

0H 

F 610 ホオジロ 2014/2/12 １羽 湯殿川・住吉橋から約 300
ｍ上流 

ホオジロの雪浴、河原の雪の上にいた 1 羽のホオジロガ
雪上で雪浴を始めた。野鳥の水浴、砂浴、煙浴、蟻浴な

どは知られているが、雪浴は初めての観察だ。スズメの
砂浴と同じような仕草であった。 

粕谷和夫  八王子
7G 

 617 カシラダカ 2014/1/2 12 羽 北浅川・松枝橋上流 雑木林の中から飛び出した。 中村后子  拝島3B 

 617 カシラダカ 2014/1/5 10 羽 浅川左岸・平山橋下流の
グランド予定地 

朝 9 時 20 分、グランド予定地の枯芝で何かをしきりに啄
んでいた。少年たちのサッカーのボールが飛んでくると少

し飛び再びそこで啄む。北風に冠をたてるものもある。寒
い朝だった。 

岡本昭子  武蔵府中
0H 

F 617 カシラダカ 2014/2/5 ４羽 高月水田 田んぼでホオジロ、タヒバリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソ
ガラスなどが集団で採餌していた。カシラダカも 4 羽が採

餌していた。  

粕谷和夫  拝島6F 

 617 カシラダカ 2014/2/8 ５羽
＋ 

浅川左岸・平山橋下流
200m ほどの堤防下の草
地 

朝 10 時ころ、雪の降る中、雪の積もった枯れ草を潜った
り、あちこちと採餌しながら下流へ移動していた。ホオジ
ロの群れにまじっていた。 雪の積む草くぐり出でかしら

だか  昭子 

岡本昭男・昭子  武蔵府中
0H 

F 617 カシラダカ 2014/2/11 ３羽 浅川左岸・鶴巻橋上流側
の堤防の側面 

3 日前の大雪で地面が雪で覆われているため、所々枯草
が露出している所に集まって来ている採餌。別の同じよう
な場所ではホオジロ、アオジ、スズメが一緒に集まって採

餌。いつもより人が近づいても逃げなかった。 

粕谷和夫  八王子
5K 

 617 カシラダカ 2014/2/12 60 羽 浅川・ふれあい橋付近 一面雪に覆われた中で、一部雪のない草地で餌をつい
ばんでいた。ここでは希少 

門口一雄他（一番橋
～多摩川合流カウン
トグループ） 

武蔵府中
3K 

 617 カシラダカ 2014/2/15 ３羽 高尾町・森自宅東側山斜

面 

昨日は、大雪で京王高尾線も一日不通。わが車も、金曜

日なんとか駐車場におしこんだら、雪に埋もれ、とても外
に出せる状況にもなく、目の前の甲州街道も歩道は人の
歩ける状態ではなく、車道は轍が一車線分しかなく…。

通るのは、たいてい人で、たまに車という状態です。それ
で、家から一歩も出られない状態でしたので、キッチンか
ら裏山を見る時間が長く、木の下は真っ白でしたので、い

つもは薮の下で見えない鳥達を見ることができました。今
年は鳥が少なくて見られないと思っていたので、雪のお
かげで見ることができました。気がついた 14：00 ころから

ずっと、雪の上を餌をついばみながら、ちょんちょんと移
動。見えなくなってもまた戻ってきてずっと雪上を移動し
ていた。 

森久美  八王子

2G 

F 624 アオジ 2014/1/27 ８羽 高幡台団地緑地 裏山の奥の方に行ってみると福祉園の職員住宅の近く

にアオジをみつけた。近ずくとブッシュの中からたくさん出
てきたのにびっくり 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 624 アオジ 2014/1/29 ６羽- 高幡台団地緑地 ５～6 羽、アオジはジョウビタキやルリビタキなどと一緒に
笹藪と地面を行ったり来たりしているようですね 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 624 アオジ 2014/2/11 ６羽 高幡台団地緑地 シロハラを撮っていたらその向こうにアオジがいた。愛を

ささやいているようだったが、振られたみたい。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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F 624 アオジ 2014/2/20 １羽 高幡台団地緑地 ♂、ジョウビタキと一緒にいたのはアオジでした。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 624 アオジ 2014/2/21 １羽 浅川左岸・一番橋下流水
門の土手 

朝 10 時ころ、常緑樹の下 岡本昭子、昭
男 

 武蔵府中
0H 

 624 アオジ 2014/4/23 １羽 高幡台団地緑地 アオジ♂１羽、山の中腹辺りに来るとやはり鳥がいた。２

羽はキジバトだったが、目の前の１羽はアオジの♂だっ
た。私を見るとすぐさま藪の中にもぐりこんでしまった。来
週は５月だと言うのに冬鳥が未だいるのびっくりしまし

た。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 628 オオジュリン 2014/2/21 １羽 浅川・暁橋下 雪が積もっても橋の下は地面が露出しているためホオジ
ロやカシラダカが多く見られます。オオジュリンもいまし
た。  

若狭誠  八王子
7K 

 148 コサギ 2014/2/1 19 羽 南浅川・睦橋下流側 １本のヒマラヤ杉に、１９羽が集まっていた。 山浦秀雄  八王子

4J 

 464 ウグイス 2014/6/5 １羽 八王子市台町 富士森公
園付近 

10:30 大きな鳴き声（囀り）を聞く 当地でこの時期は珍し
い 

古山隆  八王子
6H 

８．通過 
   

   

F 480 センダイムシク

イ 

2014/5/4 ２羽 つどいの森公園 センダイムシクイの声が聞こえたので探していると、声と

は別に枝に止まっている個体を見つけた。かなり長い
間、同じ場所で左右を気にしながら、鳴きもせず、動かず
にいた。 

浜野建男  八王子

6G 

 558 キビタキ 2014/4/29 １羽 黒川清流公園 新緑の中でキビタキが１時間ほどさえずるのが聞こえま

した 

浜田早苗他会

員１名 

 武蔵府中

0K 

F 561 オオルリ 2014/4/19 １羽 黒川清流公園 オオルリ♂。湧水池奥の大ケヤキの中で枝から枝へ飛
び移り時々小さい声で鳴いていました  

浜田早苗  武蔵府中
1K 

 561 オオルリ 2014/4/29 １羽 長池公園 アンテナ基地近くの林でさえずっている姿を確認した。同
じ林周辺でさえずりながら活発に飛びまわり 5/1 までい

た。 

倉本修  武蔵府中
1C 

 463 ヒヨドリ 2014/4/12 40羽 滝山丘陵上空 20羽程の群れが 2群，移動していった。 多摩川滝山城
跡下定期 C（宮
越・倉本・古山） 

 拝島7E 

９．集団ねぐら 
 

【スズメが高幡不動駅の人工構造物にねぐら形成】 
   

 148 コサギ 2014/1/17 64 羽 元横山公園（浅川・浅川大
橋横 ヒマラヤ杉） 

１月の定期カウントを報告します。１６：２６～１６：４７、コ
サギ６４羽、公園の中には数人の子供達が遊んでいた
が、今日は気にせず 木の中に次々と入っていった。 

峯尾良雄  八王子
7K 

 148 コサギ 2014/3/29 30 羽 浅川・元横山公園 ダイサギ２羽、コサギ３０羽、時間１７時３０分～１８時４５

分、薄暗くなったのになかなか塒入りせず、ダイサギ２羽
木の中へ。コサギは、浅川大橋上流５０メートルあたりの
川の中に集まり順次一塊状になる。残念ですが暗くてこ

れ以上観察は無理なのでやめました。帰宅途中にカジカ
ガエルが鳴いていました。 

峯尾真澄、峯

尾良雄 

 八王子

7K 

 193 ヒメアマツバメ 2014/1/26 ２羽+ 京王長沼駅改札前 京王長沼駅のヒメアマツバメのねぐら入り羽数をカウント
した。天気は晴。16:20 に巣の下に着くと既に巣の中から

ヒメアマツバメの声が聞こえてきた。この日は 16 時 20 分
までに巣に殆どのヒメアマツバメのねぐら入りが終了して
いたと思われる。 

粕谷和夫  八王子
9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/2/19 13 羽 京王長沼駅改札前 京王長沼駅のヒメアマツバメのねぐら入り羽数をカウント

した。天気は晴。16:20 から薄暗くなった 17 時 40 まで巣
の近くでヒメアマツバメをカウントした。16 時 30 分に 1 羽
が戻ってきた。ねぐら入りする前に上空で旋回することな

く、三々五々戻ってきて、いきなり巣に入った。17 時 5 分
が最大のまとまりで 7 羽であった。巣に入った後は、巣中
から声が聞こえてきた。 

粕谷和夫  八王子

9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/3/1 ３羽+ 京王長沼駅改札前 16:45-18:00、3＋羽（ねぐら入りが観察できたのはゼロ）、

小雨、調査開始時点ですでに巣からはヒメアマツバメの
声がし、別々の声が同時に 3 巣以上から聞こえてきたの
で 3 羽以上とした。調査時間中は断続的に声がしてい

た。観察中にもどってきたヒメアマツバメはゼロであった。
天候は小雨であったが、日没時間は 17:40 分なので、調
査開始時は日没の約１時間前であり、明るかった。すで

に 16:45 の時点でねぐら入りしていたのだろうか。八王子
アメダスによれば、日中ずっと 6~7 度で安定していた。 

粕谷和夫  八王子

9G 

 193 ヒメアマツバメ 2014/3/30 15 羽
+ 

京王長沼駅改札前 16 時 10 分巣の下で巣の数をカウント中は巣中から声が
聞こえなかったので、巣の中にはヒマアマツバメはいない

ものと思っていた。ところが、16:55 に 2 羽、17:17 に 2 羽、
17:22 に 2 羽、17:28 に 1 羽、計 7 羽が巣から出て行った。
直前まで雨だったので巣に留まっていたのであろうか。

17:44 になって巣に戻ってきた。17:44 から巣に戻ってき
た。17:44～19:9 の間に 15 羽戻ってきた。 

粕谷和夫  八王子
9G 



69 

 506 ムクドリ 2014/6/12 1000
羽± 

日野市栄町・多摩川右岸
桜並木 

18 時 15 分、桜並木の桜と、河川敷内の木々を沢山のム
クドリが行き交う。樹高位の高さで飛び交うので私の頭上
数㍍程。木の枝にも鈴なりに留まっている。更に数十羽

の群れが主に南方向から次々にやってくる。住宅地内の
電線に行列して留まっているムクドリは、東西に張られて
いる電線では総て南向き、南北に張られている電線では

総て東向きに留まっていた。但し、時間が少し早いのか、
上空を群れて乱舞する姿は見られなかった。 

神谷古牧  立川1B 

 569 スズメ 2014/1/16 数十
羽 

高幡不動駅：高幡ＳＣビル 朝６：５０ スズメの大合唱が、「高幡ＳＣ」ビル３・４Ｆ正面
外格子内側から聞えていました。パラパラと飛び出して

屋上の縁に横一線に止まり一休み。数十羽とたまったと
ころで、三々五々四方へ勢いよく飛び立つ！を繰返し、
７：００には通行人誰一人見上げることも無い、地味な「ね

ぐら発ち」は終了しました。１月に入っても連日「ねぐら入
り」は続いています。 

渡辺敬明  武蔵府中
3K 

 569 スズメ 2014/5/30 165
羽 

京王線・高幡不動駅ショッ
ピングセンター 

京王高幡ショッピングセンター正面外壁目隠し鉄柵内 
・5/28 １８：３０～１９：００ねぐら入り 115 羽 

・5/30 １８：３０～１９：００ねぐら入り １６５羽 
昨年より本年６月に入っても連夜賑やかです。今年は当
ビル正面に使用中のツバメの巣は８個。こちらも賑やか

です。 

渡辺敬明  武蔵府中
3K 

 506 ムクドリ 2014/6/27 不明 JR 八王子駅前北口 １８：５０ 駅前街路樹（イチョウ３本）に多数、飛来。いつ
頃から、この場所に塒が形成されたかは不明。鳴き声う
るさく、通行人からも苦情の声が聞こえる。 

古山隆  八王子
7J 

１０．事故       
F 38 コガモ 2014/2/28 １羽 宇津貫緑地 宇津貫緑地の調整池にコガモが 1 羽いた。池の縁にはも

う 1 羽の犠牲コガモがいた。何者かにやられた羽根が散
乱していた。食べ残しがあったので犯人はオオタカでは

ないと思われる。オオタカであればもっと綺麗に羽だけを
残す筈である。翼鏡の羽もあったので、犠牲者はコガモ
であると推定した。  

粕谷和夫  八王子
6E 

 166 クイナ 2014/2/2 １羽 多摩川右岸・昭和用水付

堰近林床 

タカ類に襲われたと思われ、羽が散らばっていた。特

徴的な羽の模様・色から本種と判断． 

多摩川滝山城

跡下定期 C（宮
越・倉本・古山） 

 拝島7E 

１０．密猟 
      

 561 オオルリ 2014/6/6 １巣 八王子城跡 オオルリのヒナが盗まれたとの情報です。ヒナがいるの

は、夏鳥調査の時多くの人が確認しています。ヒナがい
なくなったのは、6月1 日のようで、川上さんが知り合いか
ら聞いてわかりました。盗まれたか蛇に食べられたか分

かりません。（中村后子さんがその後現地を確認していま
す。巣はきれいに残っていたとのことです。） 

福本健  八王子

0H 

１０．外来鳥、その他  【この他にガビチョウの情報多数有り】    

F  雑種ガモ 2014/1/3 １羽 北浅川・元木橋上流 100Ｍ カルガモ 6 羽、マガモ（雄）1 羽との混合群でした。嘴はカ

ルガモの黄色があり、後頭部はマガモの青色が残る。両
種の交雑個体です。 

村山和夫  拝島1A 

 908 カオグロガビ
チョウ 

2014/5/10 １羽 日野市新町 4 丁目 強い風の中、通りかかったすぐ側の木にやって来て暫く
鳴いていた。鳴き声を録音する事が出来た。 

神谷古牧  立川1B 

 910 ソウシチョウ 2014/5/2 ２羽 長沼公園 長沼公園中央部霧降の道下の沢沿いのヤブにいた。 門口一雄他（長沼公

園カウントグループ） 

八王子

9G 
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２０１４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 143 名の会員が調査を行った。沢別の調査責任者は 2014 年は④御屋敷・美山

が笹川佳子から中村后子に代わった。 

 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２０１４年）

調査区域
調査延長

Km
調査責任者 延べ参加数

①今熊山頂・変電所 3 長谷川篤 2

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 中村后子 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 12

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 4

⑩夕焼け小焼け～駒木野 8.5 山崎悠一 2

⑪板当・滝沢林道 9 丸山二三夫 20

⑫八王子城跡・富士見台 4 若狭誠 37

⑬小下沢 5 阿江範彦 2

⑭日影沢・小仏城山 7.5 柚木鎮夫 4

⑮高尾山・琵琶滝6号3号路 8 千葉槇子 15

⑯高尾山・蛇滝４号１号路 5 粕谷和夫 17

⑰高尾・大垂水方面 3 加藤岸男 4

⑱南高尾・中沢峠他 10 角田幸男 2

⑲初沢川・南高尾尾根 3 浜野建男 4

　　　計 111 143 。 
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４．結果 

 結果は第２表の通りであり、19コース（沢筋、谷筋）のうち、16 コースで合計 84 羽のオオルリ♂を

確認した。2009年から減少傾向にあったが、2013年に続き 2014年も少し増加した。沢別では、⑩夕焼

け小焼け～駒木野、⑤辺名・小津で多く観察された。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、キビタキの増加傾向が本年も続いた。本年は夏鳥 15 種（ホトトギ

ス、ツツドリ、サンコウチョウ、ツバメ、イワツバメ、ヤブサメ、センダイムシクイ、クロツグミ、キ

ビタキ、オオルリ、ミゾゴイ、ヨタカ、アオバズク、アカショウビン、コサメビタキ）、留鳥他 41種（冬

鳥、通過鳥を含む）、計 56 種が出現した。ミゾゴイ、ヨタカ、アオバズク、アカショウビン等の注目種

が観察されたことは特筆される。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・富士見台コース担当の若狭誠氏から「八王子城跡の曳橋は通行禁止、城山林道

は旧太鼓場先から通行禁止で富士見台までは行けないので、当面「駐車場→模型広場→管理事務所（ト

イレ）→古道を曳橋までを往復→城山林道を旧太鼓場で引き返す→御主殿跡→殿の道で八王子神社へ、

帰りは一般道を下り松竹への分岐から旧道に入り管理事務所で鳥あわせ」というコースに変更したとい

う連絡があった。 

 同じ⑫八王子城跡・富士見台コース担当の若狭誠氏から今年も営巣中のサンコウチョウ、コサメビタ

キ、オオルリにカメラマンが殺到したことが報告された。今年は、八王子城跡管理事務所が、「野鳥を観

察する方は見学者や野鳥に配慮願います。八王子市教育委員会、文化財課」という看板を 2 か所に立て

てくれたが、結果はオオルリの小さなヒナはいなくなり、また、サンコウチョウは巣を放棄してしまっ

た。 

サンコウチョウの巣の放棄とカメラマンの行動の因果関係は不明であるが、毎年繰り返されるカメラ

マンの殺到に対する解決策はないものか、大きな課題が残されたままになっている。 

 

（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 2013 2014

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 0

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 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 0 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 1 1

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 8 13

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 6 2

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 4 3

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 1 3

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 5 7

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 6 18

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 7 7

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 2 4

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 4 2

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 4 5

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 9 4

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 4 4

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 5 3

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 11 5

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 0 3

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111 91 84 73 58 79 84  
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主な夏鳥等の出現数推移グラフ 
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（第３表）　2014年オオルリ他夏鳥野鳥調査結果
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⑰
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⑱
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）

⑲
初

沢
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・

東
高
尾

尾
根

出
現

箇
所
数

出
現

個
体
数

185 ホトトギス 2 1 5 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 13 25
187 ツツドリﾘ 2 3 1 1 1 1 6 9
418 サンコウチョウ 1 4 1 1 1 2 1 7 11
457 ツバメ 6 3 6 8 16 3 4 6 6 4 7 4 5 13 78
461 イワツバメ 8 7 3 3 18
464 ウグイス 4 7 5 9 25 15 11 8 28 34 29 8 5 20 7 19 8 14 8 19 264
465 ヤブサメ 4 1 3 2 1 5 11 7 6 2 8 4 7 4 3 4 16 72
480 センダイムシクイ 3 1 2 5 18 5 1 1 3 2 1 11 42
504 ミソサザイ 1 5 3 3 4 11 1 1 1 9 30
518 クロツグミ 1 2 4 5 2 3 4 4 2 1 3 4 3 2 14 40
558 キビタキ 5 8 26 3 3 3 8 16 14 10 1 16 8 20 8 8 10 17 167
561 オオルリ 1 13 2 3 3 7 18 7 4 2 5 4 4 3 5 3 16 84

5 キジ ● ● ● 3
32 カルガモ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
74 キジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16
78 アオバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
137 ミゾゴイ ● 1
144 アオサギ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
189 ヨタカ ● 1
203 コチドリ ● 1
342 トビ ● ● ● ● ● ● ● 7
358 ノスリ ● ● 2
364 クマタカ ● 1
372 フクロウ ● ● 2
374 アオバズク ● 1
378 アカショウビン ● 1
383 カワセミ ● ● 2
390 コゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
393 アカゲラ ● 1
397 アオゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
420 モズ ● ● 2
427 カケス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
429 オナガ ● 1
435 ハシボソガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
436 ハシブトガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
442 ヤマガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
443 ヒガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
445 シジュウカラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
463 ヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
466 エナガ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
485 メジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
506 ムクドリ ● ● ● ● ● 5
512 カワガラス ● ● ● ● 4
514 トラツグミ ● 1
554 コサメビタキ ● ● ● ● 4
569 スズメ ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 8
573 キセキレイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
574 ハクセキレイ ● ● ● ● 4
575 セグロセキレイ ● ● 2
587 カワラヒワ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
602 イカル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
610 ホオジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
624 アオジﾞ ● 1
625 クロジ ● 1
901 コジュケイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
909 ガビチョウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

18 34 7 22 46 20 26 22 33 28 36 26 12 28 23 35 27 28 16 56

①～⑲は調査要領の①～⑲に

対応

出
現
し
た
鳥
の
羽
数

種類数
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た
鳥
に
●

 

 

 



74 

２０１４年 カルガモ繁殖状況調査結果 

 （取りまとめ：粕谷和夫） 

 浅川の本支流はカルガモの繁殖地であり、その数を 1988 年以来毎年カウントしている。カウント調査

は昨年迄と同様、浅川の本支流を１５に区分した他、谷地川、大栗川、程久保川を含め、会員が分担し

て５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

 結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあり、2014 年

は劇的に減少した。担当者からの特記事項は以下のとおりです。⑭湯殿川・白旗橋～時田橋では今年は

１組しか確認できませんでした（長谷川篤）。⑲大栗川（大竹橋～横倉橋）で親子が見当たらなかった

のは、今までで今回が始めてです（廣川潔）。 

 上記定期カウント地区外で福本健氏から日野駅北ウエルパーク北の日野用水（マンション前）のカル

ガモ親子について 4回にわたる観察結果の報告があった。2014/5/16：狭くて流れの速い日野用水の中で、

ヒナが 12羽孵って、元気に泳いでいた。いったいどこでふ化し、どこで寝ているのか。昨年も少し南の

コープの前の日野用水でヒナが４羽巣立った。2014/5/23：ヒナのその後の様子を確認した。2羽減って

10 羽になっていた。2014/6/6：日野用水のカルガモのヒナは８羽になったが、順調に育っている。寝場

所は心ある人が用水の中に畳を浮かばせて作り、毎日夜はここで親子で寝ている。５日の暑い昼間、ヒ

ナたちが道路下の暗渠で休んでいるとき、親は歩道の穴の空いた蓋の上からじっとヒナを見守っていた。

６日の大雨の時は、車や人の通る道の上からヒナをじっと監視していた。母親はすごい。用水には餌が

少ないため、時々人がパンくずなどをやっている。多くの人は、ヒナが減っていないか心配そうに数え

ながら通っていく。日野

市役所は弱くなっていた

柵の補強工事をした。

2014/7/22：6羽が順調に

育ち、母親に近いところ

までになりました。狭い

用水で、餌になるものは

あまりなく、人が与える

パンなどを与えると、取

り合いとなる。ヒナ達が

この狭い用水からどのよ

うにして、巣立っていく

かが興味のあるところで

す。母親は何時も近くで

見守っている。一時期父

親も一緒に世話をしてい

た。また、東京工科大学

（片倉町）の調整池で繁

殖したカルガモを粕谷和

夫他が 2014/7/11に観察

した（親 1と子 6）。 

　　　（単位：組、羽）

組
数

親
数

子数

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 1 1 2 8 11

②陵北大橋～松枝橋 中村后子 0 0 0 14 14

計 1 1 2 22 25

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 1 8 8 17

④鶴巻橋～大和田橋 若狭誠 0 0 0 27 27

⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 6 26 33

⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 0 0 0 25 25

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 2 3 17 28 48

計 4 5 31 114 150

⑧川口橋～明治橋 内藤公三 0 0 0 21 21

⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 0 0 0 20 20

計 0 0 0 41 41

⑩案内橋～敷島橋
川上　恚

横山由美子
0 0 0 3 3

⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 1 1 5 20 26

計 1 1 5 23 29

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 1 2 9 10 21

⑬山田川（山田橋～浅川合流） 浜野建男 1 1 7 3 11

⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 1 1 4 29 34

⑮時田橋～浅川合流 門口一雄 1 1 3 11 15

計 2 2 7 40 49

浅川水系の計 10 12 61 253 326

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 0 0 0 2 2

⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 0 0 0 17 17

⑱谷地川（新左入橋～田島橋）
福本健、

木澤隆雄
0 0 0 12 12

⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍島玲子 1 1 3 6 10

⑲大栗川（鑓水～大竹橋） 工藤正子 2 2 9 10 21

⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川潔 0 0 0 1 1

13 15 73 301 389

カルガモ
数総計

備考

北
浅
川

浅
川
本
流

川
口
川

南
浅
川

湯
殿
川

  総計

（第1表）２０１４年カルガモ繁殖期カウント結果

担当者
（代表者）

親子連れ
単独

成鳥数
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（第３表）水系別のカルガモの親子連れ組数年次変化

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
2013 1 7 3 1 3 2 7 24 0 4 5 33

2014 1 4 0 1 1 1 2 10 0 1 2 13

（第２表）浅川水系におけるカルガモの繁殖状況年変化
親子連れ

組数 親数 子数 平均子数
1988 52 52 276 5.3 402 730
1989 45 49 228 5.1 379 656
1990 84 88 451 5.4 594 1133
1991 57 61 318 5.6 537 916
1992 54 58 272 5,0 452 782
1993 48 49 254 5.3 633 936
1994 48 49 275 5.7 623 947
1995 28 28 146 5.2 522 696
1996 36 38 194 5.4 613 854
1997 41 49 202 4.9 520 771
1998 33 36 171 5.2 434 641
1999 30 31 140 4.7 404 575
2000 23 25 113 4.9 415 553
2001 35 38 199 5.7 413 650
2002 24 25 122 5.1 339 484
2003 23 26 116 5.0 393 535
2004 25 29 159 6.4 429 617
2005 26 30 151 5.8 342 523
2006 19 22 109 5.7 349 480
2007 27 28 166 6.1 360 554
2008 23 27 105 4.6 239 371
2009 21 24 102 4.9 279 405
2010 25 29 125 5,0 258 410
2011 22 22 100 4.5 300 422
2012 19 22 99 5.2 259 380
2013 24 26 143 6 297 466
2014 10 12 61 6.1 253 326

単独成鳥 総計年
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２０１４年 多摩川ツバメ集団ねぐら（速報） 

                                 （まとめ：粕谷和夫） 

2014 年も多摩川ツバメ集団ねぐらを探す調査が 7月下旬～8月上旬に行われた。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。調査日は一斉調査でなく、担当者が都合つく日に行った。本年は多摩大橋下流

で 500羽のねぐら入りを観察した。 

2014 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 8月 3日実施） 

 100ｍくらい上空？で 10 羽ほどのツバメが採食しているふうな飛び方をしていたが、ねぐら入りは

しなかった。 

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 26 日実施） 

飛んで行く方向は単純に下流だけでなく、昭和用水堰あたりから少し北の方へ向きを変えるものが

半数くらいあった。約 160 羽が通過。 

３．多摩川左岸・拝島橋～多摩大橋（長谷川博之 8 月 4日実施） 

 田中町団地近くの電線に、一時 90 羽ほどが集まってきたが、17:36 ほとんどが一斉に下流に飛び去

る。 

４．多摩川右岸・拝島橋～多摩大橋（渡辺仁 8月 1 日実施） 

中州の下流端が増水のためか、人為的な工事のためなのか不明だが、えぐり取られるようになくな

っている。昨年まではわずかに残っていた中州のヨシ原は全くなくなっていた。 

５．多摩川右岸・多摩大橋～谷地川の新旭橋付近（若狭誠 7月 24日・8月 15日実施） 

 多摩大橋下流は樹木や竹が取り払われ背の高い草の広大な草原に変化、その中の背の低い草原の

なかに 500羽以上のツバメがねぐら入りした。草に止まったツバメは確認できなかった。 

（7月 24日は激しい雷雨のため群れを見失ったので、8月 15 日福本健氏と再調査した） 

６．多摩川右岸・谷地川の新旭橋付近～中央線鉄橋（神谷古牧 7月 14 日実施） 

 観察区域内にある何処の小さな林の上でも 5羽～15羽程度の群れが這う様に飛び回るがねぐら入り

は観察できず。 

７．多摩川右岸・中央線鉄橋～立日橋（古山隆 7月 29 日実施） 

例年は、立日橋上空を下流側に向けて通過する小群が複数、見られるのだが、今年はトータルで 15

羽、通過したのみ。 

８．多摩川右岸・立日橋～日野橋（山崎悠一 7月 25日実施） 

  下流方向に約 40 羽が通過。 

９．多摩川右岸・日野橋～中央高速橋（渡辺敬明 7 月 29 日実施） 

約 35 羽が鳴きながら侵入、一気に川面を下流に飛び去り、塒入りはなかった。 

10．多摩川右岸・中央高速橋～浅川合流付近（粕谷和夫 8 月 4日実施） 

210羽が現れ、約 60羽の集団が石田大橋付近に形成されたが、下流方面に消えた。 

11．多摩川右岸・浅川合流付近～府中四谷橋（鈴木秀夫 7 月 29 日実施） 

以前ほど上流から飛んでくるツバメは見られなくなり、直接四谷橋下流のねぐらに付近に入るようだ。 



77 

お詫びと訂正 

 

前号（第５２号）に誤りがありました。お詫びして訂正します。 

 

１．会報かわせみ第５２号（２０１４年春号）の６５ページ、 

サシバ通過数経年変化グラフの凡例   誤り：「最大地の計」⇒訂正後「最大値の計」 

ハチクマ通過数経年変化グラフの凡例  誤り：「最大地の計」⇒訂正後「最大値の計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 
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８月に入ってから、台風１２号、１１号の上陸にともなう西日本の豪雨、連日の猛暑日などと不安定

な夏になっており、中旬からも広島豪雨被害など不順な天候が続いています。今年生まれた鳥たちが順

調に育って欲しいものです。 

八王子・日野では豪雨被害はまぬがれましたが、八王子では８月２日から６日まで５日連続で３５℃

以上の猛暑日、特に５日と６日は３７．７℃と体温を超えた暑さでした。 

 

市制施行１００周年記念事業として八王子市は「新八王子市史・自然編」を刊行しました（１９ペー

ジ）。カワセミ会の活動の積み上げがなかったら、野鳥に関してはどのようにまとまったのでしょうか。 

カワセミ会発足３０周年記念事業の先行テーマとして進めている「八王子・日野の野鳥目録」について

も、30年の調査活動の積み上げに基づいた野鳥目録にするため、「八王子・日野の野鳥目録作成委員会」

が作業を進めています。 

 

多くの会員が支援している「カワセミ会ジュニアクラブ」について、門倉美登利さんに簡単に紹介し

てもらいました（18ページ）。 今後も、カワセミ会支援団体については簡単な紹介ができればと思っ

ています。 

 

編集人の手違いにより「ブッポウソウが舞う天龍村を訪ねて」（14ページ）の掲載が遅れたことをお

詫びいたします。 

（若狭 誠） 
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