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実践レポート 

鳥を見るだけでいいんですか 

以前さえずりコーナーで提起した、「我が

支部の中心的活動である探鳥会は自然保護に

役立っているんだろうか」という疑問に対し

て皆さんはどうお考えになりましたか？ 私

は役立っていると思うんですが、それには条

件があります。鳥の美しさに感動し、自然を

愛する心を育み、その結果何らかの形で自然

保護の運動に参加したり協力したりすること

がその条件というわけです。 

すぐにでもできる自然保護運動として、車

に乗らない、冷暖房をひかえる、電灯をこま

めに消す、リサイクルに協力する、等々を提

示しました。しかし、 こんなことをチマチマ

とやるだけで、いったいどんな効果があるん

だ！地球の環境なんかに影響はないだろう！

とというようなことを言う人もいますので、 

この実践レポートをお送りします。 

何が問題なのですか 

子孫のことを考えず、今を楽しく生きるに

は省ェネなど不必要なんですが、それはあま

りにも無責任で恥じるべき行為ですね。我々の

子孫にも探鳥会を楽しんでもらえるためには、 
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図1.国別の一人当り年間ェネルギー消費量 

三田 長久（狭山市） 

地球規模で考えた場合どの程度の省ェネが

要求されているかをWW F（世界自然保護基

金）がまとめた「新・世界環境保全戦略」(1) 

に基づいてご紹介しましょう。 

地球の収容能力の範囲に人間の活動を抑え

るための緊急課題として、一人当りの年間ェ

ネルギー消費を80ギガジュール（GJ）まで

節減することが要請されていす。ギガジュー 

ルというのはェネルギーの単位で10億ジュー 

ルのことであり、 1キロワットの電気ストー 

ブを約12日間昼夜つけっぱなしにするのに必

要なェネルギーです。 

世界の国々のー人当りの年間ェネルギー消

費の現状を図1に示しました。日本は現状が 

110ギガジュールであり、約30％の削減が必

要です。 

いくら一人当りのエネルギー消費を抑えて

も、人口が現状のように増加していてはなん

にもならないので、各国の出生率を 2,1 

（人口安定化水準）にするようにも要請され

ています。日本の出生率の現状は 1, 7です

ので、我々は省ェネにはげめばいいというこ

とになります。 

実践してみると 

4か国の家族がゴミの削減、電気、ガス、 

ガソリン、水道の削減に努力すると、1箇月

でどの程度の効果がでるかという実験をテレ

ビで放映していました。姉のドライヤーを 3 

分に制限して、弟のTVゲームも 3分に制限

してお互いにストップウォッチで監視してい

るのに笑ってしまいましたが、 これでは長続

きしそうにありませんね。 

私は平日には横須賀で単身赴任生活を送っ

ていますので、個人のライフスタイルがはっ

きりとガスや電気のメーターに出て省ェネの

効果がよくわかります。私の一年以上にわた

る省ェネ・ライフスタイルの実験結果をご紹

介します。 
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図2．季節毎のエネルギー節減効果 図3. 電気・ガス別にみた年間ェネルギー消費量 

旧ライフスタイル：冬は室内暖房、毎日風呂 間続けると約2ギガジュール、45％のェネル 

に入る。夏はときどき冷房使用、シャワーの ギー削減が可能でした。一人だけでずとわず 

み。 かな量ですが、みんなでやればすごい量にな 

新ライフスタイル：冬は局所暖房のみで、手 ります。冷房を使わないというのは耐えられ 

足の冷えるところのみ暖める。夏は原則とし ないという方はせめて設定温度を高くしましょ 

て冷房は使用せず。年中原則としてシャワー う。日本政府も夏の省ェネルギー対策として 

のみ。 家庭や職場で冷房温度を28度に高めようと提 

ここで、原則としてが入るのは、体の調子 唱しているではありませんか。 

が悪いときはあまり無理ができないからです。 私は車を使わず、バスにもできるだけ乗ら 

電気とガスの使用量をェネルギーに換算して ないようにしていますので、ガソリンの節約 

新旧のライフスタイルによるエネルギー消費 は不可能なんですが、毎日車に乗っているあ 

量を比較したものが図 2です。四季における なた！ちょっと省ェネ・ライフスタイルを 

節減効果を示しました。春は3-5月、夏は 実践してみませんか。実践レポートをお待ち 

6'--8月、秋は 9--li月、冬は12~ 2月の合 しています。 

計です。やはり冬の節減効果が大きいですね。 

旧ライフスタイルでもあまり冷房は使ってい 
皿 	I‘」吃‘ .町‘L町""I',町、L町'IC,'旧 

なかったので、夏季における節減効果は小さ 参考資料 

いようです。 (1) 	WWF増刊号Vol.22, No.183,1992一 

一年間のェネルギー消費量を電気・ガス別 なお、「かけがえのない地球を大切に／新・ 

に示したのが図 3です。電気とガスがほぼ同 世界環境保全戦略」は全文が翻訳され小学館 

様の削減となり、全体で45％の削減になりま から刊行されています。定価は3, 500円。 

した。この他に水道も24立方米が17立方米に 

削減できましたが、ェネルギーへの換算が困 

難なため、計算には入れませんでした。 

みんなでやらなきゃ 

わたしはもともと省ェネルギーの生活で、 
轟職暴製 

冷房もほとんど使っていなかったため、ェネ 

ルギーの削減効果はあまり大きくありません 渡辺 	敦 

でしたが、少し省ェネしようと決意し、一年 

一3ー 



日 時：1992年4月29日 

AM 9:30一11:00 大久保農耕地 

AM 7:15一 9:15 入間川 

天 候：晴（強風） 

4月29日に埼玉県内のシギ・チドリ類の一

斉調査が行われました。あいにくの強風にもか

かわらず支部会員27人のご協力が得られました。 

観察された鳥種・個体数は12種498羽で、 

昨年の春と比較すると種数では 2種多くなっ

ています。 しかし、大久保農耕地ではムナグ

ロ、入間川ではハマシギが昨年よりかなり少な

いため固体数では約170羽少なくなっています。 

ご協力ありがとうございました。 

（執筆 登坂久雄） 

〈参加者〉 

阿久津キクエ 高草木泰行 渡辺喜八郎

阿久津 慶 佐久間博文 登坂 久雄

海老原教子 新堂 克浩 二村 英克

海老原美夫 星野 好朗 馬場 昇

久保田忠資 石井 智 福井 亘

金井 敦美 石岡 友二 福井 恒人

金井 祐二 大本 栄造 立岩 恒久

荒木 恒夫 丹 茂子 蓑輪 員澄

高松 格 渡辺 嘉男 三田 長久 

日本野鳥の会埼玉県支部研究部 

表 1992年春 シギ・チドリ類調査結果 

調 査 地 
大久保農耕地

浦和市／大宮市 

入間川：狭山市 

（豊水橋ー新富士見凋 

鳥 種 '90年 '91年 '92年 '90年 '91年 '92年 

タマシギ 

コチドリ 

イカルチドリ 

シロチドリ 

ムナグロ 

キョウジョシギ 

トウネン 

オグロシギ 

ウズラシギ 

ハマシギ 

アオアシシギ 

タカブシギ 

キアシシギ 

イソシギ 

チュウシャクシギ 

コシャクシギ 

タシギ 

ジシギsP 

シギsP 
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**＊犬も歩けばビデオをくわえる＊** 

町田好ー郎（本庄市） 

少々古いが、 ドジなお話をひとつ…。 

1月 5 日は、 日の出の太陽が欠けて出る 

「日出帯食」が見られるとか。 お世話になっ

ているNHKの美人アナウサーが、チラッと

ささやいていました。 

すぐのるタチなので、早速目覚しをAM 6 

:00にセットし、朝、自分でコーヒーを入れ、 

ついでにトーストも作り、当然のことながら

これまた一人でそれを食べ、後片付けをし 

（エライッガ）、おっとり刀で利欄Hを渡った。 

いつもの土手の上で三脚にフィールドスコー 

プをセットし、 ビデオを用意し、 1台は土手

の芝の上に置いて、 さ～てと、スタンバイ。 

「さ、さむい／」からっ風が体の中を吹き

ぬける。私になついでいる野良犬の「ペケ」 

がチョロ、チョロ…。軽く口笛など吹いて、 

あいさつを交わす。 

AM6 :51。出たガ出たぞガ回りにも 2 

~3人、 スチールやビデオ撮りのオッサン達

がたむろしている。ビデオを回すと同時に、 

おもむろにマウンテンパーカーのポケットか

ら6X7版のまっ黒なポジ版をとり出し、 ビ 
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白頭鷲の英名講座 第2回 

キリアイ Broad ー 

名栗渓谷のブッポウソウこと‘'Broad-billed 

Roller クン”は、大勢のバードウォッチャー 

を十ニ分に楽しませて無事に子育てを完了。 

今頃はどこかで口ーリングをやっているのか

な？ 

さて、英名で同じくちばしがBroad （広い、 

大きい）であるという特徴をとらえたものに、 

キリアイが‘'Broad - billed Sandpiper'’す

なわち‘‘広いくちばしのシギ’’と命名されて

います。キリアイを漢字で“錐合”とあてて

いますが、意味がまったく分かりません。キ

リアイはやはり基部よりかなり太めのくちば

しをしており、それがやや下向きに下がって

いる点が特徴になっています。 

billed 二 'Sandpiper 

この珍鳥に類するキリアイこと“Broad ー 

billed Sandpiper'’が今、谷津干潟にきてい

るとのこと。英名で特徴としてとらえている 

"Broad - billed'’でズバリ識別できるかど

うか、挑戦してみませんか？ 

ちなみに、香港の図鑑で調べると、 ブッポ

ウソウは三賓鳥、キリアイはまさに英名と全

く同じの闇哨鳥、すなわち広噛鳥で、その発

想は英名の場合と同じです。また、三賓鳥は

和名の仏法僧と完全に一致しているから、面

白いと思いませんか。 

くちばしにこだわって、次回はどんな特徴

のくちばしのおでましか、お楽しみに！ 

デオの前に出す。「見えた～グ見えましたoJ 

右下がちょっぴり欠けた太陽がばっちりと。 

ビデオもパーフエクトに作動している。オツ

サン達「駄目だガまぶしくて何も見えね～。 

もうヤメンべ～ガ」と群馬弁、 こちらの武器

をチラチラ見ながら。 

ここまでは全てうまくいっていた。オッサ

ン達もスゴスゴ退散し、独占生中継を・・・。 

「よし、ビデオをH I 8 (12月31日に買った

ばかりのおニュー）に換えよう」と、右手で

土手の上を探す。「なっ無いグ」、たしか、こ

こにさっきまで置いてあったはず…？でも

無い、おかしいぞ。念のため、車の中を見て

みる。やっぱり無い。この間にも太陽はズン

ズン高くなる。気持ちがあせってくる。 

その時、前方の土手の上で「ガラガラ」と

妙な音がきこえてくる。 

「アッ、ペケだあ 

ぺ、ペケが私のま新しい、 しかもH18の

ビデオを、そのストラップを口にくわえて土

手の上を駆けていくじゃ～あ～りませんか！? 

頭にきて、カーッと血が昇り、「ペケ～ッ」 

と全力で約lOOMの追跡。 そばの小石で脅し

の一発。 これが見事命中。ペケの「キャ～ン」 

でビデオは土手の傾斜を落下し、何とか手中

に収めました。 

が、いと哀れ。買ったばかりのビデオは傷

だらけ…。罪の意識のない「ペケ」は名付親

の私の足許で、尾を軽やかに振っています。 

あ～、厳冬の朝の物語り…。 

盤巌識鰭私的昆虫採集基準・蹴兼難兼載兼誠灘I響＃ 

渡辺 光行（浦和市） 

昆虫採集について論じる時、次の点に留意

すべきだと思います。現在140万種の生物が

記録されているが、未発見の生物を含めると 

3000万種にはなり、それらは薬品や穀物など

への種々の可能性を秘めていると言う点です。 

日本の昆虫は、天然記念物に指定された種

や発生地などでの34種及び国立（定）公園な

どの指定地域内での採集は禁止されています。 

また、昆虫公園などでの採集はルール違反で

すし、売買なども好ましくないと思います。 

現在、環境庁にて新法の動きなども有ります。 

その上に立って、私的昆虫採集基準を考え

てみました。研究用は除くとしていかがなも

のでしょうか。 

＊希少昆虫の採集はしない。 

＊成虫以外は採集をしない。 

＊同年・同所から同形の採集をしない。 

＊標本は展示できるように撫しておく。 
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ハジロカイツブリ ◇ 6月25日、戸田市道満

調整池で夏羽1羽。きれいだった。（高橋

達也）。 

ョシゴイ ◇6月 7日、戸田市道満調整池で 

1羽（高橋美保子）。◇ 6月14日、浦和市

秋ケ瀬のB区で 2羽。1羽は稲の間。もう 

1羽はョシ原の中に飛び込んだ（二村英克）。 

ササゴイ ◇ 6月12日、川越市松江町のお稲

荷さんの大ィチョウ。ハシブトガラス、ド

バト、オナガに混じって、少なくとも1つ

がいのササゴイを見る。営巣中の模様。 7 

月4日、葉が茂って、なかなか確認しにく

かったのですが、少なくとも 2羽のヒナが

巣を出て太い枝の上でオットットット。親

鳥が心配そうに見守っておりました。周囲

の葉のざわめき具合からみると、他にも何

羽かヒナがいると思われます。 8月 7日、 

先日とはかなり離れた大枝で、幼い鳥1羽

がスタスタスタ。見上げたところ少なくと

も 3個の巣が見えました。今日のヒナは先

日 とは別の巣の子でしょう（中司隆由）。 

オナガガモ ◇ 6月29日、志木市の新河岸川、 

いろは橋 富士下橋間で合 2羽（中司隆由）。 

チョウゲンボウ ◇ 6月26日、戸田市道満

で早 1羽。ゴルフ場横の杭にとまっていま

した（二村英克）。 

コジュケイ ◇ 6月5日～6日、浦和市常磐 

1丁目の常磐公園で大きな声で鳴く。まさ

かこんな所でと、びっくりしました。その 

（登坂 久雄） 

後は聞きません。いったい、どこから来て

どこへ行ったのでしょう（江原恵子・愛）。 

ヒクイナ ◇6月 5日、志木市の秋ケ瀬ダム

右岸のョシ原で、独特の声で鳴いていた 

（二村英克）。 K'6月14日、浦和市秋ケ瀬

のB区で 2羽。稲の間で尾をピコピコ動か

しながら餌をとっていた（二村英克）。 

タマシギ ◇5月30日深夜、春日部市増田新

田の自宅で鳴き声を聞く。ゆっくりしたテ

ンポで「ホーン」 とも 「コーン」 とも聞こ

える声の連続音でした（石川敏男）。 

アジサシ ◇ 6月 7日、戸田市道満調整池で 

6 羽（高橋美保子）。 

アオバト ◇ 6月28日、三峰山で1羽（山岸

昭治）。 

ジュウイチ ◇5月29日、秩父市の県民の森

で1羽（北川慎一）。 

ツツドリ ◇ 5月29日、秩父市の県民の森で 

1羽（北川慎ー）。◇ 5月30日、秩父市の

野外活動センターの森で1羽（北川慎一）。 

ホトトギス ◇5月23日、朝霞市の黒目川、 

岡橋下流で1羽。城山公園から第 3小学校

近くの電柱まで飛んだ（二村英克）。 ◇ 5 

月27日、 大井町で1羽（林弥生子）。◇ 

5月29日、秩父市の県民の森で1羽（北川

慎ー）。 K5月30日、秩父市の野外活動セ

ンターの森で1羽（北川慎一）。 ◇ 6月6 

日、嵐山町の菅谷館跡で鳴き声を聞く（中

村 治）0K6月15日午後 9時45分、桶川

市若宮の自宅上空を北へ「特許許可局」と 

2回鳴きながら飛ぶ（立岩恒久）。 

アオバズク ◇ 6月 3日午前10時30分頃、吉

田町の神社で観察中。昼間なのに落ち着き

がない。しばらくして、強烈な羽音で振り

向いて見たところ、約10メートル位の大木

から体長1メートル位のアオダイショウが

落ちてきた。その後は、枝にとまって落ち

着いていた。身を呈して巣を守る親鳥の姿

に感動した（山口輝雄）。 

ョタカ ◇6月13日午後 9時30分、寄居町の

釜伏神社周辺で「キョキョキョ」と鳴きな

がら谷間を飛びかう（田口浩司）。 

アマツバメ ◇ 5月31日、熊谷市の荒川大橋

上空で1羽（森本園夫）。 



アカショウビン ◇6月27日、児玉町の間瀬

湖周辺でIL 羽。鳴き声と姿も見られる（田

口浩司）。 

カワセミ ◇6月25日、戸田市の戸田橋付近

の荒川で 2羽。鳴き交わしながら、飛びま

わっていた（高橋達也）。 

ショウドウツバメ ◇ 5月31日、朝霞市の黒

目川、岡橋下流で7羽。脱色した独特の色

でスイスイ飛んでいた（二村英克）。 

セグロセキレイ ◇6月4日、桶川市若宮の

自宅団地の植えこみで、チョコチョコ歩き

のヒナ 2羽が、親から口移しで餌をもらう 

（立岩恒久）。 

ミソサザイ ◇ 5月29日、秩父市の県民の森

で1羽（北川慎一）。 

コルリ ◇5月29日、秩父市の県民の森で1 

羽（北川慎ー）。 

ヤブサメ ◇ 5月29日、秩父市の県民の森で 

1羽（北川慎一）。 

ウグイス ◇6月29日、戸田市道満の釣り堀

横の林でさえずりを聞く。この時期には珍

しい（高橋達也）。 

コョシキリ ◇ 5月23日、志木市の秋ケ瀬ダ

ムで1羽。たよりなげに鳴いていた（二村

英克）。 K5月お日、深谷市の上武大橋下流

で1羽。28日には 3羽（井上幹男）。 ◇ 5 

月27日、浦和市秋ケ瀬のB区で1羽（渡辺

喜八郎）。◇ 5月30日、狭山市の入間川、 

霞川合流点の下流50メートル付近で1羽。 

白い眉斑に黒い眉のダンディーなジャズシ

ンガーの登場です（三田長久）。 ◇6月4 

日、戸田市の戸田橋付近の荒川河川敷で1 

羽（高橋達也）。 

メボソムシクイ ◇ 6月1日、大宮市日進町 

1丁目で1羽。さえずりと地鳴きと姿も見

る（森本圃夫）。 

ー表紙の写真 

（町田好一郎） 

センダイムシクイ ◇5月29日、秩父市の県

民の森で1羽（北川慎一）。 

キビタキ ◇5月29日、秩父市の県民の森で

合 1羽（北川慎一）。◇ 5月30日、秩父市

の野外活動センターの森で1羽 （北川慎 
一）。 

サンコウチョウ ◇ 6月2日、大宮市日進町 

1丁目で1羽。さえずりと地鳴きのみ（森

本圃夫）。◇6月16日、行田市の埼玉古墳

隣の前玉神社裏の杉林でさわやかなはっき

りとした「ホイホイホイ」の声。頭の黒、 

背の橿褐色。 ブルーのアイリングのコント

ラストが美しい早1羽。杉林の中を見え隠

れして飛びまわりましたが、多分1羽だっ

たと思います（逸見 験）。 

コガラ ◇5月29日、秩父市の県民の森で1 

羽（北川慎一）。 

ヒガラ ◇5月29日、秩父市の県民の森で1 

羽（北川慎一）。◇ 5月30日、秩父市の野

外活動センターの森で1羽（北川慎ー）。 

イカル ◇6月14日、桶川市若宮の自宅西方

より美しい声で「イイコイル～」と数回聞

こえてきた（立岩恒久）。 

ネイチャーーフォトコンテスト1991 入選作ー 

オ ナ ガ 
ここは俺の領分だク 入っちゃ駄目グ と

ばかりに、文字通り尾を起立させて、相手を

威嚇しているところです。 

なにやら小次郎を連想させます。 

このあと決闘に至ったかは、さだかではあ 

（力ラス科） 
ありません。 

1991年7月2日 本庄J高校にて 

ペンタックス SFXN 330m皿 オート 

F5.6 フジHG400 

町田好一郎（本庄市） 
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北本市・石戸宿定例探鳥会 

期日：10月4日（日） 

集合：午前9時20分 北本観察公園駐車場

交通：JR高崎線北本駅西口よりリーダーの 

指示に従ってタクシーに分乗してくだ 

さい（午前8時45分ごろから）。 

担当：岡安、榎本、内藤、吉原、関口 

見どころ：楽しみがいっぱい、秋の雑木林。 

秋風、木もれ陽、咲き乱れる草花、渡

りの小鳥との思いがけない出会い。自

然好きだけが味わえる至福のひととき。 

題蕪蕪蕪熱 
期日：10月4日（日） 

集合：午前9時 JR武蔵野線東浦和駅前

交通：武蔵野線北朝霞8:43、武蔵浦禾郎：50' 

南浦和8:53／南越谷8:39 

解散：大崎公園にて。浦和行き、東川口行き

のバスが出ています。 

担当：手塚、伊藤、笠原、田口 

見どころ：ツツドリ、ノビタキ、ェゾビタキ、 

旅の途中の鳥を求めて歩く。見沼田ん

ぼは今、ススキの大海原。 

じ燕IiT盤壁鷲杢蕪翼 
期日：10月4日（日） 

集合：午前9時10分 東武日光線柳生駅前

交通：JR東北線大宮8:12→栗橋8:41、東 

武日光線乗換え8:55→柳生9:05 

担当：中島、松井、吉原、五十嵐、入山 

見どころ：ミサゴやチュウヒが舞う広い転も 

探鳥会への参加は、特別な場合を除いて予

約申込みの必要はありません。受付は探鳥会

当日。参加費は一般 100円。会員及び中学生

以下50円。持ち物は、筆記用具、雨具、昼食、 

ゴミ袋、 もしあれば双眼鏡など。小雨決行で

す。解散時刻は、特に記載のない場合、正午

から午後1時ごろになります。 

◇はじめて探鳥会に参加される方へ◇ 

集合場所へ着いたら、まず“日本野鳥の会

埼玉県支部”の旗か、青い腕章をつけた担当

者を探して、遠慮なく声をおかけ下さい。私

達もあなたを探していますので、じL配なく。 

澄んだ空。渡良瀬は永遠に守ってゆき

たい私たちの宝です。 

〔蕪憂蕪熱蕪戴1 
期日：10月10日（土・祝）-'1 1日（日） 

定員に達しましたので締め切りました。たく

さんのご応募ありがとうございました。参加

される方には詳しい案内書を送付いたします。 

麻生定例探鳥会 

期日：10月11日（日） 

集合：午前9時30分 秩父鉄道大麻生駅前

交通：秩父鉄道熊谷9 : 06発または寄居9: 03 

発に乗車。 

担当：菱沼（一）、森本、関口、菱沼（洋） 

見どころ：ヒタキたちの静かな旅。キビタキ、 

オオルリなどが、平地の林にひょっこ

り現れる季節。 もう、さえずってくれ

ません。目をこらして探しましょう。 

藻深蒔一荏郵張論蕪範 
し”一心皿．」w叫．”.”．一叫“"“喝 ,.'""”門,叫‘"'”「,,1一”,馴「．H""I,4』 

期日：10月18日（日） 

集合：午前8時15分 京浜東北線北浦和駅 

東口（集合後、バスで現地へ）または、 

午前9時 浦和市立郷土博物館前

後援：浦和市立郷土博物館 

担当：楠見、福井、渡辺、手塚、伊藤、笠原、 

田口 

見どころ：ン？芝川に怪しげなカモ？ もし

かしたら珍鳥！ と、叫ぶ前によーく

見て下さい。実はェクリプスのコガモ

やオナガガモ。半年ぶりの出会いです。 
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川越市。西川越探鳥会 

期日：10月25日（日） 

集合：午前9時 JR川越線西川越駅前 

担当：長谷部、乗田、石井、三田、佐久間、 

柳原 

見どころ：セキレイの仲間やカワセミなど、 

水辺を彩る鳥たちの姿を楽しみながら、 

秋の川原をのんびり歩きます。 

LL 烹ミEL!2豊鷲〕 
とき：10月31日（土）午後1時～2時ごろ

会場：支部事務局 

案内：支部会員二千人突破は、もうすぐ。袋

づめも、ますます忙しくなります。応

援お願いします。 

i蕪蕪範薫戴落二1 
とき：10月31日（土）午後2時ごろ～5時

会場：『しらこばと』袋づめの会と同じ 

案内：来年はトリ年、年賀状を自分の傑作で 

飾ろう！と考えている方も多いので 

は？ 写真クラブで勉強して、着々と 

準備を進めましょう。 

パードウォッチソグウィーク行事 

r'“一― """-'’一’''"''"""“皿’"''"“一‘ ""’」’’, 

~ 

n月1日～7日はバードウォッチングウ i 

ィーク。支部では期間中に4カ所で探鳥；

会を開催します。お友達や家族の方にも~ 

声をかけて、ふるって、ご参加ください。！

ベテランのリーダーが指導いたしますの I 

で、初めての方も、お気軽にどうぞ。 
『■ ． ■ ． ~ ■ ．I田 ■ ■ I~ ． ， 四 ■ ■ 1. ． ‘ ~ ■ ■ 四 ● ■「● ● ● I= ' 

じ蕪熱蕪襲藍 
期：11月1日（日） 

集合：午前7時20分 丸山公園北駐車場

交通】JR高崎線上尾駅西口1番バス乗り場 

から上尾車庫行き7 : 03発に乗車、終 

点下車、徒歩10分 

解散：午前9時ごろ 

担当：乗田、吉原、榎本、岡安、内藤、赤瀬、 

立岩 

見どころ：ツグミ、ジョウビタキなど、冬鳥

が渡ってくる頃。誰よりも早く、会い

たい人は、誰よりも早く起きて、探鳥

会へ！ 

富士見市・柳瀬川探鳥会 

期日：11月1日（日） 

集合：午前9時 東武東上線柳瀬川駅前

担当：藤原、黒田、杉本、石井、佐久間、高

草木 

見どころ：今年もタゲリに会えるかな？ 小

さな田んぼだけど、 タゲリ君たちは覚

えていてくれる。だから、きっと今年

も・・・ 

浦和市・秋ケ瀬探鳥会 

期日】11月3日（火・祝） 

集合：午前8時 浦和駅西口バスロータリー 

（集合後、バスで現地へ向かいます） 

担当：福井、楠見、草間、小林（み）、手塚、 

伊藤、田口、笠原、嶋田、羽石 

見どころ：雑木林の小鳥たち、シギ去りし後

の秋ケ瀬で主役を務めます。枝々をめ

ぐるカラの仲聞、下草の繁みでっぶや

くホオジロの仲間などなど… 

i薫星真こ煮皇頁鷲照 皇魚 
期日：11月3日（火・祝） 

集合】午前9時30分 東武バス停百穴入口前

交通：東武東上線東松山駅東口8:58発または、 

JR高崎線鴻巣駅東口8: 50発バスに乗車

担当：榎本、岡安、内藤、吉原 

見どころ：静かな沼に力モいろいろ。カモ類

は観察しやすく、特徴も覚えやすいの

で、初めて鳥を見る方にも充分楽しめ

ます。 

新潟探鳥会（要予約） 

期日 11月22日（日）~23日（月・祝） 

定員に達しましたので締め切りました。たく

さんのご応募ありがとうございました。参加

される方には詳しい案内書を送付致します。 
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6月れ日（日） 浦和市 三室地区 

囚 50人 m 曇 園カワウ ゴイサギ

カルガモ チョウゲンボウ バン キジバト

カツコウ コゲラ ヒバリ ツバメ イワツ

バメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒョ

ドリ モズ『オオョシキリ セッカ シジュ

ウカラ ホオジロ カワラヒワ スズメ ム

クドリ オナガ ハシボソガラス ハシブト

ガラス（25種）今回は99回目の探鳥会で、来

月100回記念探鳥会を迎えるため、昔なつか

しいコースを歩いてみた。芝川にかかる上新

宿橋は、崩れかかった石橋であったが、今は

コンクリートの良い橋になり、大道東橋は、 

川面から素晴らしく高い橋となっている。橋

の上からは、見沼の全景、代用水、緑の斜面

林、大宮のソニックビル、遠く秩父の山脈が

見える．環境が変わり、人々も移り変わって

行くが、鳥たちはどうだろうかと考えた探鳥 

会でした。 	 （楠見邦博） 

7月12日（日） 熊谷市 大麻生 

囚 43人 国 晴 園 カィッブリ ササ

ゴイ ダイサギ コサギ カルガモ トビ

コジュケイ イカルチドリ シロチドリ イ

ソシギ コアジサシ キジバト コゲラ ヒ

バリ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ

セグロセキレイ ヒョドリ オオョシキリ

セッカ シジュウカラ ホオジロ カワラヒ

ワ スズメ コムクドリ ムクドリ オナガ

ハシボソガラス ハシブトガラス（30種）初

めてのリーダーで緊張しっぱなし。関口リー 

ダーのフオローで無事に挨拶を終えて、さあ

出発。コースの途中では、ムクドリの幼鳥が

餌をねだるほほえましい姿が、あちこちで見

られました。ところがその中にコムクドリが

いるのを見落とし、大失策。参加者の皆さん

どうもすみませんでした。 （菱沼一充） 

7月19日（日） 浦和市 三室地区 

囚 114人 「一気 快晴 園 カィッブリ

カワウ カルガモーコジュケイ キジバト

カツコウ コゲラ ヒバリ ツバメ イワツ

バメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒョ

ドリ オオョシキリ セッカ シジュウカラ

ホオジロ カワラヒワ スズメ コムクドリ

ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブ

トガラス（24種）昨日までの梅雨空がカラッ

とした快晴の天気となって、三室は第100回

の記念探鳥会を迎えた。1984年 5月20日に第 

1回の探鳥会を開催してから、1回も休むこ

となく開催してきました。その間に老若男女

延べ5132名の人々が、三室の鳥、花、木々の

緑を楽しみました。そして人々の交流が生ま

れました。100回の探鳥会を支えて下さった

会員の皆様、浦和市立郷土博物館の歴代の館

長さんや職員の皆様、リーダーの皆様等、た

くさんの方々に感謝いたします。今後とも、 

埼玉県支部のメインの探鳥会として、地域の

文化、自然保護活動の拠点として、努力致し

たいと考えます。さてこれから200回記念探

鳥会を目指して歩みを続けますので、よろし

くご支援をお願い致します。 （楠見邦博） 

7月 25日（土） 『しらこばと』袋づめの会

ボランティア 伊藤宏、岩波勇一、海老原教

子、海老原美夫、佐久間博文、鈴木啓紀、墨

江光子、高松格、中村治、藤野富代、山岸重

雄、渡辺孝章（12人） 

7月 26日（日） 狭山市 入間川 

囚 34人「一園 晴 園 カィッブリ ササ

ゴイ コサギ カルガモ キジ イソシギ

キジバト コゲラ ヒバリ ツバメ イワツ

バメ キセキレイ ハクセキレイ セグロセ

キレイ ヒョドリ セッカ シジュウカラ 

ボランティア 
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ホオジロ カワラヒワ スズメ ムクドリ

オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス 

(24種）暑さがきびしく鳥も少ないこの時期

に34名もの参加者。こういう人たちが明日の

野鳥の会を支えてくれるのだなあと思い、リ 

ーダーは頑張ったつもりだが・・・・・・出るのは 

“汗” と “暑い’’という言葉ばかり。行事案

内にのせたコチドリ、カワセミは出なかった

が、ササゴイが現れてほっとした。 

（長谷部謙二） 

8月 2日（日） 北本市 石戸宿 

囚 23人 「園  曇 園 カィッブリ カワ

ウ カルガモ ツミ サシバ コジュケイ

キジ ヒクイナ キジバト カワセミ ツバ

メ セグロセキレイ ヒョドリ オオョシキ

リ シジュウカラ ホオジロ カワラヒワ

スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブ

トガラス（21種）前夜からの大雨で、ー夜堤

近くの南幼稚園の池があふれ、通行不能。探

鳥会開始後、しばらくの間小雨が降ったが、 

止んでくれた。ニセアカシアの枝に止まった

コジュケイの親子を、全員で近くからじつく

り見ることができた。自然学習センターの入

口で、ジュースを飲み、喉を潤した。 7月に

オープンしたセンターの講義室で鳥合わせ後、 

海老原事務局長のブッポウソウのピデオを放 

映した。 	 （岡安征也） 

8月 S日（日） 熊谷市 大麻生 

囚 14人 「園  小雨 園 カワウ ダイサ

ギ コサギ アオサギ カルガモ チョウゲ

ンボウ コジュケイ イカルチドリ キジバ

ト カワセミ ヒバリ ツバメ イワツバメ

ハクセキレイ セグロセキレイ ヒョドリ

モズ セッカ ホオジロ カワラヒワ スズ

メ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガ

ラス（24種）台風ー過の青空を期待したが、 

強風と小雨の中の探鳥会となった。野鳥の森

では鳥の声も聞こえず、ヤブミョウガの白い

花がひっそりと咲き、先月あれほどうるさか

ったオオョシキリの声もなく、ちょっと淋し

く、秋が感じられた。河原では風も弱くなり、 

ダイサギの漁や、モノトーンの世界に色あざ 

やかなカワセミといったシーンも見られ、ま 

ずまずの探鳥会でした。 	（菱沼一充） 

8月23日（日）ワイワイガヤガヤVTRを楽

しむ会 参加間 18人 作品発刻  4人 

昨年は、テレビで放映された番組のVTR 

を見る会だったが、今年は、自分たちで撮影

したVTRを発表する会に大変身。支部のビ

デオブームの火付け役、町田好一郎幹事は多

忙で出席できなかったけれども、作品テープ

は参加。この会は、本人がいなくても参加で

きるめずらしい会なのだ。 （海老原美夫） 

8月 29日（土） 『しらこばと』袋づめの会

ボランティア  荒木恒夫、岩波勇一、海老原

教子、北折佳司、楠見文子、桜庭勇、墨江光

子、丹茂子、登坂久雄、中村治、中村栄男、 

藤野富代、松井昭吾、山岡百合子、山岸重雄、 

渡辺喜入郎（18人） 

9月 6日（日） 本庄市 阪東大橋 

囚 25人 「頑q 晴 園ダイサギコサギ

アオサギカルガモ トビ チョウゲンボウ

ウズラ シロチドリ アオアシシギ タカブ

シギ キアシシギ イソシギ タシギ キジ

バト アマツバメ ヒバリ ショウドウツバ

メ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ セ

グロセキレイ ヒョドリ モズ セッカ カ

ワラヒワ スズメ ムクドリ オナガ ハシ

ボソガラス ハシブトガラス（30種）2--3 

日前までの酷暑が「ウソ」みたいな、さわや

かな秋日和。涼風の吹くなか「赤トンボ」が

スーイスイ。ショウドウツバメが乱舞し、ア

マツバメがブーメランのように線を描く。イ

ワツバメ、ツバメも負けじと競演する。自然

のドラマを全員で満喫。しかも、参加費以外

は全部「タダ」。キアシだ。いやタカブだ。 

ちがうあれはアオアシだ！と悩んだり、学習

したり、これも「タダ」すなわち無料。しか

し、アオアシシギの物悲しい鳴き声、ノビタ

キのっぷらな瞳を大いに期待したのだけど、 

ペケ！やっぱり、内緒で出演料を払っとかな

かったリーダーがいけなかったのかな？ 

（町田好ー郎） 

ボランティア 
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昌彦元支部長逝う 三要ミミ三ミ二三

当支部む設立線臓委員会婆員長、設立時の三

昭和に9FFA 月かう車成元主Eら貝まにプロ〕ら 

’。は社巨 嘉、その後は鷲闘と 

導ぐ 	、井昌彦元支部長が 

75才で燕奮ー 
」1、」二」三  
lきか

同民は、 

h '！う” 

iii霧言会長特別チームに松井支部長も参加ミ 

11月1日に開催されるバードソンに、黒田

長久会長が特別チームを結成。松井昭吾支部

長が、埼玉県支部を代表してチームに参加し

ます。チーム名は会長の研究テーマにちなん

で、 「黒田会長カラス組」。カラス組に混じ

るハクトウワシ1羽。果たしてその活躍は・。。 

『野鳥』誌にとじ込まれる募金申込書など

を使って、特別チームをご支援ください。 

このチームのバードソンは探鳥会形式です。 

どなたにもご参加いただけます。力ラスとノ、 

クトウワシを、ヤジウマがとりかこもう。当

日午前8時、明治神宮北参道鳥居前（JIl代々

木駅から10分）にお集まりください。 （集合

時間と場所が変更になる可能性があります。 

くわしくはバードソン事務局03-3406-7460飯
塚・林山まで） 

謡圭事 バードウォッチングウィーク展 i妻護： 

タイトル “埼玉自然ふれあいの時” 

期間 平成4年10月31日（土）-11月8日 

（日）初日は正午から、最終日は午後 

5時まで。 

場所 熊谷駅ビル アズ熊谷 4階ェスカレ 

ーター横 カプセルブラザ 

後援 アイリスメガネ開 アズ熊谷 閣ニコ

ン 

内容 ネイチャーフオトコンテスト1992入選

作品30点を展示。ほかに会員の撮影し 

た最新ビデオの放映、マンツウマン・バード

ウォッチング教室、バードウォッチンググッ

ズ販売など。土曜日曜は、役員リーダーらが

会場でご案内します。 

初日の午前10--12時は展示作業、最終日午

後5~6時は撤去作業。お手伝いいただける

方は、お集まりください。 

~豪萎幸i引0月の土曜日当番（2時～6時）誓i妻 

3日 中島康夫 楠見邦博（普及部会議） 

10日 連休なので事務局休み 

17日 山部直喜 海老原美夫（編集会議） 

24日 草間和子 登坂久雄 

31日 袋づめの会（1時から） 

棄i幸要三霧幸要棄 会員数は 三i季要碁要季畦幸萎棄三 

9月1日現在 1,986人です 

コ 
8月 日 普及部会議。 

8月15日 編集会議（9月号編集作業）。 

8月18日 役員会議（司会・立岩恒久、次期

評議員についての再検討。リーダー研修会

スケジュール等・その他）。 

8月28日 都内渋谷区で開催の理事会30万人

部会に委員理事として出席（海老原）。 

8月29日 リーダー研修会資料等準備。 

孫羅熱難 
今井元支部長の計報。その葬儀に参列した

松井現支部長が、悲しみをこらえてバードソ

ン特別チームに参加。まさに悲喜交々の今月

号の「連絡帳」です。 

今井旅館の一室に有志が集まり、支部設立

について夜遅くまで語り合ったころが思い出

されます。素人のタイプ、粗末な印刷で出発

した「しらこばと」も 100号を越えました。 

164 人だった会員数も、もうすぐ 2,000人。 

オヤジのようだった今井さん、これからも

見守ってください。 

しらこばと』鍛92主難り月号く第「1伯号） 
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