
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 役員会報告-------------------------------------------------------------------------------------------２ページ 

■ 2016 さが環境フェスティバルに参加しました------------------------------------------２ページ 

■ 支部からのお知らせ-------------------------------------------------------------------------------４ページ 

■ 各地の観察会報告----------------------------------------------------------------------------------５ページ 

■ 皆さんからのおたより----------------------------------------------------------------------------７ページ 

■ 皆さんからの野鳥＆生きもの情報-------------------------------------------------------------９ページ 

■ 有明海の満潮時刻----------------------------------------------------------------------------------９ページ 

■ 近隣地区の観察会情報--------------------------------------------------------------------------１０ページ 

■ 観察会会場までの案内--------------------------------------------------------------------------１１ページ 

■ 観察会などのお知らせ（2016 年 12 月～2017 年 1 月）------------------------１２ページ 

野鳥さが 208 号  主な内容 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会佐賀県支部 

 
 

2016 年 12 月号 ／ No.208 ／ 平成 28 年 11 月 29 日発行 

C  sayaka 

発行者：宮原明幸   編集者：馬場順一  ｲﾗｽﾄ：中村さやか 

バードリサーチ シギ・チドリ写真コンテスト優秀賞「福富干拓のセイタカシギ」 

撮影：徳渕義実さん 



     

【日 時】10 月 23 日（日）、11 月 3 日（祝） 

【参加者】（10/23）青柳良子、中原正義、加藤芳隆、江口富美子、島田洋 

（11/3）田中丸雅雄、橋本泰博、加藤芳隆、中村さやか、蒲原留美、島田洋 

【主な話し合い項目】 （既に終了した案件については割愛したものがあります） 

（1）支部会計報告 

観察会などで支部への収入が数回発生した。青柳副支部長より報告。 

 

（2）探鳥会リーダーズフォーラムについて 

2017 年 1 月 28～29 日に八王子で探鳥会リーダーズフォーラムが開催される。 

佐賀県支部の中村さやかさんが講師として参加する。 経費は支部にて負担。 

 

（3）新年会について 

2 月 3 日（金）新年会を行います。18:30～20:30 会場は佐賀駅近くを予定。 

 

（4）その他、環境フェスタ・鹿島市のラムサール記念行事（いずれも終了）、行事予定 

などについて話し合いを行った。 

 

     

11 月 12（土）・13（日）、佐賀市久保田町の県立森林公園で 50 余りの「環境問題を 

考える」企業・市民活動団体が集まって開催されました。 

 私達、野鳥の会も「野鳥たちが安心して棲める環境を！」を訴えるために、また、 

「野鳥って こんなにたくさんの種類があるのよ」ということを知ってもらうために出展 

しました。 前日準備（11 日・金）も翌日撤収日（14 日・月）も雨でしたが、開催日は 

２日間とも晴天でした。 初日は田代規生さんの熱心な呼び込み（？）もあって、274 名。 

２日目は江口富美子さんの巧みな呼び込み（？）の結果、２０３名。 

というたくさんの方々が私達のブースを訪れてくださいました。  

 

お手伝い下さった方は 

11 日（金）準備 （パネル・机の搬入・設置、写真パネルなどの展示） 

吉澤進、上野武美、江口富美子、田中丸雅雄、永島博、二宮尚子、青栁隆、古川昌高、 

蒲原留美、田中照美、橋本泰博、青栁良子 （12 名） 

12 日（土） 

中島修、中島由美子、友岡周一、田辺憲子、二宮尚子、蒲原留美、江口富美子、 

田中丸雅雄、田代規生、吉澤進、西川智行、青栁隆、青栁良子 （13 名） 

13 日（日） 

役員会報告                    （事務局：島田洋） 
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2016さが環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに参加しました。 （報告：青栁良子） 



古賀郁香、田中照美、中村さやか、二宮尚子、青栁隆、江口富美子、加藤芳隆、 

永島博、馬場清、蒲原留美、久富文江、西川智行、青栁良子 （13 名） 

14 日（月）（パネル・机の撤収） 

  上野武美、吉澤進、友岡周一、二宮尚子、青栁隆、江口富美子、蒲原留美、青栁良子 

                                    （８名） 

以上延べ 46 名の方々にご協力いただきました。 他にも、立ち寄ったついでにお手伝い 

して下さった松原忠夫・はま子さん、おまんじゅうを差し入れて下さった蒲原泰代さん 

など出展を気にかけてくださり、ブースを訪ねてくださった会員の方もたくさんいらっし 

ゃいました。 本当にありがとうございました。 

 

展示内容は前号の支部報でもお知らせしましたが ①佐賀県内で観られる野鳥の写真 

②牛乳パックを使ってのエサ台作り ③スズメとカササギのぬりえ ④カササギバッジや 

カレンダー・グッズの販売 ⑤野鳥写真ハガキのプレゼント・・・など。 

今回特に取り組んだことは「会員を増やすために！」ということで「一年間会費無料！」 

の呼びかけでした。 ちょっと手ごたえはあったように感じました。 

次号の支部報で「新会員紹介」が出来たら「その成果だ！」と思ってください。 

２日間を通して感じたことは 

・野鳥の写真を熱心に見て下さる方も多かった。 

・エサ台作りは盛況でした。（１日目は 65 個、２日目は 40 個ぐらい作成） 

 左利きの子どもが何人もいたので、左利き用のハサミを用意する必要を感じました。 

・ぬりえは２日間でどちらも 20 枚程度。（古川昌高さんから手回しの鉛筆削りと色鉛筆 

５ケースを貸していただき,、助かりました。） 

・カササギバッジは４個、カレンダーは２部販売（会員は除く）。 

・「写真ハガキ」プレゼントも喜ばれました。あまり見かけない野鳥よりも スズメ・カサ

サギ・カワセミ・メジロなど身近な鳥の写真の希望が多くありました。 

・昨年まであった「カササギの巣」の展示がなかったのでブース前で足を止めて下さる 

チャンスをつくるのが難しいと思いました。（巣は何度もの運び出しでつぶれて来てしま 

ったので処分してしまいました。どうしたらまた手に入れられるか・・思案中です。） 

 

今回は主催者の方から「きょうぎん未来基金助成」という佐賀共栄銀行の取り組みが 

あって「野鳥観察を呼びかけたい」とのお話がありました。 

ねらいとしては「かちがらす等の野鳥など佐賀の特徴的な自然を観察し、身近に多くの 

自然があることを実感する」というものです。 

２日目に参加希望のあったグループを連れて３回ほど野鳥 

観察を実施しました。 参加して下さった方は 15 名ぐらい 

だったでしょうか？ 中村さやかさん・加藤芳隆さんが案内 

役を担当して下さいました。 参加者は スコープを通して 

観る野鳥に感動したようでした。 

（この取り組みには、佐賀共栄銀行から助成金 12,000 円 

を頂けることになっています。） 
（写真提供：中村さやかさん） 
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1.「ツルをテーマにした特別交流授業」のお知らせ 

鹿児島県出水市のツル越冬地で、毎年ツルのカウントを行っている出水市荘中学校と 

伊万里市東山代小学校の生徒＆児童がツルについての特別交流授業を行います。 

実際にツルの映像を見ながら、カウントをしたり、荘中学校生徒のカウントの難しさ、苦 

労されている事、等を小学生に話したりする催しです、 

伊万里市地域には各新聞社、県内 TV 局、有線 TV 局、全局へプレスリリースされていま

す。 支部会員の馬場清さんも伊万里市長浜干拓のツルの話をする予定です。支部会員の

方も多数参加してもらえれば有り難いです。 

 

【日時】12 月 3 日（土）13:00～15:00 【場所】伊万里市立東山代小学校 体育館 

 

2.観察会などの指導スタッフ募集  
「伊万里市東山代小学校 愛鳥モデル校活動」 

 ①2017 年 1 月 17 日（火）８：３０～９０分  

野鳥観察会：4 年生 63 名  スタッフ７～８名 （雨天時は 19 日か 20 日予定） 

  

②2017 年 1 月 24 日（火）午後（時間未定）    

巣箱つくり：4 年生 63 名  スタッフ５～６名 

 「伊万里市歴史民俗資料館野鳥観察会」 

  2017 年 1 月 29 日（日）9:30～12:00 スタッフ６名程 

お手伝可能な方は 

「馬場清さん（嬉野市）Tel：0954-66-2583 携帯：090-1084-3852 

E メール：k-bb@cocoa.plala.or.jp」までご連絡をお願いします。 

 

3. 青栁隆写真展「小城で観られる野鳥」のご案内 

【日時】11 月 28 日（月）～12 月 10 日（土） 9:00～21:00 

【場所】小城市 市民交流プラザ「ゆめぷらっと小城」（旧 小城市役所分庁舎） 

 

小城で観られる野鳥たちの写真 50 枚を展示しています。  

展示期間中、会場にて「カササギバッジ」の販売や 「日本野鳥の会への入会案内」の 

活動も行っています。 お問い合わせは「青栁隆（090-8642-8269）」まで。 

 

3.新年会のご案内 

来年２月３日（金）18:30～20:30 の予定で佐賀県支部の新年会を予定しています。  

会場は佐賀駅近くで・・と考えていますがまだ確定はしていません。安くて美味しいお店 

をご存知の方はお知らせ下さい。 次号の支部報ではギリギリになってしまうのでちょっ

と先の話ですが、皆さまのご予定をたてておいていただきたく日時だけを決めました。 

久しぶりの新年会ですので奮ってご参加いただきたいと思っています。 

参加できそうな方は 青栁良子（090-1659-7353）までご連絡下さい。 

支部からのお知らせ 
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■第 213 回森林公園観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 28 年 10 月 23 日 

【参加者】長岡保、中島修、中島由美子、青柳良子、中原正義、友岡周一、田中照美、 

永島博、古賀郁香、古川昌高、久富文江、今泉知華、加藤芳隆、江口富美子、 

島田洋（案内役） 

【観察された野鳥】ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、 

トビ、バン、イソシギ、キジバト、ドバト、カワセミ、コゲラ、ハクセキレイ、 

ヒヨドリ、モズ、シジュウカラ、ホオジロ、カワラヒワ、ムクドリ、スズメ、カサ 

サギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス 

【案内役からの一言】 

       朝から雨が降っていました。 9 時過ぎに観察会を開始。  森林公園は相変わらず 

工事中です。 風景が変わってしまいました。 何種類か野鳥の姿はあるものの数は 

少ない。 昆虫の姿も乏しく、寂しい公園になりました。 

モズが元気。「かわいい」と声がかかります。 嘉瀬川にはカルガモやマガモ、ヒド 

リガモが少数浮かんでいました。 みどり橋のところでカワセミのダイビングが見 

られたのはよかった。 公園の北側は、野球や、アーチェリーなどの大会で賑わっ 

ています。 森林公園での観察会は 8 か月ぶりでした。 

佐賀県支部にとって大事な観察会場です。観察会は今後も続けていきます。 

 

■東よか干潟（大授搦）観察会報告（佐賀市） 

①【日時】      平成 28 年 10 月 2 日 

【参加者】橋本泰博、清水恵弘、甲斐恵子、青栁良子、中島修、中島由美子、徳渕義実、 

吉澤進、久富文江、大川幸子、江口富美子、福田康典、八木ひとみ、蒲原留美、 

加藤芳隆（案内役）、田中丸雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】キジバト、アオサギ、ダイサギ、シロチドリ、メダイチドリ、ダイ 

ゼン、トウネン、ウズラシギ、ハマシギ、コオバシギ、オバシギ、キリアイ、アカ 

アシシギ、コアオアシシギ、アオアシシギ、カラフトアオアシシギ、キアシシギ、 

ソリハシシギ、オグロシギ、オオソリハシシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、 

チュウシャクシギ、ミサゴ、チョウゲンボウ、モズ、 

ハシボソガラス、ヒヨドリ、ショウドウツバメ、ツバメ、 

ハクセキレイ 

【案内役からの一言】 

  午前 7 時、堤防上に関東、関西ナンバーの車が目立つ。 

9 月初めより滞在中のカラフトアオアシシギ目当ての 

観察者が 50 名ほど。集合時刻の 8 時には 10 名集ま 

り、堤防下に下りる。本日のテーマは前日に見られた 

「ハシブトアジサシを見よう」です。 

各地の観察会報告 

-5-  

図 4 

 

カラフトアオアシシギ（先頭） 

（写真提供：八木ひとみさん） 



早速カラフトアオアシシギを見つける。 

STS テレビの取材があり、インタビューを受けながらの観察でした。 

水際でコアオアシシギ、アオアシシギが餌を採る様子が面白い。 

シギ・チドリ類 20 種が見られ、渡りもピークの状況でしたが、本日のテーマの 

ハシブトアジサシは残念ながら見ることはできませんでした。 

 

②【日時】      平成 28 年 11 月 3 日 

【参加者】友岡周一、甲木弘美、長岡保、岡崎章、澁江拓司、古賀郁香、吉澤進、田中 

照美、田辺憲子、中島修、中島由美子、佐藤政明、千住利夫、橋本泰博、永島博、 

田﨑義昭、中村さやか、中村翠、島田洋、蒲原留美、加藤芳隆（案内役）、田中丸 

雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】ツクシガモ、ヒドリガモ、マガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、 

  コガモ、キジバト、ドバト、アオサギ、ダイサギ、コサギ、クロツラヘラサギ、 

タゲリ、ミヤコドリ、シロチドリ、メダイチドリ、ダイゼン、トウネン、ハマシギ、 

オバシギ、キリアイ、オオハシシギ、ツルシギ、アカアシシギ、コアオアシシギ、 

アオアシシギ、オグロシギ、オオソリハシシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、 

チュウシャクシギ、ユリカモメ、ズグロカモメ、セグロカモメ、ミサゴ、ハヤブサ、 

モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ジョウビタキ、スズメ、ハク 

セキレイ、アトリ、ホオジロ 

【案内役からの一言】 

  朝から快晴。西の空には熱気球世界大会のバルーンが浮かぶ。  

満潮時まで時間があるので、干潟よか公園の周囲を回る。 ジョウビタキ、アトリ 

の冬鳥が姿を見せる。クリークにはコガモ数十羽が浮かぶ。 堤防下に下りると 

シチメンソウの紅葉も進み、多くの観光客で賑わう。 

本日のテーマは当地の冬を代表する「クロツラヘラサギ、ツクシガモ、ズグロカモ 

メ、ミヤコドリを見よう」 ズグロカモメがカニを採り、クロツラヘラサギは首を 

振りながら餌を採る。ミヤコドリは 8 羽を数える。ツクシガモは鳥合わせの後に 

9 羽見られた。好天気に恵まれ、45 種の鳥が観察されました。 

 

※10 月 16 日の観察会は雨天のため中止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【台湾探鳥行案内】 台湾へ行きます。鳥は、日本ではなじみの無いチャバラオオルリ、ミミジロ 

チメドリ、タイワンツグミ、ルリチョウ、キバラシジュウカラ、カワビタキ、ベニサンショウクイ、 

ヒメオウチュウ、メジロチメドリ、カンムリチメドリ、アオチメドリ、タイワンシジュウカラ、等々 

です。台湾では運転手と専用のガイドがつきます。 参加希望の方は宮原明幸さんへ。 

 

【探鳥地】台湾（八仙山森林遊楽区、阿里山林遊楽区 等） 

【期 日】2017 年 1 月 26 日（木）～1 月 29 日（日） ※1 月 25 日福岡 21 時発の可能性有。 

【費 用】未定です・・・人数が増えれば安くなります。 【締切】12 月 15 日（木） 

【申込先】宮原明幸 090-2507-7085  E-Mail ruriruri115@b1.bunbun.ne.jp 
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●「鳥図の鳥たち 第 14 回」・・・山澤 健一さん（茨城県神栖市） 

今回の３羽をもちまして最後になります。 その３羽はシマヒヨドリ・バンと名前の 

記載がないホオジロです。 シマヒヨドリは「鳥名の由来辞典」によれば中国南部に分布 

し江戸時代前期に飼い鳥として輸入されたとあります。 バンは留鳥のバンです。  

ホオジロ似の個体はほっぺたに黒丸が無いのでホオジロかと思います。  

このほか、文献は江戸時代のものと明治時代に出版された博物誌の 

鳥類編などを所有していますが、これらは今後投稿したいと思って 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「シギ・チドリ写真コンテスト」・・・徳渕 義実さん（鳥栖市） 

NPO 法人バードリサーチ シギ・チドリ類調査事務局によるシギ・ 

チドリ類調査交流会の中で 11 月 13日に「シギ・チドリ写真コンテ 

スト」が開催されました。支部会員の加藤さんにコンテスト開催情報 

を頂き、最近福富干拓にて写した「セイタカシギの写真」でチャレン 

ジ致しましたところ、運よく最優秀賞の次の優秀賞を受賞致しました。 

オオコノハズクの絵のエコバックや「日本の生物多様性図鑑」、バッチ 

やシールなど楽しい商品も沢山いただきました。 

福富干拓にも色んな鳥が羽を休めますが、この自然がいつまでも続い 

てほしいと思います。 

NPO 法人バードリサーチの WEB サイト 

「 http://www.bird-research.jp/ 」 

写真コンテストのページ 

 「 http://blog.bird-research.jp/article/177695684.html 」 

 

 

 

 

 

皆さんからのおたより 
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バ ン         名前記載なし（ホオジロ） シマヒヨドリ 

～野鳥さが原稿募集中～ 

①詩歌・句・イラスト募集！ 皆様の作品をお待ちしています。気軽にご参加ください。 

②投稿・ご意見などをお寄せください。（編集部：馬場順一） 
〒841-0053 鳥栖市布津原町 61 A12-11 携帯:090-5084-2649 

                                           （E メール） f_baba841@ybb.ne.jp 

http://www.bird-research.jp/
http://blog.bird-research.jp/article/177695684.html


●「対馬遠征記」・・・加藤 芳隆さん（上峰町） 

仕事の都合で 19 日（土）の夜から１船泊２日、ほぼ日帰りの日程で会員 4 名（宮崎、 

丹羽、徳渕、加藤）で行って来ました。 対馬へ。 

19 日午後 11:30 発 博多－対馬（厳原）行 到着は午前 5:25 

20 日午後 15:25 発 対馬（厳原）－博多行 到着は午後 8:10 

レンタカー屋さんが７時に迎えに来てくれるので船内で待機、そして 7 時少し前に下船。 

手続きを終えポイントの場所をナビに入力、20 分足らずの道のりでした。 

ポイントに到着して双眼鏡で探すもジョウビタキの姿のみ。 すると宮崎さんが対馬の 

知り合いの方へ電話を入れてくれて、1.5km ほど上流に居るかもしれないと情報頂いたの 

でそのポイントへ移動してみると、目の前の川の対岸に居ました、居てくれました。 

カワビタキ雄。 ジョウビタキも近くに居たけど、ジョウビタキよりはほんの少し大きい 

感じがしましたね。 確認できたのは 8 時少し前だったと思います。 

それから 10 時 30 分まで出ずっぱりでしたのでもっと観察していたかったのですが、 

何せ日帰り 15 時 25 分のフェリーに乗船しなくてはいけないし、せっかくの対馬、短い 

時間ですが他の場所も周りたいので、昼食の弁当を買い内山峠にあるアカハラダカの観察 

ポイントへ。そこで昼食をとり、その周辺を少しだけ周り 

14 時過ぎにレンタカーを返却。 15 時 25 分発のフェリー 

で帰ってきました。  

今回は，カワビタキ雄が目的でしたので他の鳥はあまり探 

していません。 ですからジョウビタキ、カワセミ、カワウ、 

モズ、シロハラ、ヒヨドリ、ビンズイ、シジュウカラ、メジロ、 

トビ、ハイタカ 地元でも確認できる鳥ばっかりでした。 

 

●「ツルの渡り始まる」・・・馬場 清さん（嬉野市） 

いよいよツルの渡りが始まりました。 先日は伊万里市ツル分散化事業について、本部

（伊藤、野口）、伊万里市（吉富係長、吉浦係員）、野鳥の会佐賀県支部（松原、馬場） 

伊万里ツルの会（一ノ瀬）、干拓地権者（理事長）の９名の代表で今後の打ち合わせ会議が 

ありました。 議題は昨年同様の内容でした。インフルエンザの対応などで、年々寂しい 

限りです。市の対応も冷たい様に感じました。 

本日 16 時頃、８羽、18 時頃 50 羽＋のナベヅルが自宅（塩田町馬場下）上空を武雄市 

～鹿島市～太良町方面へ飛来しました。 これからは上空を観るのも楽しみです。 

ちなみに先日まで長浜干拓には飛来なしです。 伊万里ツルの会でデーターを取ります。 

皆様の飛来メールを私にお願いします。（E メールアドレス：k-bb@cocoa.plala.or.jp） 

 

●「デジブック紹介します」・・・八木 ひとみさん（佐賀市） 

探し回り、初めて会えた南アフリカまで渡るというアカアシチョウゲンポウの 

デジブックです。是非ご覧ください。 

『 赤足長元坊に会いたい  』 

http://www.digibook.net/d/7604cbf3b00fbcf0ba1a8856869d17cc/?m 
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http://www.digibook.net/d/7604cbf3b00fbcf0ba1a8856869d17cc/?m


     

■加藤 芳隆さん（上峰町） 

9 月 17 日 【東よか干潟（大授搦）】カラフトアオアシシギ ５羽に増えていました。 

■八木 ひとみさん（佐賀市） 

10 月 15 日 【唐津市】ヤマドリ 林道で出会いました。 

※県外の情報もいただきました。 

■山澤健一さん（茨城県神栖市） 

10 月 14 日 【千葉県香取市】マガン 18 羽 南下の途中で田圃で採餌していました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3（土）  11:20/5.1m  23:04/4.9m    1（祝）  11:12/5.2m  23:00/5.0m 

   4（日）  11:51/4.9m  23:37/4.7m    2（休）  11:43/5.1m  23:34/4.9m 

 10（土）   5:30/4.5m  17:50/4.8m     7（土）   6:14/4.1m  15:51/4.4m 

11（日）   6:39/4.9m  18:49/5.1m    8（日）   4:59/4.3m  17:13/4.5m 

17（土）  11:41/5.4m  23:27/5.1m    9（祝）   6:21/4.6m  18:25/4.7m 

 18（日）      12:16/5.2m   14（土）  10:51/5.5m  22:41/5.3m 

23（祝）   4:17/3.7m  16:31/4.1m   15（日）  11:26/5.4m  23:16/5.1m 

 24（土）   5:42/4.0m  17:38/4.3m   21（土）   2:51/3.7m  15:07/4.0m 

 25（日）   6:41/4.3m  18:30/4.5m  22（日）   4:36/3.6m  16:34/3.9m 

 31（土）  10:40/5.2m  22:26/5.1m   28（土）   9:52/5.2m  21:40/5.2m 

  29（日）  10:27/5.3m  22:19/5.3m 

 

     

       

 

 

 

満潮時には、残された干潟に鳥が集ま 

り、近くで見やすい状態になります。 

ただし、小潮だと遠すぎるし、大潮に

なると干潟が水没してしまって、鳥が

移動してしまいます。） 

12 

月 
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■ 東よか海岸 

潮高 5.0ｍ 満潮の２時間前くらいがベスト！ 

 

■ 鹿島新籠海岸他 

潮高 4.0ｍ満潮の１時間前後がベスト！ 

満潮時刻と潮高をたしかめてから行こう！ 

有明海の満潮時刻 （六角川観測塔） 
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皆さんからの野鳥＆生きもの情報 

来年の潮汐表は未入手のため、２０１７年 

１月は気象庁のデータを参考に算出。 

カラフトアオアシシギ       ヤマドリ           マガン 



   

■日本野鳥の会 福岡支部 （参加費：会員 100 円 一般 300 円 中学生以下無料） 

日時：12 月 4 日（日）、1 月 1 日（日）9:00～12:00（定例探鳥会） 

場所：福岡市・今津、雨天中止 ／ 集合：9:00 玄洋高校北西の端道路 

日時：12 月 6 日（火）、1 月 3 日（火）10:00～（定例探鳥会）※集合時間にご注意を！  

場所：春日市・春日公園、雨天中止 ／集合：10:00  旧公園管理センター前（第 5 駐車場横） 

日時：12 月 10 日（土）、1 月 14 日（土）9:00～12:00（定例探鳥会）  

場所：福岡市・大濠公園、雨天中止 ／ 集合：9:00 公園ボート乗り場前  

日時：12 月 11 日（日）、1 月 8 日（日）9:00～12:00（定例探鳥会）  

場所：福岡市・和白海岸、雨天中止 ／ 集合：9:00 JR 和白駅前の和白公園  

日時：12 月 18 日（日）、1 月 15 日（日）9:00～12:00（定例探鳥会）  

場所：筑紫野市・天拝山、雨天中止 ／ 集合：9:00 天拝山歴史自然公園水上ステージ横  

日時：12 月 25 日（日）、1 月 22 日（日）9:00～12:00 （定例探鳥会） 

場所：福津市・久末ダム、雨天中止 ／ 集合：9:00 久末ダムの多目的広場横の駐車場 

 

■日本野鳥の会 筑後支部 （参加費：会員 100 円 一般・中学生以上 200 円  中学生下無料）  

日時：12 月 4 日（日）10:00～  （定例探鳥会）  

場所：小郡市・花立山 ／ 集合：10:00 花立山公園駐車場  

担当：木原直人さん  携帯：090-4516-4467 

日時：12 月 11（日）9:00～（定例探鳥会） 

場所：高良山（久留米市） ／ 集合：9:00 久留米市御井町・高良下宮社 

担当：溝田泰博さん 携帯：090-4357-3043 

日時：12 月 18 日（日）10:00～ 筑後川・中島  （企画探鳥会）  

場所：うきは市、朝倉市・原鶴温泉下流 ／ 集合：9:00 うきは市スポーツアイランド駐車場 

担当：野田達行さん TEL：0944-58-1672 

日時：12 月 25 日（日）  （定例探鳥会）  

場所：大牟田市・甘木山 ／ 集合：9:00 甘木山ハイツ駐車場 

担当：木原直人さん  携帯：090-4516-4467 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

近隣地区の観察会情報 
日本野鳥の会本部ＨＰにも最新の探鳥会情報

がありますよ！ → http://www.wbsj.org/ 
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（16/11/18 付け：佐賀新聞） 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察会会場までの案内

図  

交通手段が無い場合は、担当者までご連絡を！ 

②１２/１８ ⑥１/１５ 佐賀市・東よか干潟 

 

④１月２日 鳥栖市・朝日山 

 

①１2１４ 佐賀市・森林公園 

 

③１２月２５日 佐賀市・巨勢川調整池 

 ⑤１月３日 唐津市・松浦河畔公園 

 

⑦１月２２日 佐賀市・石井樋公園 
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③１２月２５日（日）  

巨勢川調整池（佐賀市） 
[時間＆場所] 10:00 佐賀市金立町・巨勢川調整 

  池内の東名（ひがしみょう）遺跡展示館駐車場 

[担当] 島田 洋さん （佐賀市） 090-2393-1286 

[見どころ] 池一周約２時間の間に、おもわぬ鳥に 

 出会うかもしれません。 
 

 

「野鳥さが」 ～日本野鳥の会佐賀県支部 会報～ 

公益財団法人 日本野鳥の会  〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-23 丸和ビル  

電話 03-5436-2620(代) FAX 03-5436-2636 

日本野鳥の会佐賀県支部 支部長：宮原明幸 

事務局：中村さやか（☎ 0954-60-4424 携帯：080-8863-5659） 

        〒849-1315 鹿島市三河内 2974-1 

           郵便振替 01710-8-82339 「日本野鳥の会佐賀県支部」 

共
通
事
項 

共
通
事
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観察会などのご案内 （2016 年 12 月～2017 年 1 月） 

①１２月４日（日） 

森林公園観察会（佐賀市） 
[時間＆場所]  09:00 

佐賀市久保田町 県立森林公園・北側駐車場 

[担当] 島田 洋さん（佐賀市） 090-2393-1286 

[見どころ] 探鳥会のメイン会場ではなくなりつつある 

 森林公園ですが、地道に鳥を探しましょう。 

 嘉瀬川はカモたちが勢揃い中です。 

共
通
事
項 

① 資料代、保険代として 100 円頂戴しています。 

② 雨天中止。（前夜 18:55 のNHK 天気予報で降水確率 50％以上の場合、原則として中止） 

③ 集合に遅れる時は早めに担当者に連絡し、会場に不慣れな場合は、必要な指示を受けて 

下さい。 

④ 帽子、雨具、水筒などは適宜ご持参ください。 

⑤ 場所や交通手段、便乗の可否などのお問合せは各担当か事務局まで。 

共
通
事
項 

共
通
事
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②１２月１８日（日） ⑥１月１５日（日）  

東よか干潟（大授搦）観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] （12/18）10:00  （1/15）9:00 

佐賀市東与賀町の東よか干潟展望台 

[担当] 田中丸 雅雄さん（佐賀市）080-1707-9225 

加藤 芳隆さん（上峰町） 090-4510-1560 

[見どころ] 干潟一杯に広がるカモたちやカモメ類、冬 

も居残りのシギ・チドリたち。  

またそれらを狙うハヤブサの成果はあるのか？ 

④１月２日（振休） 

朝日山 New Year観察会(鳥栖市) 
[時間＆場所] 09:00 朝日山公園入口駐車場 

[担当] 橋本 泰博さん （みやき町） 

[携帯] 090-8833-6130  

[見どころ] 今年もここから始まります。 一番の観察 

ポイントは集合場所の駐車場周辺です。 

  

⑤１月３（火） 

松浦河畔公園観察会（唐津市） 
[集合] 9:00 同公園管理事務所前 

[担当] 佐久間 仁さん （横浜市） 

[携帯] 090-8407-8347 

[見どころ] 山野の鳥やアシ原の鳥たち、河口付近の 

 水門の内外でのカモの種類の変化。 

 毎回４０～５０種の鳥が観察されます。 

 

 

 

 

⑦１月２２日(日) 

 石井樋公園観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] 9:30 

佐賀市大和町 石井樋公園「水ものがたり館」 

[担当] 青栁 良子さん（小城市）  

[携帯] 090-1659-7353 

※「さが水ものがたり館」主催の探鳥会と合同で行い

ます。 


