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（報告：青栁良子） 

準備から片付けまでの日にちをかぞえると７日間に渡ってのイベントでした。 

会員の皆さまのご協力でこの長丁場をなんとか乗り越え、無事終了しました。 

 

【10 月 29 日（水）】前日準備 

塩田公民館からパネル、机、椅子などを搬入 （馬場清・青栁隆） 

 小城資料室からカササギの巣、テレビ、DVD などを搬入（上野武美・青栁良子） 

 嘉瀬川河川敷で展示準備 （上記 4 名の他 田中丸雅雄・溝上くみ子・松原忠夫・江口 

富美子・大川幸子・蒲原留美） 

【10 月 30 日（木）】 

 ブース訪問者数 約 500 人 バッジ等寄付 42 件（21,300 円） 

 （佐田秀文・田中丸雅雄・馬場清・久富文江・江口富美子・青栁隆・青栁良子） 

【10 月 31 日（金）】 

 ブース訪問者数 約 460 人 バッジ等寄付 34 件（16,600 円） 

 （田中丸雅雄・馬場清・中村さやか・佐田秀文・青栁隆・青栁良子） 

【11 月 1 日（土）】 

 ブース訪問者数 約 870 人 バッジ等寄付 30 件（15,000 円） 

 （江口征信・江里口立子・田中照美・福田康典・江口富美子・馬場清・青栁良子） 

【11 月 2 日（日）】 

 ブース訪問者数 約 750 人 バッジ等寄付 48 件（24,380 円） 

 （宮原明幸・橋本泰博・山崎章弘・江里口立子・蒲原留美・田中照美・江口富美子 

  溝上くみ子） 

【11 月 3 日（月）】 

 ブース訪問者数 約 1620 人 バッジ等寄付 82 件（34,521 円） 

 （坂田紀子・原野正道・久富文江・蒲原留美・江口富美子・馬場清・青栁隆・青栁良子） 

【11 月 4 日（火）】後片づけ 

 （馬場清・上野武美・江口征信・田中丸雅雄・松原忠夫・大川幸子・青栁隆・青栁良子） 

 

延べ 54 名の会員の協力のもと、およそ 4200 人の方に見ていただいくことができまし 

た。 バッジは 222 個、寄付金額は 111,801 円になりました。 

お客さんの目を引いたのは「カササギの巣」でした。そこで足を止めて中の写真も注目 

してくれたり、野鳥映像の DVD に目をやったり・・・野鳥への関心を持っていただけた 

と思いました。 他県から訪れた方が「このブースはいいねえ！食べ物ばかりがたくさん 

あるけど、こういうのは佐賀のことがわかっていい！」 とお褒めの言葉もいただきました。 

しかしながら、2 日（日）の担当者からは、行儀の悪いお客がいてとても不愉快だった。 

バルーンというイベントは自然環境云々の視点はないので、訪れる人たちのモラルの問題 

もあり、来年どうするかは検討した方がいい・・「環境フェスタ」の方が野鳥の会の目的 

「2014佐賀ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ」に出展しました 
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にも合っていると思うので、来年は「環境フェスタ」の方で出展した方がいい・・という 

意見がありました。 

私（青栁）は 11 月２日以外、毎日ブースにいました。 

「野鳥の会に即入会して下さった方もいた」 「バッジも思いのほか沢山の方に購入して 

いただけた」 「野鳥やカササギへ多くの方の関心を向けてもらうことが出来た！」 

などから、「やってよかった！」 「目標は達成した！」と思ったのですが、担当して下さ 

った皆さんはどう感じられたでしょうか？  

またブースを訪れて下さった会員の皆さんはどう感じたでしょうか？ 

『来年どうするか』ということもありますので、ご意見・ご感想を寄せていただけたら 

ありがたいです。よろしくお願いします。 

【宛 先】 Ｅ-mail：ｔ-y-ao@cronos.ocn.ne.jp 

            お便り ：〒845-0001 小城市小城町 276-1 青栁 良子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

●2014 年度 第 7 回（10/12）＆ 第 8 回（11/16）役員会 

【参加者】10/12：坂田紀子、田中丸雅雄、増田英治（ネイチャー佐賀）、蒲原留美、 

青柳良子（議事進行）、島田洋（議題提出） 11/16：馬場清、江里口立子、蒲原留美、 

宮原明幸、山崎章弘、松田信義、増田英治、島田洋（議題提出）、青柳良子（議事進行） 

 

【話し合い項目】 

（1）森林公園工事関連  

今年 8 月 18 日より森林公園内で大規模な工事が始まり、ヤマシギが観察された藪など 

がごっそりとはぎ取られてしまった。 この件で増田英治さんから情報提供があった。 

増田さんは 6 月から森林公園に関与しておられる。こういう立場になって初めて知ること 

が多々あったとの事。 今回の工事や森林公園の管理システム等について、様々な情報や 

アドバイスを提供いただきました。 

 ① 工事は土木事務所が管轄している 

 ② 公園の管理は、複雑な仕組みになっている。 

 ③ 公園関係者や作業関係者はいずれもきちんとした常識や見識を持った方々である。 

役員会報告     
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（写真提供：中村さやかさん）  （写真提供：佐田秀文さん 右はカササギの巣を見る子供） 



 ③ 自然保護・安全管理などに関して公園関係者に、戸惑いがみられる。 

 ④ 野鳥観察会開催は公園管理事務所に届けた方がいいでしょう。 

 ⑤ 公園関係者との交流・情報提供・意見交換の機会をつくることが望ましい。 

 

また、松田信義さんからも、「8 月からの森林公園の工事は、多くの樹木を伐採し、地面を 

掘り起こしてしまう破壊的な工事である。 野鳥たちが訪れていた林も藪も壊されてしま 

った。 佐賀県議会議員に理解のある議員があり、この工事について調べてくれた。 

これによると、佐賀県庁の「まちづくり推進課」が責任部門であり、土木事務所などが関 

わっていることが分かった。 この工事について抗議したところ、県のまちづくり審議会 

で『野鳥の会からの委員が工事推進に了解をした』などと言って弁解した。 議事録を調

らべたところ、そのような事実は全くなかったことが判明した。」と情報をいただいた。 

 

とにかくこの工事については、とても承服できるものではない。 

日本野鳥の会佐賀県支部としては、工事に対しての支部の意見を文書にして責任部署に 

「申し入れ」をしていく。 マスコミや他の自然保護団体の協力も得ていきたい。 

 

（2）ラムサール条約登録関連  

 有明海湾奥の干潟をラムサール条約に登録しようとの動きが活発になっている。 

東与賀海岸の指定予定区域内でのデータなどを担当官庁に提出済みである。 鹿島市でも 

勉強会など様々な活動が続いている。当支部は引き続き、この活動を続ける。 

 

（3）カササギ調査関連  

 当支部は佐賀県の鳥であるカササギについての調査を行っていく。 どのような調査が 

必要か？ どのような方法ができるのかを検討していきたい。 その為に、カササギの生態 

を知ることが大事である。 

情報収取のため支部の会員あてに調査票を配布などしていく予定。 

 

（4）愛鳥普及事業関連  

 12 月から 1 月にかけて、東山代小学校及び北波多中学校で観察会や学習会が予定され 

ている。 その他、2015 年 1 月 18 日に、伊万里市歴史民俗資料館の行事で観察会、 

2015 年 2 月 15 日に、黒髪少年自然の家の野鳥観察会の依頼を受けている。 

 

（5）バルーンフェスタ出展報告 

 10 月 30 日から 11 月 3 日にかけて、バルーンフェスタ会場に県支部のブースを出し 

た。 29 日には準備、4 日には後片付けを行った。延べ 54 名の会員の協力があった。 

ブース訪問者数は約 4200 人。バッジは 222 個を販売（寄付名目）。 収入寄付金額は 

111,801 円であった。 ブース訪問者は実に多様であり、行儀の悪い人も結構多かった。 

支部長からは、来年のバルーンフェスタ出展は見合わせたいとの事であった。 

 

（6）その他 今後の観察会予定など。 
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●愛鳥モデル校の指導について 

今年度も伊万里市東山代小学校、唐津市北波多中学校の２校の愛鳥モデル校で指導を 

行います。 下記のように日程及び指導内容が決まりましたので、お知らせします。 

指導スタッフが数名必要ですので、お手伝い可能な方は愛鳥モデル校担当の馬場清さん 

（嬉野市）まで連絡をお願いします。 

 

【伊万里市・東山代小学校】 5 年生 64 名 

① 26 年 12 月 18 日（木）14：00～15：30 「愛鳥学習会」     

伊万里市役所、農水林漁村課と共催。写真、ポスター等やデコイの設置。 

 プロジェクター、スクリーンは学校が準備。支部は PC、パワーポイントを準備。 

 ② 27 年 1 月 23 日（金）14：00～15：30 「野鳥観察会」 

 学校生活グループの 7 グループに分ける。  

スタッフ 7 名必要。 双眼鏡 64 個、野鳥観察リストの準備。 

③ 27 年 1 月 27 日（火）14：00～15：30 「巣箱つくり」 

 巣箱キット 67 個（予備まで）準備、２人組で２個作成。 

 金づちが家にある児童は持参させる。 学校の備品も使用。 

当日は保護者の方も参加。 

 

【唐津市・北波多中学校】  

27 年 1 月 22 日（木）  ※予備日は２月５日（木） 

① 8：40～9：10 「野鳥学習会」 1 年生 50 名 

プロジェクター、スクリーンは学校に有り。支部は PC、パワーポイントを準備。 

② 9：20～10：20 「野鳥観察会」 1 年生 50 名 

1 年生 50 名を 4 クラスに分ける。 スタッフ 4 名必要。 双眼鏡 50 個準備。 

③ 10：30～12：10「巣箱つくり」 2 年生 48 名 

2 人組で 2 個を作る。巣箱キット 50 個分、クギ、カンナも準備する。 

金づちは生徒も準備し、学校の備品も使用する。 

愛鳥モデル校担当：馬場 清（嬉野市） TEL：090-1084-3852 

                     E メール：k-bb@cocoa.plala.or.jp 

 

●伊万里市歴史民俗資料館の野鳥観察会について 

2015 年 1 月 18 日の伊万里市歴史民俗資料館の野鳥観察会への協力依頼です。 

参加予定の 10 家族に対して、観察会講師が担当者以外に 4 人必要です。 

お手伝いできるよ、という方は担当者の山崎章弘さんか、事務局へ連絡お願いします。 

       担 当：山崎章弘（伊万里市） TEL：090-3013-3132 

       事務局：島田 洋（佐 賀 市） TEL：090-2393-1286 

 

愛鳥普及事業にご協力をお願いします。 
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■東与賀海岸・大授搦観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 26 年 9 月 28 日 

【参加者】     西田俊子、宮崎末徳、宮原明幸、友岡周一、吉田キミ子、松田信義、 

大川幸子、大川尚也、大川裕也、八木ひとみ、橋本泰博、加藤芳隆、 

平野さつき、中島修、中島由美子、溝上くみ子、田丸久子、江口 

富美子、野口美樹、野口萌花、永島博、田中政和、田中智美、久富 

文江、青栁隆、青栁良子、田中丸雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】ダイサギ、アオサギ、ミサゴ、トビ、ハヤブサ、シロチドリ、メダ 

イチドリ、ムナグロ、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、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、ヘラシギ、ハシブトアジサシ、カワセミ、ショウドウツバメ、 

ツバメ、モズ 

【案内役からの一言】 

集合時刻の 10 時前には数名の方が、数日前より見られているヘラシギを熱心に 

観察している。 天気が快晴のためか、朝から気温が高い。 堤防下に降りるとすで 

に水際は数十 m に迫っている。 アオアシシギの採餌、続いてコアオアシシギが 

細かく頭を横に振りながら採餌する様を見る。 ハシブトアジサシが水面に下り、 

水浴びする。 満潮時に干潟は水没し、シギ、チドリは捨石の上で一休み。 

ハマシギの群れの中にキリアイ、トウネンを見つける。  

期待のヘラシギ、ヒメハマシギは見つけられませんでした。 

 

■第 203 回森林公園観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 26 年 10 月 12 日 

【参加者】     青柳良子、田中義一、二宮尚子、増田英治、古川恵子、蒲原留美、 

永島博、江口富美子、田中丸雅雄、島田洋（案内役） 

【観察された野鳥】ダイサギ、アオサギ、カルガモ、ミサゴ、トビ、キジバト、ドバト、 

アマツバメ 1 羽、コゲラ、ショウドウツバメ、ツバメ、キセキレイ、ハクセキレ 

イ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、シジュウカラ、カワラヒワ、ムクドリ、 

スズメ、ハシボソガラス 

【案内役からの一言】 

       曇り空。たいして風も吹かず、台風接近の影響はあまり感じません。 

今回はネイチャー佐賀の増田さんが参加。 植物についてもいろいろと解説して 

もらい、園内をゆっくりと回りました。 8 月からの工事の影響で観察会のルート 

は変更を余儀なくされています。嘉瀬川にはカルガモが 10 羽ほど。 他のカモは 

まだ見ません。 そして、アマツバメの飛翔を目撃しました。 森林公園・嘉瀬川 

沿いでみるのは久しぶりです。 静かなこぢんまりとした秋の観察会でした。 

各地の観察会報告 
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■東与賀海岸・大授搦観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 26 年 10 月 26 日 

【参加者】     中島修、中島由美子、樋高秀憲、千住利夫、友岡周一、八木ひとみ、 

松原忠夫、松原はま子、木村隆、佛坂新一、佛坂安恵、青栁良子、 

江口富美子、蒲原留美、永島博、久富文江、高崎由美、加藤芳隆、 

江口勝之、ブランシャー マコト・ノエ・ベルトデット、大川尚也、 

大川裕也、田中丸雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、 

キンクロハジロ、ミサゴ、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、オオハシシギ、ツルシギ、アオアシシギ、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、 

ソリハシセイタカシギ、セグロカモメ、ズグロカモメ、ヒバリ、ハクセキレイ、 

ヒヨドリ、モズ、メジロ 

【案内役からの一言】 

       堤防下のシチメンソウも赤く色づく。 今日のお目当ては、前週より来ているソリ 

ハシセイタカシギ。 西側の端にいるとの情報で、1km 先まで急ぐ。 

到着すると 100m ほど先にソリハシセイタカシギがいます。 初めて見る人も多 

く、皆さん満足そうです。 水面に浮かんだり、捨石の上に上がったり、飛行する 

姿を見せたりと大サービスです。 集合場所に戻る途中は干潟は水没しており、 

シギ、チドリは飛び立った後である。 沖に浮かぶカモの中にキンクロハジロを見 

つける。 終了間際に小雨が降り出したが、無事に終えることができました。 

 

■東与賀海岸・大授搦観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 26 年 11 月 9 日 

【参加者】     八木ひとみ、溝上進治、溝上くみ子、江口富美子、青栁良子、久富 

文江、永島博、田中丸雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】アオサギ、クロツラヘラサギ、ツクシガモ、マガモ、コガモ、ヒド 

リガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、ミサゴ、シロチドリ、メダイチ 

ドリ、ダイゼン、ハマシギ、オオハシシギ、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、ユリカモメ、セグロカモメ、ズグロカ 

モメ、ヒバリ、モズ、ジョウビタキ、ホオジロ、スズメ 

【案内役からの一言】 

       天気予報では降水確率 70％、朝から雨が降って 

いる。 集合場所に着くと雨が上がり、開始時刻 

には 5 名が集まり、観察会を決行する。 

干潟よか公園ではシチメンソウ祭りが行われて 

いて、多くの屋台が出ている。 

干潟の前に下りると沖合にはカモの群れが浮かぶ。 

ツクシガモ５羽を見つける。 

11 月 15 日の狩猟解禁前で、 
シチメンソウも色付いています。 

（写真提供：八木ひとみさん） 
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カモたちもゆったり浮かんでいる。 

終了間際にはクロツラヘラサギ１羽が西から東へ飛行する姿を見せてくれた。 

少人数の参加者であったが、ゆっくりと観察することができました。 

 

■第 204 回森林公園観察会報告（佐賀市） 

【日時】      平成 26 年 11 月 16 日 

【参加者】     友岡周一、田中義一、青柳隆、青柳良子、福田康典、江口征信、 

田中照美、江里口立子、永島博、馬場清、小柳政春、久富文江、 

江口富美子、蒲原留美、島田洋（案内役） 

【観察された野鳥】カワウ、カイツブリ、アオサギ、マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、 

オナガガモ、オオバン、タゲリ、クサシギ、イソシギ、キジバト、ドバト、コゲラ、 

キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、 

シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、アトリ、カワラ 

ヒワ、ムクドリ、スズメ、カササギ、ハシボソガラス 

【案内役からの一言】 

  公園の樹木は見事に紅葉していました。午前 9 時観察開始。 クスノキの枝葉に 

ツグミの姿。 シロハラ、ジョウビタキも出てきました。 

公園の東半分は相変わらずの工事中。 参加者からは、怒りの混じった声が次々に 

上がります。 「公園が台無しだよ」。 

嘉瀬川にはカモたちの姿。 タゲリも立ちつくしています。晩秋の観察会でした。 

ただ、森林公園の破壊的工事は、看過できないものがあります。 

 

■むかごご飯を食する会&リース作り報告（佐賀市金立町） 

【日時】      平成 26 年 11 月 30 日 

【参加者】     山口蒼生、野口美樹・萌花、松浦郁子・みゆう、田丸久子・ 

久富文江、重信奈央、澤谷優希、鶴田めぐみ、青栁隆、江口征信、 

中原正義、江里口立子、蒲原留美、柴原とき子、青栁良子、 

原野正道（案内役） 

【案内役から】 

  あっ 星が出てる！ 11 月 30 日 6 時前の空です。 年二回の私の出番、出だしは 

良し？ 忘れ物無いかな？  助手?の孫 蒼生を７時に迎えて、樅の木の代わりの 

イヌガヤをいただきに山瀬まで、蒼生にまだ見せたことのないヤマドリを期待しな 

がらの早朝のドライブです。 サンコウチョウ観察でおなじみの唐津半田の上部。 

あっ ヤマドリ！ まだ尾羽根は短いけれどおんどり。 会えたねー。 

蒼生と顔を見合せニッコリ。 

10 時過ぎ、キャンプ場では大人の遊びの始まりです。 先ず昼御飯の準備。 

お米は研いだのを青柳さんが準備。 ムカゴと“猪から横取りした”山芋沢山。 

江里口さんが丹精を込めた豚汁は暖めるだけ。 

あらあら雨が降ってきた！ 雨にもめげずリース作りの始まりです。 

台はノブドウの蔓が人気かな？  藤蔓も良いね。 
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飾りには植木屋さんからいただいた柊。 山からのいただきもののサンキライ、 

アオキの赤い実、ツルウメモドキ、カラスウリ、ヤシャブシ、ローズヒップ・・・ 

その他。 山芋が摺りあがったようです。味見だよー。 

初めての人、久しぶりの人、人気は上々。中原さん管理のお釜のムカゴご飯、炊き 

上がったようです。 少し早めの昼御飯。 うまい！ 美味しい！・・・ 

リース完成した人、まだの人、記念写真でーす。 雨無かったらなー。 

でも楽しい 1 日でした。 最高にうれしかったのは案内役の原野でした。 

 

 

 番外編（観察会以外の支部行事 及び 他団体の行事への協力についての報告）  

■「大川ふれあいの家」探鳥会指導  （報告者：馬場 清） 

【日時】      平成 26 年 10 月 18 日 

【場所】         大川市大野島 筑後川河口域および有明海 

【野鳥観察指導】     浅野康男（福岡支部）、田中丸雅雄、馬場 清 

「大川ふれあいの家」探鳥会に佐賀県支部では初めて参加 

しました。大川市近郊の小学生男女約 30 名、職員 3 名、 

野鳥観察指導スタッフ 3 名が玄関前に集合。 

ミーティングでは「大川ふれあいの家」の所長から本日の 

注意事項、野鳥スタッフから筑後川流域に生息する野鳥や 

水生動物などの説明をして、船着き場へ移動した。 

いよいよ、屋形船の様なガラス窓で囲われた平べったい 

船で近くにある港より出港です。 

佐賀、福岡の県境に流れる大きな河川です。  

川中央には長く河口まで続き、川水を二分する「デレーケ導流堤」が築かれている。 

1890 年完成、延長 6.5ｋｍ。薄い灰色かかった川の水は滔々と流れ、栄養分、ミネラル 

分いっぱいの水は、河口幅を埋め尽くす“ノリひび”の間を海へと流れておりました。 

野鳥はアオサギ、ハマシギ、コサギ、ミサゴなど、数種類が見られた。 

船頭さんの話す有明海の生物の事、ノリの事、野鳥の事などは野鳥スタッフよりも判り 

やすく、やさしく説明をしてもらいました。 スタッフの出る幕がありませんでした。 

船内でお弁当タイムです。 賑やかな昼食でした。 

野鳥も少なくて、船頭さんのご厚意で有明海の人工島まで行ってもらいました。  

その後流域にもどり、旧 JR 佐賀線の昇開橋に行き、橋脚を下げてもらい大川側から 

諸富側にウォーキングで往復して、再度船でふれあいの家に帰って来ました。 

子どもたちは野鳥探鳥より舟あそびが大変良かったようでした。 

 

 

 

 

 

 

（写真提供：大川ふれあいの家・津村さん） 
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●「鳥図の鳥たち 第 3 回」・・・山澤 健一さん（茨城県神栖市） 

この鳥図にはカモ類などの冬鳥として「マカモ、ヲシトリ、コクガン、トモエガモ、 

マガン、バン」などが記載されています。 今回はこのうち「マガモ・オシドリ・トモエ 

ガモ」を紹介します。 今回掲載するものは「鴨 マカモ」「鴛鴦 ヲシトリ」と表記されて 

いますが、トモエガモと思われる個体には漢字表記がなく「アンカモ」とあります。 

この鳥類図譜を連載するようになったきっかけは、有田に帰郷した時に見た本「江戸時 

代に描かれた鳥たち」（ソフトバンククリエイティブ刊）です。 

（編集係りより：今回からソフトバンククリエイティブの「江戸時代に描かれた鳥たち」 

との混同を避けるために連載名を変更しています。 「鳥図」は山澤さんが古書店で入手 

された、元巻物図と思われるものです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「デジブック紹介します」・・・八木 ひとみさん（佐賀市） 

『 鳥見 9 月 』 

http://www.digibook.net/d/ca44813bb1dca82838f18872e68cd6ce/?m 

『 鳥見 10 月  渓流編』 

http://www.digibook.net/d/a7048713815d8a28359f0850208fd6ca/?m 

『 鳥見 10 月 後編 』 

http://www.digibook.net/d/a7048713815d8a28359f0850208fd6ca/?m 

 

●「マガモの大根おろしアート」・・・中村 さやかさん（鹿島市） 

最近大根おろしを動物の形にするのが流行って 

いるみたいなので、作ってみました。 

 

 

 

 

 

皆さんからのおたより 
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■宮崎 八州雄さん（鹿島市） 

9 月 27 日 【大授搦】ヘラシギ幼鳥 1、ハシブトアジサシ 1、ムジセッカ声、 

ヒメハマシギ幼鳥？１ 

 【白石町】ムジセッカ 1、オオルリ 2、 

クロハラアジサシ 7＋ 

10 月 4 日  【新籠】クロツラヘラサギ 1、オオソリハシ 

シギ 1、ダイシャクシギ 13＋、 

ホウロクシギ6＋、チュウシャクシギ2、 

シロチドリ 10 

 【伊万里市】チュウヒ（大陸型）1、 

ノビタキ 3、シマセンニュウ 1  

10 月 5 日 【新籠】ツルシギ 1 

 【大授搦】ハシブトアジサシ 1、ツルシギ 3、オオハシシギ 1、カラシラ 

サギ 2 

10 月 8 日 【石木津川河口】アカアシシギ 11 

10 月 9 日 【鹿島市音成】ハイタカ 1～2（初）、タテハモドキ 1 

10 月 11 日【大授搦】オオタカ幼鳥 1、キリアイ 6＋、アカアシシギ 6、 波打ち際で 

見え隠れする黄色いヒレ・・・アカエイ？ 、ムラサキツバメ（蝶）1 

 【佐賀市川副町】アトリ 110＋、タテハモドキ 1 

 【白石町】トモエガモ 1、セイタカシギ 7、コアオアシシギ 7、マミジロタ 

ヒバリ、 

10 月 12 日【新籠】クロツラヘラサギ 2、ウズラシギ 1、ツルシギ 2、オオソリハシ 

シギ 1、ダイシャクシギ 15、ホウロクシギ 3 

 【白石町】チュウヒ幼鳥 1、オオハシシギ 2、エリマキシギ♀1 

10 月 18 日【新籠】クロツラヘラサギ 5、シロチドリ 55＋、ジョウビタキ 1  

  【白石町】タゲリ 28（初認）、アカエリヒレアシシギ 1、オオハシシギ 1、 

        オジロトウネン 6、トウネン 7＋、ウズラシギ 2、オグロシギ 1、オオ 

タカ幼鳥 1、クロツグミ♂1、エゾセンニュウ？1、ツクツクボウシ（声） 

10 月 19 日【白石町】オオハシシギ 6、エリマキシギ 1、ツルシギ 4、コアオアシ 

シギ 12、オグロシギ 1、アカエリヒレアシシギ 1、シマアジ 1  

※大半はモニタリング 1000 交流会参加者の皆さんと観察。 

  【鹿島市浜干拓】ノビタキ 12、タヒバリ 2 

  【鹿島川河口】アカアシシギ 14 鹿島市内での最大数？ 

10 月 30 日【鹿島市納富分】ジョウビタキ さえずり 

11 月 2 日  【大授搦】ツクシガモ 2（初認）、ズグロカモメ 160＋、ソリハシセイタカ 

シギ 1 

11 月 3 日  【鹿島市七浦】クロツラヘラサギ 12、カイツブリ 1 

皆さんからの野鳥＆生きもの情報 

（白石町のムジセッカ） 
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11 月 8 日  【伊万里市八谷搦】チュウヒ 2、ノビタキ 2 

チュウヒは、いつもの個体と幼鳥。 

11 月 9 日  【浜川河口】クロツラヘラサギ 13、チョウゲンボウ 2 

 

■松田 信義さん（佐賀市） 

10 月 27 日【大授搦】ソリハシセイタカシギ 

（アボセット） 

 

 

 

 

■八木 ひとみさん（佐賀市） 

11 月 23 日【伊万里市】マナヅル親子、ヒシクイ２、マガン、オカヨシガモ、アメリカ 

ヒドリ 

 

 

■荒木 潔枝さん（小城市） 

11 月 26 日【小城市千葉城公園&祇園川】ヒヨドリ、イカル、ホオジロ、メジロ、カワ 

ラヒワ、ミヤマホオジロ、アトリ、モズ、マヒワ、シメ、ジョウビタキ、シジュウ 

カラ、シロハラ、ヤマガラ、コゲラ、ウグイス、マガモ、コガモ、カイツブリ、 

カワセミ、キセキレイ、セグロセキレイ、コサギ、アオサギなど 

 

■小松 常光さん（唐津市相知町） 

11 月 30 日【伊万里川】カワウ、カンムリカイツブリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

マガン＆ヒシクイ        オカヨシガモ         アメリカヒドリ 

カワウ              カンムリカイツブリ 
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●日本野鳥の会創立 80 周年記念写真展「未来に残したい鳥風景」 

巡回展のお知らせ 

九州での開催は鹿島市干潟展望館のみとなっています。  記念写真展に入賞された作品 

の多数を展示する予定です。 日程は下記の通りです。是非お越しください！ 

■期間 平成 27 年 1 月 15 日（水）～1 月 31 日（土） 

午前 9 時～午後 5 時・入館無料 

■場所 鹿島市干潟展望館 （鹿島市大字音成甲 4427-6 “道の駅鹿島”２階） 

TEL 0954-63-1723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●佐賀県在住の方、カササギ生息調査にご協力を！  

 近年「カササギが減って来ているのではないか？」という言葉をよく耳にします。 

県の文化財課の調査結果では「佐賀市内での数は減っているけれども、福岡や唐津など 

近郊に広がっているようなので、総数でみると減っているとは言えない」との結論でした。 

 そこで、私達野鳥の会でも県内各地にいらっしゃる会員に協力していただいて「どこに 

どのくらいのカササギが生息しているのかを調べてみよう！」ということになりました。 

支部報と同封の「カササギの生息調査にあたって」をお読みいただき、調査表へのご記入 

をよろしくお願い致します。 なお、ネット配信の方には調査関係書類を郵送いたします。 

返送用封筒（受取人払い・切手不要）も同封しています。 返送は 1 月 20 日からが有効 

支部からのお知らせ  
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期間ですので、その前に投函しないでください。 営巣活動は３月頃になる個体もあると 

のことですから、よく確かめてからご記入くださいますようお願い致します。 

 なお、お知り合いの方で調査に協力して下さる方がいらっしゃいましたら、調査表を 

コピーしてお渡し下さい。 できるだけ多くの方の情報を集めたいのでよろしくお願いし 

ます。 調査表回収の後は 地図上に落としてまとめる予定です。 

 また、「いない」という調査結果も大切ですので、確認が出来なくても調査表は送り返し 

て下さるようお願い致します。 

ご質問などありましたら 青栁良子 090-1659-7353 まで 

 

 

●物資販売係からのお知らせ 

★ オリジナルカレンダー販売中！ 

   日本野鳥の会オリジナルカレンダーを販売中です。来年用の 

カレンダー購入がまだの方は是非、ご購入ください！ 

 

★ 入荷しました！（ＣＤ） 

   CD 声でわかる山野の鳥 2,052 円（在庫数 2） 

   スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、メジロなど庭先で観られる鳥からオオルリ、アオバ 

ズク、ヒレンジャクなど山で観られる鳥まで、87 種が紹介されています。 

 

★ 値下げ販売（書籍） 

① 夏鳥たちの歌は、今（利尻島から西表島まで 102 人の緊急レポート） 

遠藤公男 編  1,600 円を 800 円に（在庫数 1） 

日本野鳥の会推薦図書。全国各地の野鳥を取り巻く現状を会員からのレポート形式 

で紹介されており、佐賀県支部前事務局長・佐久間 仁さんのサギやカササギに関す 

るレポートも掲載されています。 

② 干潟学入門 和白干潟の生きものたち  

逸見泰久 著 1,600 円を 800 円に（在庫数 1） 

    和白干潟を中心に、四季を通しての干潟の姿や生息する生物、飛来する野鳥が紹介 

されています。カニのダンス、渡り鳥のコース、陸ガモと海ガモの違いなど、興味 

深い内容です。 

③ 哺乳類観察ブック 

   熊谷さとし 絵・著 1,890 円を 900 円に（在庫数 2） 

   アナグマ、イタチ、カワウソから鹿、コウモリ、モモンガなど身近な哺乳類を中心 

に生息地域、生態、観察の仕方などがイラストとともに紹介してあります。 

タヌキとアナグマの違い分かりますか?? 家族で読まれても楽しい一冊です。 

④ 日本の探鳥地（東日本編）1,980 円を 990 円に（在庫数 1） 

   北海道、東北、関東地方の公園、山、湖などの主な観察地を、探鳥モデルコースや 

移動手段付で紹介。 関東方面での観察旅行をお考えの方に便利な一冊ではないで 

しょうか。 
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⑤ 母と子の はじめてのバードカーピング 

遠藤勇 著 1,900 円を 950 円に（在庫数 1） 

バードカーピングの手順をイラストと作業ポイント（コメント）で丁寧に紹介して 

あり、子供の冬休みの研究課題などにも良さそうな一冊です。 

また、観察だけでは物足りなく、カービングに興味のある方にも最適な一冊です。 

 

興味のある方はお気軽にご連絡ください。（販売は先着順とさせていただきます） 

日本野鳥の会カタログから商品の購入をお考えの方、お急ぎでない方は佐賀支部をとお 

して発注されませんか。 個人で発注される場合より送料負担が安くなります。 

詳細は、物資販売担当「蒲原」までご連絡願います。 TEL 090-5294-3103 

 

●日本野鳥の会 九州沖縄ブロック大会「2015 荒尾」開催のご案内 

 【開催日時】2015 年 4 月 18 日（土）～19 日（日） 

 【開催場所】ホテルブランカ 熊本県荒尾市下井出 1308 

 【参 加 費】全日程参加 12,000 円（1 泊 2 日 2 食付） 

 【大会スケジュール】 

  1 日目 4 月 18 日（土） 講演・発表・報告、交流会など 

  2 日目 4 月 19 日（日） 探鳥会（荒尾市蔵満海岸） 

※詳しい案内は次号以降に掲載します。 

 

 

    

  13（土）   0:10/4.4m  12:54/4.5m    3（土）   8:08/4.9m  19:59/4.8m 

  14（日）   0:52/4.1m   3:38/4.3m    4（日）   8:54/5.0m  20:43/4.7m 

20（土）   7:56/4.9m  19:47/5.0m   10（土）  11:59/4.9m  23:55/4.6m 

21（日）   8:46/5.2m  20:35/5.2m   11（日）  12:26/4.7m             

23（祝）  10:19/5.5m  22:07/5.4m   12（祝）   0:29/4.3m  12:58/4.5m 

 27（土）   0:16/5.0m  12:56/5.1m   17（土）   6:38/4.3m  18:29/4.5m 

28（日）   1:03/4.7m  13:38/4.8m   18（日）   7:38/4.7m  19:28/4.8m 

      24（土）  12:03/5.5m             

 1（祝）   6:10/4.3m  18:12/4.5m   25（日）   0:10/5.2m  12:36/5.2m 

 2（金）   7:15/4.6m  19:10/4.7m  31（土）   7:04/4.3m  18:57/4.3m  

       

                                         

           

         

 

 

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 

 

 

 

 

 

１ 

月 

有明海の満潮時刻 (白石・住ノ江港) 

１ 

月 

 

 

 

 

 

■ 東与賀海岸 

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！ 
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図 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真提供：八木ひとみさん） 

上左：大和の“カワ”にいた 

ウミアイサ。 頭ボサボサ！ 

 

上右：ユリカモメと干潟の仲間たち 

 

左 ：“オシドリ夫婦”というのは 

      ウソらしいですね (^^;) 

 

下左：ヘラサギに見張りをさせて 

くつろぐクロツラヘラサギ団 

 

下右：アイシャドウ濃すぎ！ 

           ツリスガラ君 
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図 15 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さやかの「フィールドノート」  【画：中村さやかさん（鹿島市）】 
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図 16 



   

■日本野鳥の会 福岡支部 (参加費一般 300 円・会員 100 円・中学生以下無料) 

日時：15年 1月 4日（日）、2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：15年 1月 6日（火）、2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 13日（土）、15年 1月 10（土）、2月 14（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 14（日）、15年 1月 11（日）、2月 8（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 21日（日）、15年 1月 18日（日）、2月 15（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 27日（土）、15年 1月 24（土）、2月 28（土）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 100 円)  

日時：12月 14日（日） 9:00～（定例探鳥会） 

場所：久留米市・高良山 ／ 集合：9:00 高良社下宮 

担当：溝田泰博さん 携帯：090-4357-3043 

日時：12月 21日（日）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：10:00うきは市スポーツアイランド駐車場 

担当：木原直人さん  携帯：090-4516-4467 

日時：12月 28日（日）9:00～  （定例探鳥会）  

場所：大牟田市・甘木山 ／ 集合：9:00 大牟田市甘木山の大牟田（甘木山）ハイツ駐車場 

担当：野田達行さん TEL：0944-58-1672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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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図 17 

～編集係りからのお知らせ～ 

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。（編集係り：馬場順一） 
〒841-0053 鳥栖市布津原町 61 A12-11 TEL:0942-84-4391 携帯:090-5084-2649 

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

ツグミ           イソシギ              アオジ  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

①12/14 ⑦2015/2/8 佐賀市・森林公園 

 

⑥2015/1/25 ⑧2015/2/22 東与賀・大授搦 
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図 18 

②１２月２１日 佐賀市・巨勢川調整池 

 

③２０１５年１月２日 鳥栖市・朝日山 

 

⑤2015/1/11 水ものがたり館（石井樋） 

 

④２０１５年１月４日 唐津市・松浦河畔公園 

 



   

字泣き 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①１２月１４日（日） 

⑦２０１５年２月８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] 今がバードウォッチングに最適な時期です 

が、工事の影響がどこまであるか？ 

 

「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 03-5436-2626(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：島田 洋（電話：携帯 090-2393－1286） 

        〒849-0934 佐賀市開成 1-3-11 

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

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
項 

観察会などのご案内 （2014 年 12 月中旬～2015 年 2 月） 

②１２月２１日（日）  

巨勢川調整池観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] 9:00 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） 

[携帯] 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。 
 

④２０１５年１月４（日） 

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。 

 

 

 

 

③２０１5年１月２日（金） 

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] 宮原 明幸さん （佐賀市） 

[携帯]  090-2507-7085 

[見どころ] 今年も佐賀県支部の１年は朝日山 

から始めましょう。 

ルリビタキやクロジたちが待っているはず。 

⑤２０１５年１月１１日(日) 

 水ものがたり館観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] 9:30～12:00 

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） 090-1659-7353 

 ※「さが水ものがたり館」主催の探鳥会ですが、 

会員の参加は自由です。 

スコープをお持ちの方は持参して下さい。 

⑥２０１５年１月２５日（日） 

⑧２０１５年２月２２日（日）  

東与賀大授搦海岸観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] （1/25） 11:00  （2/22） 09:00 

大授搦海岸展望台 

[担当] 田中丸雅雄さん（佐賀市） 080-1707-9225  

[見どころ] シギ・チドリに代わり、カモ・カモメの時期に 

入ります。 


