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【日 時】2018 年 10 月 27 日＆11 月 25 日 

【出席者】（10/27）宮原明幸、田中丸雅雄、江口富美子、馬場清、中原正義、橋本泰博、 

川原直嗣、中島由美子、加藤芳隆、中村さやか  （11/25）宮原明幸、青柳良子、 

田中丸雅雄、馬場清、橋本泰博、加藤芳隆、中村さやか、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）25 周年記念事業について 

 ① 日程、場所、主な内容については支部報 219 号をご覧ください。 

 ② 佐賀駅より会場行きの貸し切りバスを運行予定。 

③ 25 周年記念バッジのデザインを募集する。 「クロツラヘラサギ」のデザイン。 

 ④ 参加問い合わせのため往復はがきを準備する。 

 

（2）愛鳥モデル校活動について 

【伊万里市立 東山代小学校】 60 名 

12 月１日（土） ９時 30 分～11 時 野鳥観察会（長浜運動公園） 

  ※支部よりまとまった人手（観察会リーダーなど）が必要です。 

１月 22 日（火） 14 時～15 時 30 分 ツルの生態、飛来などについて 

グループ討議 

２月 5 日（火） 14 時～15 時 30 分 野鳥学習会 

 

【唐津市立 加唐小中学校】 小学生３名、中学生 1 名 

12 月 11（火） 13 時 30 分～15 時 30 分 巣箱・エサ台作り 

１月 17 日（木） 14 時～15 時 30 分 野鳥学習・観察会 

 

※お手伝いいただける方は、愛鳥指導担当の馬場清さんまでご連絡ください。 

 

（3）九州・沖縄 ブロック協議会について 

  2019 年２月２日 久留米市で開催。宮原支部長が出席。 

 

（4）リーダーズフォーラムについて  

  2019 年 2 月 16 日～17 日 仙台市で開催。 

古賀郁香さん、山崎章弘さんが参加予定。 

 

（5）その他 今後の観察会等について協議。 

 

 

 

役員会報告                 （報告：中村さやか・島田洋） 

-2-  

図 1 

 



     

                                （報告：青栁良子） 

 10 月 13（土）・14（日）、佐賀市久保田町の県立森林公園で「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。 

 私たち野鳥の会も「野鳥たちが安心して棲める環境を！」を訴えるために、県内で観ら 

れる野鳥の写真・ラムサール条約で守られるようになった有明海のシギ・チドリの写真を 

展示しました。 また、県の鳥「カササギ」を知ってもらい、大切に見守っていただける 

ようにとの願いを込めて出展しました。 

昨年は大雨で大変でしたが、今年は両日とも穏やかな晴天でお客さんも多く賑わいました。 

13 日（土）は 368 名、14 日（日）は 559 名と今までにない数の入店者で、大盛況 

でした。 

 

お手伝い下さった方は 

12 日（金）・・準備（塩田公民館からパネル・机を運んでブース内に設置し、写真展示 

準備、江口さん宅からカササギの巣を運ぶ など） 

 上野武美、馬場清、川原直嗣、田中丸雅雄、江口富美子、吉澤進、田辺憲子、福田康典、 

 江口征信、水田稔、宮原明幸、青栁隆、青栁良子（13 名） 

13 日（土）・・ブース内での訪問者数カウント・野鳥の説明・工作指導など 

 中島修、中島由美子、木根健吾、河口秀博、友岡周一、馬場清、江口富美子、水田稔、 

 蒲原留美、田辺憲子、加藤芳隆、青栁良子（12 名） 

14 日（日）・・ブース内での訪問者数カウント・説明・工作指導及び後片付け 

 福田康典、水田稔、田辺憲子、山中美由起、江口富美子、馬場清、川原直嗣、吉澤進、 

上野武美、永島博、中村さやか、蒲原留美、島田洋、青栁良子（14 名） 

以上延べ 39 名の方々にご協力いただきました。 

また 蒲原泰代さん・脇田雅江さんからは差し入れもいただきました。 

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 

（加藤芳隆、橋本泰博、松田信義、山崎章弘、水田稔、徳渕義実 6 名の方々に提供して 

いただきました。） ②カササギの巣（実物） ③アオバズクの剥製、ツバメの巣と卵  

④牛乳パックを使ってのエサ台づくり ⑤スズメとマガモのぬりえ ⑥カササギバッジや 

カレンダーの販売など。 

プレゼントとして「ハガキサイズの野鳥の写真」でした。 

「エサ台作り」は１日目 70 個ほど作成し、用意した分では翌日には足りなそうなので、 

水田さん・田辺さんが自宅に持ち帰り、「しるし付けと切り込み」をしてくださいました。 

２日目は 60 個ぐらいだったでしょうか？ 楽しそうに作っていました。 

この冬 メジロたちがたくさんやって来てくれますように・・・と願っています。 

今回も昨年に引き続き「一年間会費無料キャンペーン」に取り組みました。 

「２０１８ さが環境フェスティバル ｉｎ 森林公園」報告 
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次号支部報で「ようこそ佐賀県支部へ」と 何人かご紹介できたら嬉しいですね！ 

 

二日間を通して感じたことは・・・ 

 ・「カササギの巣」は通りかかった人が「えっ！こんなに大きいの？！」足を止めてくだ

さるのに役立った。 

 ・「アオバズクの剥製」はガラス窓での野鳥激突事故を防ぐための話ができた。 

 ・「ツバメの巣と卵」が “本物”ということで興味・関心を引いていた。 

 ・「エサ台作り」も塗り絵も子供たちが喜んで取り組んでいた。 

 ・1 年生の男の子が 「アリスイだ！キツツキの仲間だよ！」と叫んだのには驚いた。 

  子供たちへの刺激になってくれたら出展した苦労が報われる思いがした。 

 ・プレゼント写真は 干潟の鳥よりも「山野の鳥」「水辺の鳥」など自宅近辺で観られる 

  鳥の方が喜ばれるようだ。 

 ・カササギバッジは７個、カレンダー（大１部、小２部）、「タカの渡り」の本１冊 

など一般の方が購入してくださった。 

 ・河口秀博さんがブースの様子を撮影し、DVD にして下さったので今後の参考にした

い。 

 

 

     

◆ ようこそ 佐賀県支部へ！・・・支部入会者情報 

前号（219 号）でお知らせした以降の入会者を「大歓迎！」の気持ちを込めて 

ご紹介いたします。 

10 月入会 脇田 雅江さん（広島市佐伯区） 

11 月入会 三城 紀代子さん（京都市南区） 

 酒井 友子さん（大阪市住吉区） 

 岸川 真也さん（嬉野市嬉野町） 

12 月入会 下村 小枝子さん（神埼市神埼町） 

以上 5 名の方が 11 月下旬現在、ご入会が確認されました。 

佐賀県支部の会員は現在 221 名です。 

野鳥の会会員の皆様！  

 皆様の周りに、花や昆虫など自然の生き物に興味・関心をお持ちの方はいらっしゃいま 

せんか？ 観察会などにお誘いしてみてください。 

野鳥の会は 「いつでも入会 OK」 です。 

 

日本野鳥の会とは 

「野鳥も人も地球のなかま」を合言葉に、野鳥や自然の素晴らしさを伝えながら、自然と

人間とが共存する豊かな社会の実現を目指し、活動を続けている自然保護団体です。 

支部からのお知らせ 
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◆素人劇団 「野鳥座」の劇団員募集！ 

私たち佐賀県支部では、自分たちが野鳥観察して楽しむことばかりではなく、野鳥を守 

るためのさまざまな活動もしています。 その中のひとつに「愛鳥モデル校指導」があり 

ます。 これは、県から指定された学校で、野鳥観察や講演会などを通して野鳥について 

の理解を深めるための指導です。そのモデル校指導の中のひとつに「野鳥座」があります。 

主に低学年の児童を対象に「野鳥の暮らし」を劇として演じ、野鳥に親しんでもらうきっ 

かけになれば・・・と取り組んでいるものです。  

劇では 「渡り」「食べ物」「食物連鎖」などを盛り込んでいます。  

台本も舞台装置も、私たちが考えて作っています。 

会員の皆さん！ 演劇に興味・関心をお持ちの方はいらっしゃいませんか？ 

スタッフが不足しています！ 難しい劇ではありませんので、ご心配なく！ 

一緒にやってみようかな？ と思って下さる方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡くだ 

さい。 （男女は問いません） 

 連絡先：江口 富美子（090-5470-1528）  青栁 良子（090-1659-7353） 

 

◆新年会のご案内 

2018 年も残すところ あとわずかになってしまいました。 皆さんにとって今年は 

どんな年だったでしょうか？ さて、来年は年号も変わります！ 

野鳥の会としても「飛躍の年」になりますように・・との願いを込めて楽しい新年会を 

計画しています。 

【日時】2019 年１月 19 日（土）19：00～21：00 

【場所】「さかなや道場佐賀南店」佐賀市駅前中央 1-4（TEL 0952-27-8811） 

【会費】  お一人 4,000 円（飲み放題） 

【申し込み】 １月 10 日までに 青栁良子（090-1659-7353）まで 

※まだ お店としては 新年会の受付はしていません。あくまでも予定ですので 

 参加ご希望の方は必ず電話連絡をお願いします。変更事項があるかも・・・です。 

 

毎年、楽しく語り合って、親睦を深めています。たくさんの方に 

参加していただきたいものと思っています。 よろしくお願いします。 
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出水探鳥行のご案内 
 【日 時】 2019 年 1 月 12 日（土）～14 日（月） 

 【探鳥地】 熊本県横島干拓、鹿児島県出水市 

【見どころ】お正月、2 泊 3 日で出水で越冬するツルに会いに行きます。 

１月 12 日早朝出発、レンタカー乗り合わせで行きます。 

【宿 泊】 ホテルインターナショナル出水（ＪＲ出水駅前） 

【申し込み先】宮原 明幸さん（佐賀市・携帯：090-2507-7085）に、 

12 月 15 日までお申し込みください。 

 

 

 

 



 
物資販売係からのお知らせ ≪在庫紹介≫ 
 品名         在庫数  定価（単価） 販売価格 

--------------------------------------------------------------------------- 
書籍 
--------------------------------------------------------------------------- 

フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂新版 1 冊        3,888 円 

野鳥観察ハンディ図鑑 新山野の鳥  1 冊        648 円 

野鳥観察ハンディ図鑑 新水辺の鳥  1 冊        648円 

夏鳥たちの歌は今    1 冊 1,600円→ 500 円 

遠江の鳥バードウォッチングガイド  1 冊 1,545円→ 500 円 

有明海の生きものたち    3 冊 4,200円→ 2,500 円 

改新・日本の絶滅のおそれのある野生生物・鳥類 

2 冊 3,570円→ 1,780 円 

--------------------------------------------------------------------------- 
雑貨 
--------------------------------------------------------------------------- 

Mont-bell カメラップ（黒）   1 個        1,620円 

野鳥ファイル（B5）    1 冊 714 円→  350円 

シンボルマークバッジ       6 個 200 円→  100円 

マスコットストラップつばめ   1 個 1,680円→ 800 円 

バードウォッチング野帳(手帳アイボリー)  1 冊 486 円→   240 円 

 

ビデオ 野鳥を庭に（身近な鳥たちシリーズⅡ）    11 本 無料配布 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

★ちょっと内容紹介 

有明海の生きものたち 

専門書ですが、有明海に生息する魚介類から鳥まで、分布、生活史、生息条件などを 21 人 

の研究者により詳しく易しく解説してあります。以外と面白い！ 

 

遠江の鳥バードウォッチングガイド 

静岡県西部の探鳥地を写真付きで紹介。読むだけでも探鳥旅行に行った気分になります。 

   

改新・日本の絶滅のおそれのある野生生物・鳥類 

いわゆるレッドデータブック｡クマタカ、マナヅル、ホウロクシギ、ミゾゴイ等、観察会で目 

にしたあの鳥、耳にするあの鳥も入っていた！絶滅のおそれのある鳥類の現状、形態、分布、 

生物学的特性などを掲載。フィールドガイドをさらに詳しくした感じです。 

 

興味を引くものがありましたら、物資販売係 蒲原 までお願いいたします！ 

TEL  090-5294-3103 
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■東よか干潟（大授搦）観察会報告（佐賀市） 

①【日 時】 平成 30 年 10 月 27 日 

【参加者】坂田幸夫、宮原明幸、川原直嗣、水崎清美、友岡周一、徳渕義実、河口秀博、 

福田康典、中島修、中島由美子、坂田修治、長岡保、吉澤進、上埜喜八、仲町康正、 

神戸宇孝、水田稔、中村さやか、大川幸子、八木ひとみ、川上武彦、江口富美子、 

中島千景、原口和貴、原口奏真、加藤芳隆（案内役）、田中丸雅雄（案内役） 

【観察された野鳥】アオサギ、ダイサギ、クロツラヘラサギ、マガモ、ハシビロガモ、 

オナガガモ、ミサゴ、オオタカ、チョウゲンボウ、ミヤコドリ、シロチドリ、メダ 

イチドリ、ムナグロ、ダイゼン、トウネン、ハマシギ、コオバシギ、オバシギ、キ 

リアイ、エリマキシギ、オオハシシギ、カラフトアオアシシギ、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、 

ユリカモメ、セグロカモメ、ズグロカモメ、クロハラアジサシ、キジバト、ヒバリ、 

ハクセキレイ、モズ、ジョウビタキ、シロハラ、ミヤマガラス 

【案内役より】前日の夜に寒冷前線が通過したため、朝から冷たい南風が吹く。  

土曜日の開催でしたが、多くの観察者が集まる。 強い南風のため鳥たちは後ろ向 

き。 満潮時に鳥たちは西端のコンクリート通路に上る。 ハマシギの群れの中に 

エリマキシギが数羽混ざる。 突然猛禽が通路に休んでいる群れを襲う。ここでは 

珍しいオオタカです。 月刊誌「BIRDER」の取材を受けながらの観察会でしたが、 

鳥合わせをして無事終了。二日前に見られたオニアジサシは残念ながら姿を見せず。 

 

②【日 時】 平成 30 年 11 月 11 日 

【参加者】川原直嗣、高木宏子、福田康典、水田稔、坂田幸夫、椿原慶子、友岡周一、 

高山昭彦、青栁隆、青栁良子、橋本泰博、甲木弘美、宮崎浩二、岡崎章、中島修、 

中島由美子、今泉房枝、田辺憲子、坂田修治、大川幸子、古川昌高、朝田清子、 

野下哲志、津山悦子、古賀郁香、下村小枝子、久富文江、山田和子、山田怜奈、 

ネイチャー佐賀メンバー13 名、加藤芳隆（案内役）、田中丸雅雄（案内役） 

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

ゴ、トビ、ダイサギ、アオサギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、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、エリマキシギ、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、セグロカモメ、 

ズグロカモメ、クロハラアジサシ、ヒバリ、ハクセキレイ、モズ、ジョウビタキ、 

メジロ、アトリ、ハシボソガラス 

【案内役より】開始時刻は 10 時、いつもより 1 時間遅い。ネイチャー佐賀の皆さん 

も参加し、40 名を超える。 潮高は 5.2ｍでやや低く、干潟は 100ｍ程残る。 

ハヤブサに追われて、ハマシギが逃げ惑う。群れが反転するたびに歓声が上がる。 

  西に移動して、エリマキシギ、オオハシシギ、オオソリハシシギ、ツルシギ、 

各地の観察会報告 
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アカアシシギを見る。 本日のテーマ「ズグロカモメの群れの中からユリカモメを 

見つける」「クロツラヘラサギの中からヘラサギを見つける」は無事達成される。 

 

■鬼の鼻山公園観察会報告（多久市） 

【日 時】     平成 30 年 11 月 18 日 

【参加者】蒲原留美、宮崎知子、中島修、中島由美子、中原正義、青柳良子、田中義一、 

 水田稔、福田康典、田辺憲子、大川幸子、加藤芳隆、深村徹、野上駿、山中美由起、 

 古川昌高、吉澤進、高山昭彦、河口秀博、江口富美子、高山英一、秀島泉、秀島 

サカ枝、内田英丸、長岡保、永島博、山崎章弘、久富文江、川原直嗣（案内役） 

【観察された野鳥】ハイタカ、コゲラ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シ 

ジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、アトリ、カワラヒワ、 

ホオジロ、（以下声のみ）アオバト、モズ、ヤマガラ、ウグイス、ミソサザイ、 

ジョウビタキ 

【案内役より】朝、観察会開始時は天気も良く鳥も囀って 

いましたが、だんだん天気悪くなり見えにくくなった 

り、木の陰にすぐ隠れ、あまり見られなかったですが、 

最後にエナガの群れがきてくれたので良かったです。 

 たくさんの参加者が来てくださいました。 

今回、宮原さんの都合により案内役を行いました。 

皆さんのおかげで無事終了することが出来ました。  

ありがとうございました。 

 

■森林公園「初心者のためのバードウォッチング」報告（佐賀市） 

【日 時】     平成 30 年 11 月 25 日 

【参加者】青柳隆、青栁良子、犬塚文之、上野博久、上野實千子、内田英丸、江口征信、 

大坪宣登、甲木弘美、古賀郁香、近藤恵美、斎藤滋、斎藤真貴子、坂田修治、島田 

洋、下村小枝子、田中義一、津山悦子、鳥山勝子、鳥山秀文、永島博、野上駿、 

野口博、橋本辰夫、馬場清、原口あゆみ、原口和貴、原口健斗、原口泰真、久富 

文江、秀島泉、秀島サカ江、福田康典、古川昌高、前田健斗、前田和紗、松本薫、 

松本太一郎、水田稔、宮崎明美、吉澤進、吉澤由美、吉松明、吉松まり子、深村 

徹、宮原明幸（案内役） 

【観察された野鳥】カイツブリ、カワウ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、 

コサギ、アオサギ、クサシギ、オオバン、キジバト、コゲラ、ハクセキレイ、キセ 

キレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、シジュウカラ、メジ 

ロ、カワラヒワ、アトリ、スズメ、ムクドリ、カササギ、ハシボソガラス、ハシブ 

トガラス 

【案内役より】今回は、森林公園と共催で初心者向けバードウォッチングを行ないま 

した。 初心者の参加が 18 名。会員の皆さんの丁寧なフォロ－もあり、和気あい 

あいの雰囲気で進めることが出来ました。 新しい仲間が増えると良いですね。 

（写真提供：加藤芳隆さん） 
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●「この時期の鳥たち 2018 その 4」・・・山澤 健一さん（茨城県神栖市） 

ここのところ割と暖かい日が続いていて、この分では冬鳥の飛来がもっと遅れると思っ 

ていたら、その後寒くなってきて、それと共に観察ポイントの潮来市の水郷県民の森の 

大膳池には今まで入ったことが無かったマガンの幼鳥や、寒くなる前はマガモとカルガモ 

しかいなかったが、コガモと共にトモエガモが入った。 

この地で夏を超えたオシドリも揃い、冬鳥が入り安心しました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

●「ロシア旅行記」・・・八木 ひとみさん（佐賀市） 

7 月 13 日～20 日 主人と二人でロシアへ個人旅行に行きました。 

エルミタージュ美術館に以前から行きたいと思っていたので、時期は花や鳥が見られるか 

もしれない 7 月にしました。1 月に航空券（福岡発、インチョン経由）とホテルを予約。 

ビザをとり、レンタカーを予約しました。半年くらい前に予約すると正規割引で驚くほど 

安価です。 サンクトペテルブルクに 6 泊し、1 日はモスクワへ急行列車で日帰り観光 

しました。ロシア語はまったくわからないので、空港からホテルまでと翌日の半日、観光

案内をトラベロコさん（現地在住日本人）にお願いしました。 

あとはなんとか自力で頑張りました。 

サンクトペテルブルクは沼地だったところへ、300 年前に西欧への窓口としてベネチア 

を模した都が造られ、レニングラードとして栄えました。 豪華な宮殿、エルミタージュ 

美術館、ロシア美術館には数えきれないほどの美術品が展示されており、駆け足で見まし 

た。 タマネギ屋根の美しい教会があちこちにありました。 

サンクトペテルブルクのモスクワ駅（ロシアは行く先の名前が駅の名前になります）から 

エルミタージュ美術館までのネフスキー通りはレストラン、土産物店が並ぶ世界遺産に 

登録されている歴史地区です。 多くの観光客で賑わい、安全で夜でも（白夜なのでいつ 

までも明るい）子供連れが歩いています。 ネフスキー通りの小さなホテルから毎日探検

に出かけました。 

エルミタージュ美術館周辺を歩いていると、運河にキョクアジサシがいました。  

皆さんからのおたより 
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マガン            オシドリ           トモエガモ 



水上バスで 40 分、ペテルゴフへ行くと、船着き場にはユリカモメの幼鳥がたくさん。  

木陰には初見のノハラツグミが 10 羽ほど。 ズアオアトリ、シジュウカラ？  ホシムク 

ドリがいました。 ロシアのハクセキレイはみなホオが白く、ニシシベリアハクセキレイ 

でしょうか？ カラスはハシボソガラスと同じらしいのですが、色は黒と灰色のツートン 

で、とても同じカラスには見えません。このカラスさんはあちこちで見かけました。どこ 

で見ても決してゴミ箱などあさらず、虫などを捜して食べており、穏やかで紳士淑女的で 

した。 他の鳥にちょっかいもださず、カ～という声も聞かなかったような。育つ環境で 

こうも違うのかと思いました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

春に東与賀でヘラシギの保護活動の講演をしてくださったロシアの Dr. Elena の紹介で、 

サンクトペテルブルク周辺の鳥見ポイントを教えていただき、レンタカーであちこち訪ね 

ました。天気はとてもよかったのですが、それまで寒かったのが暑くなり、嬉しくなった 

地元の方が夏を楽しみに水辺に集まってこられ、鳥見ポイントはどこも人だらけ。。。  

鳥さんはどこかへ行ったのかしら？ とあちこち移動しながら、鳥さがし。 

マガモ？の親子はあちこちで、バンの幼鳥？（バン成鳥が近くにいた）、キンクロハジロは 

どれもヒナを 10 羽くらい連れていました。 大型カモメはセグロとオオセグロ？  

ヒナを背負ったカンムリカイツブリなどを見ました。  

すばらしいロシアの世界遺産を堪能しましたが、鳥見にはもっと北、または東がいいみ 

たいと思った旅でした。 

 

エルミタージュ美術館      キョクアジサシ       ユリカモメ幼鳥      

ノハラツグミ          カラス         キンクロハジロ親子      
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●「志田焼に描かれた鳥たち 第 3 回」・・・馬場 清さん（嬉野市） 

我が町、嬉野市塩田町の古い陶磁器「志田焼」を紹介しています。 

「志田焼」は塩田町久間地区で江戸時代後半・幕末期から鍋島本藩領の東山区、支藩蓮池 

藩領の西山区で染付の大皿（絵文様）等が膨大な数量で生産されました。 

昭和の中頃まで焼かれておりました。 当時の生産した工場跡が保存されております。 

見学においでください。 ・「志田焼の里博物館」（0954ー66ー4640） 

又、国指定「重要伝統的建造物保存地区」に選定された江戸時代～明治時代の建築物の 

「塩田津の町並み」にも見に来て下さい。ご案内します。 

・「町並み交流集会所」（0954-66-3550）に予約 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

染付釉下彩鳥文大皿
そめつけゆうかさいとりもんおおざら

 染付竹に鶴文大皿
そめつけたけにつるもんおおざら

 

染付竹に鳥文輪花皿
そめつけたけにとりもんりんかざら

 染付沢潟に鷺文輪花皿
そめつけおもだかにさぎもんりんかざら

 

染 付 芦 鷺 文 大 皿
そめつけあしさぎもんおおざら

 

（資料提供：嬉野市歴史民俗資料館 

      写真撮影：馬場清さん） 
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染 付 椿 尾 長 鳥 文 皿
そめつけつばきおながとりもんざら

 

染 付 鳳 凰 文 大 皿
そめつけほうおうもんおおざら

 



     

■八木 ひとみさん（佐賀市） 

10 月 7 日 【佐賀空港周辺】ハヤブサ 

10 月 12 日 【佐賀空港周辺】アカアシチョウゲンボウ 10/13、14 も見られる。 

アカアシチョウゲンボウを佐賀で見たいと以前から捜していました。 

「オオカラモズ」の情報に佐賀空港にかけつけました。 他県のバーダーさんたちと 

オオカラモズを見た後に、気になる場所を廻ってみました。 電線にそれらしいのを 

見つけ、そ～っと車で近づきました。 やった～～！ アカアシチョウゲンボウです。 

それも 2 羽。ドキドキしなから写真に納めます。あれ？飛んだ？ 向こうから工事の 

人が歩いて来たので飛んでしまいました。 しかし、今年は当たり年なのか、翌日、 

翌週と 3 度も会えました。 アフリカまでも渡るというアカアシチョウゲンボウに会 

えてとてもうれしかったです。 

10 月 20 日 【佐賀空港周辺】オオカラモズ 

10 月 28 日 【佐賀空港周辺】ノビタキ 

11 月 3 日 【佐賀空港周辺】ジョウビタキ、ノスリ、ノビタキ、モズ 

11 月 25 日 【佐賀空港周辺】オオカラモズ、タゲリ、タヒバリ、チョウゲンボウ、 

ハクセキレイ、ツグミ（初認） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■加藤 芳隆さん（上峰町） 

10 月 16 日 【佐賀市】ヤマセミ、カワセミ、カワウ、スズメ、キセキレイ、ヒヨドリ、 

       ハクセキレイ、セグロセキレイ、オシドリ、ダイサギ、クサシギ 

 【鎮西山】ウグイス、ヒヨドリ、コサメビタキ、エゾビタキ、ヤマガラ、 

シジュウカラ、オオルリ、キビタキ、ムギマキ、ハイタカ、ソウシチョウ 

皆さんからの野鳥＆生きもの情報 

左上・上 

アカアシチョウゲンボウ 

（10/12、14） 

右上：ノビタキ（10/28） 

左下：ノスリ（11/3） 

右下：オオカラモズ（11/25） 

右下：ヤマセミ（11/10） 
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10 月 17 日 【鎮西山】キジバト、ヒヨドリ、エゾビタキ、ヤマガラ、シジュウカラ、 

       キビタキ、ムギマキ、オオルリ、ハイタカ、ソウシチョウ 

10 月 18 日 【白石町】マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、コガモ、スズ 

ガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、オナガガモ、ヨシガモ、オカヨシ 

ガモ、トモエガモ♀、カワウ、ミサゴ 

10 月 20 日 【佐賀市】ヤマセミ、カワセミ、カワガラス、カワウ、オシドリ*30、 

        キセキレイ、ハクセキレイ 

 【鎮西山】ヒヨドリ、ヤマガラ、ジョウビタキ（初認）、エゾビタキ、キビ 

タキ、ソウシチョウ、オオルリ若鳥、シジュウカラ 

10 月 28 日 【白石町】ハクセキレイ、イソシギ、キジバト、コチョウゲンボウ、ヒヨ 

ドリ、ジョウビタキ、カワラヒワ、ツバメ、シジュウカラ、マガモ、コ 

ガモ、カルガモ、ハシビロガモ、ヨシガモ、キンクロハジロ、カワウ、 

セグロカモメ、ヒドリガモ 

11 月 4 日 【鎮西山】ヒヨドリ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ジョウビタキ、 

キビタキ、ムギマキ、ミヤマホオジロ、ソウシチョウ、ハイタカ 

11 月 10 日 【佐賀市】ヤマセミ、カワセミ、カワガラス、オシドリ、カワウ、ハクセ 

キレイ、セグロセキレイ、キセキレイ 

11 月 11 日 【鎮西山】ヒヨドリ、ヤマガラ、メジロ、カワラヒワ、ウグイス、ミソサ 

ザイ、ミヤマホオジロ（初認） 

11 月 17 日 【森林公園】ジョウビタキ、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、 

ミヤマガラス、ヒヨドリ、シロハラ、ツグミ、ハクセキレイ、コゲラ、 

シジュウカラ、アオジ、ウグイス、ルリビタキ、マガモ、カイツブリ、 

エナガ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：キビタキ（10/16） 

上 ：ムギマキ（10/17） 

右上：ジョウビタキ（10/20） 

左下：ミヤマホオジロ（11/11） 

右下：ヤマセミ（11/10） 

-13-  

図 12 

 



   

■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 2日（日）、1月 6日（日）9:00～12:00（定例探鳥会） 

場所：福岡市・今津、雨天中止 ／ 集合：玄洋高校北西の端道路 

日時：12月 4日（火）、1月 8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 8日（土）、1月 12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 9日（日）、1月 13（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 16日（日）、1月 20（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：天拝山歴史自然公園水上ステージ横  

日時：12月 23日（日）、1月 27（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：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 200 円 高校生 100 円 中学生以下無料） 

日時：12月 2日（日）9:00～  （定例探鳥会）  

場所：小郡市・花立山 ／ 集合：9:00 小郡市干潟の城山公園駐車場  

担当：森池勝利さん  携帯：090-1873-6007 

日時：12月 9日（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 16日（日）9:00 ダイハツ調整池～藤波・合所ダム湖（企画探鳥会）  

場所：久留米市・うきは市 ／ 集合：9:05 久留米市の JR田主丸駅（田主丸支所で車乗合） 

担当：池長裕史さん TEL：090-1773-1896 

日時：12月 23日（日）9:00～  （定例探鳥会）  

場所：大牟田市・甘木山 ／ 集合：9:00 大牟田市の甘木山ハイツ駐車場  

担当：野田達行さん TEL：090-7446-9047 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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～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 

（撮影：八木ひとみさん） 

夕陽とウスバキトンボと彩雲       場所取り        天山のムラサキセンブリ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

①１２／９ ⑥１／６ 佐賀市・東よか干潟 
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②１２月１６日 佐賀市・巨勢川調整池 

 ④１月２日 鳥栖市・朝日山 

 

⑤１月３日 唐津市・松浦河畔公園 

 

⑧１月１３日 佐賀市・石井樋公園 

 

③１２／２３ ⑩１／２０ 佐賀市・森林公園 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④２０１９年１月２日（水） 

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） 090-8833-6130 

[見どころ] 世間はお正月休み、隣のゴルフ場もお休 

みで、静かなバードウォッチングが楽しめます 

「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：080-4932-5740） 

        〒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」 

支部 web サイト https://www.yacho-saga.org/ 

 

共
通
事
項 

共
通
事
項 

観察会などのご案内 （2018 年 12 月～2019 年 1 月） 

①１２月９日（日）  

⑥２０１９年１月６日（日） 

東よか干潟（大授搦）観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] （12/9）10：00  （1/6）09：00 

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 

※１／６の観察会は「初心者のためのバードウォッチ 

ング」として行います。 皆さんのお近くの方もお誘い 

して、バードウォッチングの楽しさを伝えてください。 
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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。 
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②１２月１６日（日）  

巨勢川調整池（佐賀市） 
[時間＆場所] 09：00 佐賀市金立町の 

東名（ひがしみょう）遺跡 「縄文館」前駐車場 

[担当] 島田 洋さん （佐賀市） 090-2393-1286 

[見どころ] 池一周を約２時間かけて、池内の多数の 

カモたち、周囲のあし原に入る小鳥たちを観察しま

す。 東名遺跡は日本最古の湿地性貝塚。  

縄文館に展示されている出土品も必見！ 

 

 

⑤２０１９年１月３日（木） 

松浦河畔公園観察会（唐津市） 
[集合] 09：00 同公園管理事務所前の駐車場 

[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。 

③１２月２３日 ⑩１月２０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] 身近な公園で冬を過ごす鳥たちを観察。 

 

 

  

 

⑧２０１９年１月１3日(日) 

石井樋公園観察会（佐賀市） 
[時間＆場所] 09：30 

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） 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。 

 

⑦１月１２日（土）～１４日（月） 出水ツルウォッチング（鹿児島県） 

⑨１月１９日（日） 支部新年会  ※どちらも詳しくは５ページの案内をご覧ください。 

  

https://www.yacho-saga.org/

