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2001/07/31 01:46:24

[No.19]初めまして。
おお、こんな所にこんなＨＰが・・
私は結構小さいときからこまたんに参加しているんで、
斉藤さんあたりは知ってると思いますが、その他の方は
多分知らないと思います・・。
大学に入ってからはインドアな生活なので、もう全然
自然に触れることがなくなってしまって残念です。
せっかく大磯に住んでいるのにアオバトにも会いに
行ってないです。実験と勉強に追われる毎日です（泣）
アオバトとインコ・・見たかったなあ。
削除キー
斎藤常實

2001/07/31 12:47:28

[No.19 - 1]Re: 初めまして。
いやいや知っている人は多いと思うよ、圭君はよく来ているからこま
たんの情報は入っていると思いますが、まだあの親父たちおんなじこ
とやってんだとか思っていない？
アオバト、本当にいいよ、美人は３日で飽きると言うけど、アオバト
は飽きないよ、見に行く時間がなかったらこまたんHPでものぞきに来
てください。
削除キー

斎藤常實

2001/07/29 18:22:31

[No.18]照ヶ崎情報(７／２９)
７／２９、今日は６：００からこまたんの定例と８：００から松原公民館
のアオバト観察会、日本野鳥の会東京支部のアオバト観察会
と照ヶ崎はすごい観察者の数になりました。
７／１５に参加された方がアオバトに感動して今週はお友達を連
れて参加されたりアオバトが知られていくことはうれしい限
りです。
丹沢方面が曇ってたせいかあまり大きな群れは来ませんでし
たが、８：００頃には５０羽程度の群れは来ていました、
８：５６アオバトの群れ(２０羽程度）にハヤブサが突っ込み
１羽を追うが失敗、１０：００アオバトの群れと一緒に
ブルーのインコが飛び回るなど珍しい光景もありました。
削除キー

古谷 直美

2001/07/17 12:40:09

[No.16]ありがとうございました！
こんにちは。よこはま湘南のメンバー（十間坂在住）です。
先日（１５日の観察会）はいろいろお世話になりました。
ありがとうございました！とっても楽しかった〜！
初めてアオバトをじっくり観察させて頂き、ご開帳も
して頂き、もう心の底から「行って良かった〜！」と
思いました。また是非参加させて下さい。
あの後は、入生田の地球博物館に行き、ＰＣ検索が
あったので、アオバトの鳴き声を聴きました。想像して
いた鳴き声とは違ってびっくり。では、また！

削除キー
斎藤常實

2001/07/17 23:35:44

[No.16 - 1]Re: ありがとうございました！
こちらこそ楽しませていただきました、一人でも多くの人に
アオバトの素晴らしさを知ってもらうことがこまたんメンバー
の楽しみでもあるのでぜひ又声をかけて下さい。
でもあるので
削除キー

あんでぃ

2001/07/16 22:49:45

[No.15]行って来ましたぞ。
4時起きで 行きました。
こまたん 参考になりました。アオバトは、三宅島
また すぐに 行けると思ってたのに 残念。
すごく 難しかったけど 何とか写真になったと
アリガトウ！

以来です。三宅島も
思います

http://www.h3.dion.ne.jp/~andy

削除キー

あんでぃ

2001/07/16 22:49:08

[No.14]行って来ましたぞ。
4時起きで 行きました。
こまたん 参考になりました。アオバトは、三宅島
また すぐに 行けると思ってたのに 残念。
すごく 難しかったけど 何とか写真になったと
アリガトウ！

以来です。三宅島も
思います

http://www.h3.dion.ne.jp/~andy

削除キー

斎藤常實

2001/07/16 10:09:05

[No.13]照ヶ崎情報
７／１５ある会のアオバト探鳥会で９：００頃１００羽程度の群れ
が飛来していた、他の探鳥会も来ておりますます海岸がにぎやかに
なってきそうです。
１８：３９ 最後のアオバト６羽が山方向に帰っていった。
削除キー

斎藤常實

2001/06/26 12:15:20

[No.12]照ヶ崎情報
６／２４ のこまたん 照ヶ崎アオバト観察会では曇りにもかかわらず
７：５８に８０羽以上のアオバトが飛来していました、それとカンムリカイ
ツブリの夏羽根
個体が一羽。
削除キー

内山菜々子

2001/06/25 11:56:13

[No.11]勉強不足？
こんにちは。昨日一昨日と大学の部活の合宿で、山梨県のみずがき山に行っ
て来ました。鳥の声がたくさん聞こえましたが、声は聞いたことがあっても
名前が思い出せなくて(わからない？)、なんだか悔しい思いをしました。
せっかく山に行くのだから、楽しみは多い方がいいですよね、鳥の名前や
姿、花の名前を知っていれば・・・。昨日も一昨日も、ただ鳥の鳴き声を聞
いていただけなので・・・ちょっともったいなかったかなあ・・・？

削除キー
ごみょ王

2001/06/25 23:03:30

[No.11 - 1]Re: 勉強不足？
おれもそんな経験あるよ。自転車であちこち行ったけど、
北海道では、アオバト見たし赤い鳥も（マシコ系）見た。
でも自転車で走っているから，分かりませんってことが度々
有りました。今のうちに鳥の種類覚えていた方がいいよ。
削除キー

茂木良平

2001/06/17 08:33:10

[No.10]金属音の鳥はツバメ
この欄で質問させてください。
時々、こまたん定例会に参加させてもらっている茂木といいます。
私は、平塚海岸の側のマンションに住んでいますが、４月頃から家
の近くで金属音を発する鳥の声がしていました。ワシタカの仲間の
幼鳥がいるのだろうと思っていましたが、最近それを確かめるべく
観察したのですが辺りにはヒヨドリ、ムクドリ、ツバメしかいませ
ん。声のする方向を見ていると最もそれらしく思われるのはツバメ
です。ツバメがそんな金属音を出すことがあるのですか。誰か、教
えてください。
もう一つ質問させてください。
土曜日の英字新聞に、京都の「torin-in」というお寺でサラ
の木の花が沢山庭のコケの上に落ちて？いました。それが全
て上を向いているので見事です。この花は仏教に関係がある
ものだそうです。これって、ナツツバキの事ですか。
削除キー
斎藤常實

2001/06/19 18:47:06

[No.10 - 2]Re: 金属音の鳥はツバメ
こんにちは斎藤です
鳥の声を人に理解してもらうのは本当に大変ですね、
茂木さんの感じた金属音の声と他の人が感じる金属音の声
は多分同一にはならないと思います、今解決しなくても
そのうち分かるときが必ず来ると思います、回答にはなりませんが。
削除キー
ごみょ王

2001/06/17 22:04:26

[No.10 - 1]Re: 金属音の鳥はツバメ
はじめまして、こまたん学生部の五明と言います。
まず、金属音の方ですが僕の勝手な考えですが出所は多分
ツバメではないかと思います。結構電線に留まっている時
カチカチとならしています。

次にサラの花ですが、これは平家物語の冒頭にある、「沙羅双樹の
花の色 盛者必衰の理を表す」の沙羅だと思います。
この木（花）は、ナツツバキとは違う種類だと思いますが、他の皆さ
ん
いかがですか？
削除キー

ごみょ王

2001/06/14 23:43:13

[No.9]なかなか・・・
なかなかここのカキコ（書きこみ）増えませんね。
みなさん、なんでもいいからカキコしましょうよ!!
ネタが無いのでこれ以上は勘弁してください。
では、また
削除キー

内山菜々子

2001/06/07 09:36:35

[No.8]今日和・・・
こんにちは。大学のパソコンでこのホームページを見ました。早く自宅のパ
ソコンでもインター ネットが出来るようになればいいなあ。そうしたら家
でもっとゆっくり見ることが出来るのにねえ・・・。
削除キー
大坂英樹

2001/06/09 16:01:07

[No.8 - 3]Re: 今日和・・・
書き込みありがとうございます。
月に２０００円も出せば見られるようになりますが、学生のみには辛
いかもしれませんね。
ここは父上にゴロゴロミャンミャンしてみては。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/

削除キー
ごみょ王

2001/06/09 11:14:02

[No.8 - 2]Re: 今日和・・・
とうとうＰＣを使える環境になったみたいだね。けど，余りインター
ネット
（ＰＣ）に，はまると後怖いよ．
身近にそういうやつがいるんだ．学業がんばって
削除キー

斎藤常實

2001/06/08 12:22:29

[No.8 - 1]Re: 今日和・・・
まあまあ、そう言わずに、山で鳥でも見たら又大学のパソコンから書
き込みして下さい
削除キー

HK

2001/05/22 02:11:05

[No.7]はじめまして
はじめまして、平塚市内に住むＨＫという者です。
こまたんの探鳥会には参加したことがないのですが、
最近すっかり鳥見から遠ざかっているものの、
平塚に住んで１０年、こまたんの皆様からは間接的に
たくさん鳥の情報を頂いております。
で、私も家の近所で見た鳥の情報をこちらに書き込みさせていただこうかと
思っているのですが、
生息や繁殖の情報はあまり書き込まない方がよいのでしょうか？
今、高浜台の湘南海岸公園にはコヨシキリが来てさえずっています。
繁殖の可能性ありです。
管理者の方へ・・・こういう情報、まずかったら削除して下さい。
削除キー
便利パックへ

