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[No.41]文化祭では、ありがとう
１１日に探鳥会があると聞いていたのですが、地域の防災訓練で、
被災者の役で、担架で運ばれてました。笑”
次は、いつになるのでしょう
私のように、からす、めじろぐらいしかわからなくても
参加してもいいですか
今月もう一回あるそうですが、教えてくださいますか
連絡待ってます。
宜しくお願いします。
http://members.goo.ne.jp/home/myu-cat/main

削除キー
myu-cat

2001/11/15 08:22:42

[No.41 - 2]お返事ありがとう！
花水橋の花水公園ですね、
どうにかわかると思います。
これから、宜しくお願いします。
http://members.goo.ne.jp/home/myu-cat/main

削除キー
田端 ゆたか

2001/11/14 09:44:52

[No.41 - 1]Re: 文化祭では、ありがとう
myu-catさん
文化祭にいらしていただきありがとう。

> 次は、いつになるのでしょう
> 今月もう一回あるそうですが、教えてくださいますか
こまたんホームページにも書いてありますが、
毎月２回は必ず探鳥会はあります。
第二日曜と最終（第４のときや第５のとき）日曜です。
今月は２５日あさ７時に
こまハイツ横の花水公園（場所がわからなかったら田端あて
に聞いてください）に集合して
花水川を探鳥します。１０時ごろには終了する予定です。
もしも遅刻してしまったら
あきらめないで花水橋から平塚側の土手の上を
上流に向かって歩いていくと
きっと会えると思います。
> 私のように、からす、めじろぐらいしかわからなくても
> 参加してもいいですか
◆ずばり、そういう方のための会なんです。
どうぞ、どうぞ。
削除キー

斎藤常實

2001/11/07 09:41:34

[No.40]アオバト展示会
この記事は削除されました。
削除キー

斎藤常實

2001/11/07 09:38:30

[No.39]アオバト展示会
今年最後のアオバトの展示会になると思います。
2001.11.10（土）〜11.12（月）大磯町文化祭（滄浪閣）でこまたんがアオバ
ト展示を行います、アオバトに興味のある方、とことんアオバトの事を聞き
たい方、アオバトの世界に(分かっているだけですが）こまたんメンバーが
ご案内します。
またメンバーがまとめた「大磯の蝶」も展示されます。ぜひ見に来てくださ
い。
削除キー

okawasemi

2001/11/05 19:59:25

[No.38]こんばんは。
研究センターニュースでこのページを知りました。
アオバトは飛んでいるのを２度チラリ。
探鳥会で３００ｍのかなたにとまっているシルエットを
一度（色は出ていました…）声は何度か。
というわけで、じっくり、しっかり、くっきり

見たことありません。来年はぜひぜひ、
このページを参考にして会いにいこう！
http://w2222.nsk.ne.jp/~okawasem/

削除キー
斎藤常實

2001/11/06 11:16:59

[No.38 - 1]Re: こんばんは。
ぜひ会いに来てください、特に早朝のやさしい光線に輝くアオバトは
なんとも言えぬ美しさです、アオバトを何年見ていても季節・時間・
気温・アオバトの動向によりアッと驚く場面に出くわします。
アオバトも待っています。
削除キー

高橋＠札幌

2001/11/02 16:52:42

[No.37]アオバトの飛翔写真
「北海道野鳥愛護会」という会のホームページやってます。
小樽のアオバトの写真アップしましたので、のぞいてみてください。
「Photo Garelly」→アオバトです。
http://homepage2.nifty.com/aigokai/

削除キー
斎藤常實

2001/11/04 09:45:10

[No.37 - 1]Re: アオバトの飛翔写真
こまたんの斎藤です、綺麗なアオバトの写真ですね。
北海道の方からの書きこみうれしくなってしまいます。
アオバトにとって北海道はなぜ海水（鉱泉）吸飲するのか、なぜアオ
バトは北を目指したのかの謎のヒントがそこにあるような気がしま
す、北海道のアオバトぜひ見てみたいと憧れているのですが。
ホームページ内の 「こまたん」の項目にはアオバト調査小史
が、「アオバト」の項目には調査に今までのアオバトに関する調査の
報告がありますのでぜひそちらでなにか関連の事例等ありましたら又
教えてください。
特に採餌、塩分補給、繁殖(繁殖地と思われる環境）等の情報がありま
したらよろしくお願いします。
削除キー

内山菜々子

2001/10/23 11:32:26

[No.36]今日は
ドモ。21日はお世話になりました。すんごい久しぶりに参加しましたけど、
鳥だけじゃなくて花や蝶も教えてもらえて良かったです。また遊びに行きま
す、そのときもよろしくお願いいたします。色々教えて下さいね。

削除キー
大坂英樹

2001/10/24 00:03:03

[No.36 - 1]Re: 今日は
大坂です。
おひさ。今が一番時間も体力も知力も充実する時期だと思います。
いろんな事感じて、行動してみてください。平塚の自然はいつも優し
く迎えてくれると思いますよ。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/

削除キー

金子典芳

2001/10/14 23:16:11

[No.35]アオバトミニ情報
こまたんメンバーの金子です。
テレビデビューしたくせに恥ずかしながら掲示板は今回がデビューです。
10／14（日）朝６：４５頃、大磯駅付近のＲ１を車で走行中、
上空をアオバト約２０羽が海の方へ飛んでいくのが見えました。
鷹取神社で夜明け前からツグミの仲間の動きを見てから定例探鳥会へ向う途
中でした。
夜明け後ヒヨドリたちが騒がしく鳴き始めてから、ツグミ達は神社の周りの
林の奥のそこかしこから
「ツィー」と鳴き始め、クロツグミ♀、シロハラが確認できました。
削除キー
Yu

2001/10/15 19:57:53

[No.35 - 1]Re: アオバトミニ情報
こんばんは、九鬼です
> こまたんメンバーの金子です。
> テレビデビューしたくせに恥ずかしながら掲示板は今回がデビュー
です。
◆見ましたよー、金子さん出演のやつ。良いじゃないですか。
> 夜明け後ヒヨドリたちが騒がしく鳴き始めてから、ツグミ達は神社
の周りの林の奥のそこかしこから
> 「ツィー」と鳴き始め、クロツグミ♀、シロハラが確認できまし
た。
◆ツグミはまだですかぁ？そろそろ来ても良い頃じゃないかな？
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Shiro/6737/
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大坂英樹

2001/10/08 22:40:02

[No.34]平塚市（鷹取神社裏でクロツグミ）
大坂です。

10/8(日)鷹取神社裏でクロツグミ、シロハラ、アカハラを見ました。エゾビ
タキもネムノキで見つけることが出来ました。秋の渡りで小鳥たちは大いに
この地で滋養を付けているようです。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/

削除キー

斎藤常實

2001/10/06 17:33:22

[No.33]照ヶ崎情報（10/6）
10/6(晴れ） 朝5：30〜6：00の間に８０〜１００羽程度の群れが何度も岩場
に飛来していた、岩場がアオバトで埋め尽くされている感じがした。（南さ
んよりの情報）
削除キー

古樹 恵

2001/09/27 12:39:30

[No.32]白樺峠
ご無沙汰しております。
古樹 恵です。
先日、猛禽類の渡りで有名な長野県白樺峠(上高地の南)に行って来ました。
サシバを筆頭にハチクマやノスリ、ツミなどが次々と円を描いて上昇し渡っ
て行く姿はなかなか感動的でした。
でも、その猛禽類達の下をアオバトが飛んで行くんですよねぇ〜、
猛禽類の超過密地帯にいるアオバトって。。。。
危険を察知して逃げたりしないのでしょうか？？
気を付けないと食べられちゃうぞ！
(22日は6千羽を超える猛禽類が白樺峠を渡ったそうです)
削除キー
斎藤常實

2001/09/29 10:41:29

[No.32 - 2]Re: 白樺峠
斎藤です
その猛禽類達の下をアオバトが飛んで行くんですよねぇ〜
> 猛禽類の超過密地帯にいるアオバトって。。。。
> 危険を察知して逃げたりしないのでしょうか？？
> 気を付けないと食べられちゃうぞ！
照ヶ崎のアオバトも丹沢へ帰る途中オオタカが待ち構えているポイン
トがありかなり食べられているようです、アオバトの移動もかなりの
リスクを背負い移動しているようですね
古樹恵さん今回の件アオバトについてのお願いに観察記録のお願いの
フォーマットがありますのでよろしければそちらにも情報お願いしま
す

削除キー
大坂英樹

2001/09/28 22:40:01

[No.32 - 1]Re: 白樺峠
大坂です。
書き込みありがとうございます。何千と渡る鷹の下を飛んでいくアオ
バト。絵になりますね。
アオバトは緑すれすれに、鷹は上昇気流で高く高く、互いに干渉しな
いのかもしれませんね。
湘南平（平塚市）でも鷹が渡っていくのが見えます。このときもアオ
バトが緑すれすれを飛んでいきます。
アオバトは臆病なところもあるのですが、鷹の習性はきちんと知って
いるのかもしれませんね。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/
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斎藤常實

2001/09/26 12:53:12

[No.31]テレビ東京でアオバト紹介
番組の中のホンの一部ですが、照ヶ崎のアオバトをこまたんの金子さんがタ
レントに紹介
するという物です、ぜひ見てください。
テレビ東京(１２チャンネル）
放送日
１０/２（火） ２０：００〜２１：００
番組名

スペシャル番組 「生き物調査隊

大都会を行く」

削除キー
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[No.31 - 1]Re: テレビ東京でアオバト紹介
是非みんなに見て貰いたいですね。スポンサーは何処だろうと思って
しまいます。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/
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