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2002/02/11 08:47:49

[No.52 - 1]Re: 初の書き込みでっす！！
こんちわーす！！
おもしろいね、鳥は餌を取るために遊ぶほど時間に余裕が無いようで
すが、カラスが餌が十分あり(ゴミの中にたくさん餌がある）餌を探す
苦労が無くなると遊びというような行動をする記録を見たことがある
ので採餌に余裕のあるトビなど遊びをするのかな？
神奈川支部の鳥類目録を見ると２例ありました（少ないですね）
�上空より急降下し、砂浜の白い石をつかみすぐ落とす（1986-91版）
�拾った羽毛をを空中で落としては再度キャッチするしぐさを何度も繰
り返し、遊んでいた（1991-96版）
削除キー

田端 ゆたか

2002/01/12 08:57:52

[No.51]平日の不法耕作通報してください
ムクドリ・サギねぐらの研究者−山田文則さんから、平塚大橋下流部の中州
で不法耕作が拡大しているという情報がありました。
県平塚土木に行って話をしてきました。県としては看板を立てて一定時通告
をした後に取り締まりをすると約束してくれました。
不法耕作が実際に行われているのは役所が休みの時が多く、現場でのチェッ
クがなかなかできないというのが実情です。
平日にそのような行為を見かけた方は０４６３−２２−２７１１（代表）県平
塚土木事務所河川砂防第一課に通報してください。
ご協力お願いします。
北風型よりも太陽型で、通知後に説得行為を行うという県のやりかたは生ぬ
るいと感じられる方もおられるでしょうが、

情報提供だけでもよろしく願います。
削除キー

barop

2001/12/21 19:50:12

[No.49]また鳥の話題でなくてすいません
庭でこんな生き物を見つけました。ご存知の方、ある
いは見た経験のある方はいますでしょうか。
発光するプラナリア？ヒル？なめくじ？
長さ：８mm
幅 ：１mm
色 ：肌色の半透明。
発見場所：自宅の庭の水場。玉砂利に付着して光って
いた。手で覆っても蛍光色の光は変らずボーッと光る。
特徴：目らしきものが２つある。目らしきものと
触覚らしきものは焦げ茶色。動かない。
ナメクジなど見慣れたものの幼生？いずれにしても
ちょっと調べてみたけれど、わからない！
削除キー

barop

2001/11/30 23:38:37

[No.47]ハクビシン
今朝暗い時間、庭にハクビシンが現れた。庭に来る
のは２度目、見かけるのは４度目かな。
しかし、気になるのはタヌキを見かけなくなった
こと。１０年ほど前の、猫のエイズと騒がれたころに
毛が抜けたタヌキを見て以来、話も聞かない。
タヌキの目撃情報を耳にしますか？
削除キー
barop

2001/12/10 21:47:10

[No.47 - 2]Re: ハクビシン
タヌキの情報ありがとうございました。ハクビシン
ですが、糞を見たところ「柿の種」と「ギンナン」が
混じっていました。「ギンナン」は３０粒ほどが
そのままの状態（砕かれずに）でした。
果肉付きの銀杏の実がまだ残っているようです。
その他の種は見つかりませんでした。
削除キー

福田 適

2001/12/09 22:44:47

[No.47 - 1]Re: ハクビシン
最近ハクビシンは大分増えてるみたいですね。
今年は、我が家の柿の実がハクビシンにほぼ、
全滅させされました。
タヌキは昨年、東小磯の妙大寺近くで昼間元気なやつを、
見ました。
こちらに気が付くと慌てて側溝の中に逃げ込みました。
多分側溝を移動ルートに利用しているのだと思います。
削除キー

下倉 紘一

2001/12/07 20:44:53

[No.48]ハクチョウの編隊
初めて掲示板に投稿
昨日（01/12/6）の午後２時２０分頃、１号線の花水川橋手前を
大磯方向に走行中頭上を大磯海岸方向から北東方向に飛ぶ
大きな鳥５羽の編隊を目撃しました。
大きさ、体型からハクチョウＳＰのようでした。
自分が住んでいる地域でハクチョウが見られたなんて
びっくり。
あれだけ大きな鳥だから他にも誰か目撃しているのではないかな。
削除キー

myu-cat

2001/11/25 13:16:12

[No.46]今日は、ありがとうございました、
初めての私もカワセミを見ることが出来、感激しております。
皆さん、本当にご親切に教えていただいて、花水に、あんなにたくさんの
鳥達がいたなんて、知りませんでした。次回も参加させてください。
早起きして、得した気分です。ありがとうございました、
http://members.goo.ne.jp/home/myu-cat/main

削除キー
斎藤常實

2001/11/25 17:33:06

[No.46 - 2]Re: 今日は、ありがとうございました、
今日は天気も良く最高の探鳥日和でしたね、チョット目を向けるとそ
こには別の世界があり、生活がある事を発見すると感動しますよね、
鳥の世界も結構感動がありますよ！！
削除キー

田端 ゆたか

2001/11/25 16:20:25

[No.46 - 1]Re: 今日は、ありがとうございました、
花水川を楽しんでいただいて
私たちもうれしいです。
ご自分のお近くの川も
注意して見てください。
きっと何か発見があります。
それを私たちに話してください。
みんなが自分の川を見つめていくことが
大切なことと思っています。
お友だちを誘って
またどうぞいらしてください。
削除キー

福田 適

2001/11/19 00:02:15

[No.44]竺悉執酌煮実酌邪ヘトテ�ホヌァ
初めての書き込みです。
大磯でアサギマダラの2r3齢幼虫３頭確認しました。
このまま、冬を越して、来年あの美しい姿を見せて
くれると嬉しいのですが。
定期的に観察を続けたいと思ってます。
鳥のことで無く済みません。
削除キー
barop

2001/11/22 19:10:39

[No.44 - 5]Re: 竺悉執酌煮実酌邪ヘトテ?ホヌァ
キジョラン、オオカモメヅル、イケマ等図鑑で
確認しました。こんなのを食べているのですね。
ありがとうございました。
削除キー
福田 適

2001/11/21 23:28:36

[No.44 - 4]Re: アサギマダラ幼虫確認情報
田端さん、baropさん返事遅れて済みません。
◆アサギマダラの食草はガガイモ科のキジョラン、
オオカモメヅル、イケマ等です。
◆北から南下してきた個体が大磯で産卵し、又南方へ移動
して行ったものと思われます。
何故渡りをするのか？アサギマダラに聞いてください。
◆幸い（蝶ファンとして）、残念ながら（鳥ファンとして）
鳥の餌には成りません。ガガイモ科は毒を含んでいます。
それを食べる幼虫も、羽化した成虫も毒を含んでいます。
鳥もその事を知っているものだから、幼虫も成虫も
襲いません。幼虫は非常に派手な模様をしています。

これは、外敵に対し自分は毒がある、食ってもまずい、
と言う事をアピールしているのです。
成虫も非常にゆったり、のんびりした飛び方をします。
これも、自分は襲われないという自信から来たものだと
思います。
マダチョウ科の幼虫は全て毒草を食草にしています。
その為、皆、幼虫は派手な色彩をしているし、
成虫は皆ゆったりした飛び方をします。
又、他の蝶の擬態のモデルにもなっています。
削除キー
barop

2001/11/20 07:22:19

[No.44 - 3]Re: 竺悉執酌煮実酌邪ヘトテ?ホヌァ
> 大磯でアサギマダラの2r3齢幼虫３頭確認しました。
食草は何ですか。ゴマダラチョウを確認に出掛けたことは
ありますし、クロコノマチョウの話しは聞いていましたが
アサギマダラの話は初めてです。
アサギマダラは産卵後に南に渡るのでしょうか？
深く考えなかったのですが、渡りをする理由は鳥とは
違いますものね。もう少し詳しく教えてください。
削除キー
福田 適

2001/11/19 14:55:57

[No.44 - 2]Re: アサギマダラ幼虫確認情報
何故かタイトルだけ文字化けしてしまいました。
パソコンの設定を変更して見ましたが、直ったかどうか？
タイトルは「アサギマダラ幼虫確認情報」です。
> 初めての書き込みです。
> 大磯でアサギマダラの2r3齢幼虫３頭確認しました。
> このまま、冬を越して、来年あの美しい姿を見せて
> くれると嬉しいのですが。
> 定期的に観察を続けたいと思ってます。
> 鳥のことで無く済みません。
削除キー
田端 ゆたか

2001/11/19 09:50:49

[No.44 - 1]Re: 竺悉執酌煮実酌邪ヘトテ�ホヌァ
> 初めての書き込みです。
> 大磯でアサギマダラの2r3齢幼虫３頭確認しました。
> このまま、冬を越して、来年あの美しい姿を見せて
> くれると嬉しいのですが。
> 定期的に観察を続けたいと思ってます。
> 鳥のことで無く済みません。
◆いいえいいえ、
これからますます
蝶鳥連合のすばらしさが広がっていくと思いますよ。

アサギマダラの幼虫って
鳥の食料でしょうか？
はしたないこと聞いて済みません。
文字化けタイトルの正解も教えてください。
削除キー

barop

2001/11/21 21:15:25

[No.45]ゴイサギのねぐら
今年もゴイサギが妙大寺さんの先のお宅の椎の木をねぐらに
しています。
削除キー

barop

2001/11/18 10:06:04

[No.42]ふくろうについて教えて下さい
朝未明、羽白山でふくろうの地鳴の声を聞きます。
ゴロスケホッホーの声は一昨年は正月頃、昨年はもう少し
遅い時期でした。
こまたんのページの中を探したのですが、私の好きな
ふくろうの記事が見つからないようなので、ここを
お借りします。高麗山のふくろうについて教えて下さい。
削除キー
田端 ゆたか

2001/11/19 09:45:55

[No.42 - 1]Re: ふくろうについて教えて下さい
baropさん
> 朝未明、羽白山でふくろうの地鳴の声を聞きます。
◆ということは、ご自宅の布団のなかでということですか？
いいお住まいですね。
> ゴロスケホッホーの声は一昨年は正月頃、昨年はもう少し
> 遅い時期でした。
◆フクロウの繁殖期はご存じのように冬なので
そのころに深夜エリザベスサンダースホームの
横で聞いたことがあります。
猛禽類は一様に
大磯では“絶滅危惧種”かもしれませんので、
そっとしておいてやってください。
羽白山周辺の鳥話、一度こまたんの探鳥会にいらして
聞かせてください。
削除キー

福田 適

2001/11/18 23:41:59

[No.43]竺悉執酌煮実酌邪ヘトテ�ホヌァ
初めての書きこみです。
昨日（１１／１７）大磯でアサギマダラの2or3齢幼虫３頭確認
このまま、冬を越し来年あの美しい姿を見せてくれると、うれしいのです
が。
今後、定期的に観察を続けたいと思ってます。
鳥の事でなくて済みません。
削除キー
便利パックへ

