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相澤 武

2002/05/22 18:45:42

[No.63]鷹取山
今日（5/22）鷹取山に鳥見に行きました。
オオルリやサンコウチョウ等観察しました、これらの野鳥は皆渓谷が好みな
ので川に流れに沿って歩きました。
とりわけ谷戸川はすばらしい所ですがゴミ捨て場状態・流れている水は汚
水、近所の人によればゴルフ場の雑排水とか。
いまどき浄化しないで河川に垂れ流しを放置している行政にあきれました。
管轄が大磯町か平塚市かは知りませんが環境保全意識の低い地域と感じまし
た。
私は他の地域の住民ですが時々ゴミ袋持参で谷戸川のゴミ拾いをしていま
す。
そこで地域の皆様が中心となって谷戸川の清流を取り戻す運動を展開すべき
です。
削除キー
田端 ゆたか

2002/05/27 08:52:00

[No.63 - 2]Re: 鷹取山
相澤さん
大磯の渓流についてのご意見感謝します。
地元と私たちのグループが手を携えて川のなかの
目に余る大型ゴミを除去する行動をスタートさせています。
これと平行して、
合併浄化槽の設置を推進して行かなくてはと考えています。
町は他市町では実施している合併浄化槽設置補助制度を
いまだに制定していません。
行政に責任として早急に実施するように

働きかけていきますので、
大磯の鳥たちを観察しながら、
これからも河川浄化について気が付かれたことを
ご指摘ください。
ありがとうございました。
田端 裕
tabatayu@gc4.so-net.ne.jp
削除キー
大坂英樹

2002/05/26 23:08:57

[No.63 - 1]Re: 鷹取山
相澤様
ゴミ掃除ありがとうございます。谷戸川は良いですね。大好きです。
ご指摘の通り、ゴミをまだまだ多いのが残念です。
行政の対応も万全とは言えませんがそれでも保全に協力頂いておりま
す。
例えば次をご覧くださ
い。http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/news01.html
サンコウチョウの巣など人の影響があるものを覗いて是非相澤様の訪
れた大磯の鳥達をこの掲示板で教えてください。
特にアオバトの情報は大歓迎です。今後ともこの愛する平塚・大磯の
自然とこまたんをよろしくお願いします。
> 今日（5/22）鷹取山に鳥見に行きました。
> オオルリやサンコウチョウ等観察しました、これらの野鳥は皆渓谷
が好みなので川に流れに沿って歩きました。
> とりわけ谷戸川はすばらしい所ですがゴミ捨て場状態・流れている
水は汚水、近所の人によればゴルフ場の雑排水とか。
> いまどき浄化しないで河川に垂れ流しを放置している行政にあきれ
ました。
> 管轄が大磯町か平塚市かは知りませんが環境保全意識の低い地域と
感じました。
> 私は他の地域の住民ですが時々ゴミ袋持参で谷戸川のゴミ拾いをし
ています。
> そこで地域の皆様が中心となって谷戸川の清流を取り戻す運動を展
開すべきです。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/

削除キー

かとうさちこ

2002/05/19 20:57:29

[No.62]平塚の自然を守る会ホームページ
こまたんホームページ担当さま
平塚の自然を守る会の（公式）ホームページを開設
しました こちらをリンクに載せていただければさいわいです

まだ未熟で

すので

ご意見・アドバイスをお寄せいただけるとうれしいです

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4359index.html
削除キー
大坂英樹

2002/05/26 22:49:55

[No.62 - 1]Re: 平塚の自然を守る会ホームページ
webmasterの大坂です。
せっかくアドレスお教えいただいたのですが開けませんでした。
アドレスは正しいでしょうか。もう一度教えてください。
> こまたんホームページ担当さま
> 平塚の自然を守る会の（公式）ホームページを開設
> しました こちらをリンクに載せていただければさいわいです ま
だ未熟ですので ご意見・アドバイスをお寄せいただけるとうれしい
です
>
> http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4359index.html
http://www2u.biglobe.ne.jp/~komatan/

削除キー

斎藤常實

2002/05/19 18:23:27

[No.61]照ヶ崎情報
吉田敬一さんよりのアオバト情報です
照ヶ崎
5/12 晴れ ６：００〜８：００
１０数回飛来
瞬間最大飛来羽数は
7：58 １３羽（♂４ ♀９）
平塚市平塚３丁目教善寺
5/12 16：50
自宅前の教善寺墓地内のケヤキの木で♀１羽がオーワーオワオとさえずる
１分ほどで飛去した。
削除キー
斎藤常實

2002/05/19 18:28:02

[No.61 - 2]Re: 照ヶ崎情報
観察日が間違えていました
５/１２ではなく ５/１９でした。訂正致します。
> 吉田敬一さんよりのアオバト情報です

>
> 照ヶ崎
> 5/12 晴れ ６：００〜８：００
>
> １０数回飛来
> 瞬間最大飛来羽数は
> 7：58 １３羽（♂４ ♀９）
>
>
> 平塚市平塚３丁目教善寺
> 5/12 16：50
>
> 自宅前の教善寺墓地内のケヤキの木で♀１羽がオーワーオワオとさ
えずる
> １分ほどで飛去した。
削除キー
斎藤常實

2002/05/19 18:27:56

[No.61 - 1]Re: 照ヶ崎情報
観察日が間違えていました
５/１２ではなく ５/１９でした。訂正致します。
> 吉田敬一さんよりのアオバト情報です
>
> 照ヶ崎
> 5/12 晴れ ６：００〜８：００
>
> １０数回飛来
> 瞬間最大飛来羽数は
> 7：58 １３羽（♂４ ♀９）
>
>
> 平塚市平塚３丁目教善寺
> 5/12 16：50
>
> 自宅前の教善寺墓地内のケヤキの木で♀１羽がオーワーオワオとさ
えずる
> １分ほどで飛去した。
削除キー

平田

2002/05/07 10:21:14

[No.60]照ヶ崎で
私も、５月４日、９時頃
３羽が海水を飲みに照ヶ崎へやってきたのを見ました！！
同日、先にアオハトを観察しにいらしている方がいらして、
３０倍の望遠鏡で海上を飛ぶオオミズナギドリを見せてく下さったり、
飛んできたアオハトが♂１羽、♀２羽であることなど、教えてくださいまし

た。
野生のアオハトを見るのは初めてで、とても興奮しました。
削除キー
斎藤常實

2002/05/08 18:03:06

[No.60 - 1]Re: 照ヶ崎で
５月下旬から夏にかけアオバトの数も増えてきます
朝８：００頃までが飛来数が多い時間帯ですからぜひ又見に来て下さ
い。
数の多さにびっくりしますよ。
> 私も、５月４日、９時頃
> ３羽が海水を飲みに照ヶ崎へやってきたのを見ました！！
> 同日、先にアオハトを観察しにいらしている方がいらして、
> ３０倍の望遠鏡で海上を飛ぶオオミズナギドリを見せてく下さった
り、
> 飛んできたアオハトが♂１羽、♀２羽であることなど、教えてくだ
さいました。
> 野生のアオハトを見るのは初めてで、とても興奮しました。
削除キー

斎藤常實

2002/05/04 10:04:49

[No.59]アオバト海水吸飲
吉田敬一さんよりの照ヶ崎情報です
今朝（５月４日５時４０分）
照ヶ崎で
海水吸飲する♀２羽
サンダースホームへと飛去。
削除キー

斎藤常實

2002/05/04 09:05:45

[No.58]照ヶ崎アオバト初認
吉田敬一さんより照ヶ崎海岸でのアオバト初認確認情報です
５／３（晴れ） ７：２１
照ヶ崎上空をメス３羽が数回旋回してエリザベスサンダースホーム
の森へ移動。
いよいよアオバトの季節がやってきました。
削除キー

斎藤常實

2002/05/04 08:58:13

[No.57]照ヶ崎アオバト初認
この記事は削除されました。
削除キー

斎藤常實

2002/05/04 08:49:30

[No.56]照ヶ崎アオバト初認
この記事は削除されました。
削除キー

barop

2002/03/11 19:07:28

[No.53]カワウについて
カワウが増えているようですが、何か情報があったら
教えて下さい。
・増加の原因
・ねぐらの場所（鵜の森）
・行動範囲（群れで移動しているようです。）
何でも結構です。よろしくお願いします。
http://www.geocities.co.jp/Outdoors-River/1555/

削除キー
ごみょ王

2002/04/07 23:57:40

[No.53 - 1]Re: カワウについて
baropさんＨＰ拝見させていただきました。まさかサイクリングと鳥見
を
同時にやっている人がいるなんてうれしい限りです。私も大学からサ
イク
リングを始めまして，この平塚で良いコースがないか探していたとこ
ろです
ＨＰのコースを参照させていただきます。
削除キー

たくや

2002/03/18 14:24:35

[No.55]日本動物誌の訳
こんにちは。
cplazaのページでみかけて来てみました。
下訳を見て気がついたことだけ、--３行目の「カラーで描かれた、No.549。」というのは、
こまたんさんが紹介しているライデンからのメールに
書かれている、Temminkの「彩色図版」のことだと思います。

動物誌のものは下記のページでみました。
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/b05/image/01/b05s0233.html
ではでは、おじゃましました。:->
削除キー

友野

2002/03/12 17:27:59

[No.54]ツバメ初認しました。
本日朝９時頃。
場所は、秦野市並木町です。
雄が電線に止まってさえずっているのを確認しました。
以上、お知らせまで♪
削除キー

内山紗耶子

2002/02/10 21:36:06

[No.52]初の書き込みでっす！！
今日和。こまたん歴約12年ほどの内山家次女です。
今回は面白い光景を見たのでこちらに記載しておきますね。
2月8日（金） 晴？ 夕方4:30〜4:50位。
ワタクシ内山家次女は部活の為、茅ヶ崎の海を部長達とランニングしており
ました。
その時、後輩のすぐ横に木片が降ってきたので何事かと上を見た所、トンビ
が飛んでいたのでヤツの仕業だと分かり、
再び走り始めました。
茅ヶ崎名物、エボシ岩の横まで走ってからまた平塚方面に向かって走りはじ
めた所、面白い光景を目にしました。
場所的にはエボシ岩よりやや西よりの位置で、トンビが遊んでいたのです。
どのようにかと申しますと、砂浜に落ちている石を拾い上げ、
地上から3メートルほど離れると、そこから掴んでいた石を手放し、
地面に落ちた石をまた次のトンビが拾い上げ、地上から離れ石を落とし、
また別のトンビがそれを拾い上げ…と、何度もその行動を繰り返すのです。
ナカナカ面白そうにやっていたのですが、もしかしたら真っ黒ジャージで走
る集団の私らを
威嚇していたのだろうか…などとも思える今日この頃です。
それでもあまり見れない行動だったので、こちらに書き込んでおきました。
………この行動がよく見られる行動なのであれば……まぁ物知らない私を
笑ってやってくださいね。
誤字脱字はお見逃し下さい。
それではまた会える日を楽しみにしながら。
何かご意見ありましたらメールの方へドウゾ。
削除キー
田端 ゆたか

2002/02/15 08:29:36

[No.52 - 2]Re: 初の書き込みでっす！！
田端です。
やあ、面白いですね。
餌付けになれてきたトビが
湘南地方に増えてきているようです。
紗耶子さんのトビたちの気持は
まだ推し量れないけれど、
先日、花水川でなれなれしいトビに会いました。
孫を連れて、岸辺に立って
古くなったパンをユリカモメに投げ与えていましたら、
トビが３羽旋回して降下してきました。
鶏の唐揚げの古いのが３個ありましたので、
試しに空中に投げてみますと、
見事に２羽が掴んでいきました。
餌付け行為はしたことはなかったのですが、
孫に免じて初体験をお許しください。
爺馬鹿のコメントでした。
削除キー
便利パックへ

