日本野鳥の会神奈川支部

高麗山定例探鳥会
第 184 回
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会報 183 号

緑 鳩

日 時 ：2002 年 4 月 14 日 (日)
コース ： 高来神社 ⇒ 水道山

2002 年 5 月
天候 ：晴れ
⇒ 湘南平

今日は快晴で気持ちがいい朝になった、まだレンジャクに会うチャンスもあるので市街地から水道
山コースで湘南平に出発しました、そして恒例のお花見探鳥会の日（解散後）なのでチョット早足に
なってしまいます。
レンジャクを捜しながら慎重にキズタなどをチェックしながら水道山まで来るとマヒワが約８０羽の大
群、そしてアオゲラの姿も見えたり、コジュケイ３羽が歩いている姿を観察出来たりと今日の水道山は
レンジャクは出ませんでしたがご馳走たっぷりでした、空を見上げるとヒメアマツバメ
が舞っていまし
た、夏鳥のアマツバメ２羽もその中に混じっていました、アマツバメは尾羽の切り込みがありヒメアマ
ツバメよりチョット大きな鳥です。
山に入るとウグイスがいい声で鳴き春を感じ、ヤブサメの声で初夏、を感じ冬鳥、夏鳥入り混じり季
節の変化を感じました。その後お花見で盛り上がりました事は言うまでもありません。
（ガビチョウがコジュケイの鳴きまねをしていました）

1. 佐藤 忠史
6. 下倉 紘一
11.三留 真弥
16.橋本 孝
21.古賀 勝秋
26.牧野田節子
31.高島 輝久
36.白田 仁志
41. （田端 裕）

参 加 者
2. 金子 典芳
7. 鈴木 逸子
12.茂木 良平
17.紺 龍彦
22.南
博
27.松本 鈴子
32.佐藤 尚志
37.白田 則子
42.（西ヶ谷修一）

1. トビ
6. キジバト
11. コゲラ
16. アカハラ
21.センダイムシクイ
26. アオジ
31. スズメ
36.ハシブトガラス

見聞きした鳥
2. オオタカ
7. （ドバト
）
12. ツバメ
17. シロハラ
22. エナガ
27. カワラヒワ
32. ムクドリ
37. （
ガビチョウ）

3. 小野 肇
8. 星野美代子
13.山田 文則
18.松下 弓子
23.南 那津子
28.安藤 敬夫
33.高橋 徳江
38.武田 直子
43. (内山規矩雄)

参加人数 45 名 (敬称略)
4. 八木 正
5. 鈴野 嘉久
9. 片倉 暹
10.山下 勝司
14.長柄 雅路
15.伊藤 武雄
19.山田 孝
20.清水 哲子
24.吉田 敬一
25.長井カオル
29.新谷 亮太
30.小栗 雅之
34.大木 規由
35.大木 俊子
39.片倉 義人
40.五明 賢
44. (岩佐 昌夫)
45. (斎藤常實)

種類数 37 種 (ﾄﾞﾊﾞﾄ・ｶﾞﾋﾞﾁｮｳを含む)
3. サシバ
4. ハヤブサ？
5. コジュケイ
8. ヒメアマツバメ 9. アマツバメ
10. アオゲラ
13. イワツバメ
14. ヒヨドリ
15. モズ
18. ツグミ
19. ヤブサメ.
20. ウグイス
23. ヤマガラ
24. シジュウカラ 25. メジロ
28. マヒワ
29. イカル
30. シメ
33. カケス
34. オナガ
35.ハシボソガラス

★ 市民探鳥会レポート(第 43 回)
5 月 3 日(金曜日・祭日)､第 43 回市民探鳥会が行われました。
今回のテーマは「鳥・蝶･花観察会」です。コースはこまたんお気に入りの『東の池→谷戸川→鷹取
山→霧降りの滝→松岩寺』です。この地域は､定例カウント調査や個人的な観察で多くの夏鳥の飛
来が確認されており､期待できます。開始前にこのコースを逆周りで歩いた人からも､期待できる情報
が届きました。
平塚駅集合グループは 8 時 30 分発の松岩寺経由二宮駅行きのバスで生沢まで移動ですが､いつ
ものように乗客は市民探鳥会の参加者だけで､貸し切り状態でした。
午前 9 時､集合場所の東の池に集まった人は総勢 39 名でした。おなじみの顔が多い中に 10 名ほど
の初めての参加者が来てくれました。いつも湘南新聞で案内を出していますが､今回は 3 週間くらい
前の紙面に載ってしまい､一般の人の参加が少ないのではと心配していました。我が家に数件の問
い合わせ電話があったりして､少しは希望をもっていたのですが､大勢の参加者に会いホッと一安心
しました。
東の池に集合時間前に着いた人はバンを見ることができたということで､今日は幸先がいいぞと感じ
させます。
谷戸川に沿って歩き始めるとシジュウカラ､ヤマガラ､メジロ､ホオジロなどのさえずりが 林の上の方か
ら聞こえてきますが､葉が繁っておりなかなか見ることができません。ときどきチラッと姿を見せるので
すが､動きが素早くてしっかりと確認できません。今頃の季節はカラ類の幼鳥が活動をはじめて鳴き
だすので､声だけでの識別は非常に難しくなっています。
鳥の姿が見えなくても道の両側には多くの草花が咲いていて､詳しい人に説明してもらったり図鑑で
調べたりと､楽しく歩くことができます。蝶もいろいろと舞っていましたが､こちらは説明を聞くまでは種
類がよく分かりませんでした。
谷戸川沿いの道を半分ほどきたところでオオルリのさえずりが 聞こえました。「どこにいるのかな？」と
探しながら歩くと､比較的近くのスギの木から聞こえてきます。皆さんで声のする方を双眼鏡で探すと､
♂がみつかりました。初めのうちは枝や葉の陰になって見にくかったのですが､そのうちに張り出した
枝に移動し望遠鏡でとらえることができました。逆光ぎみであまりきれいには見えませんでしたが､背
中の青色とお腹の白色のコントラストがはっきりと見えました。きれいなさえずりをゆっくりと楽しめまし
た。
林が途切れて上空がよく見えるところでは､3 羽のタカが舞っているのが見えました。「サシバだ！」と
いう声がしたのですが 1 羽はちょっと違うようです。動きが早くすぐに見えなくなってしまうのですが､
色や形などで議論した意見を総合するとオオタカということになりました。しばらくすると､同じ場所で
別のタカが現れました。こちらは迷うことなくハチクマと分かりました。
鷹取山の方へ行く道の分岐点に､きれいなキンランが咲いていました。1 本だけですが日のさす中で
黄色が鮮やかです。あまりにも目立つので持っていかれないかと心配になります。
キビタキやクロツグミの声も聞こえてきますが､よく聞くとちょっと違うような気がします。ガビチョウでし
た。ときどきガビチョウ特有の声が入るので判断できました。篭脱け鳥のガビチョウは吉沢､鷹取山で
は一年中観察されており､繁殖も確認されました。土屋､高麗山でも鳴き声が聞かれています。非常
に多くの鳥の鳴き声を真似するので､季節はずれのさえずりやちょっと調子の違う声を聞いたときに
はだまされないように 注意しましょう。
ゴルフ場の周回道路を歩いていると､またクロツグミのさえずりが 聞こえてきました。じっと聞いている
と今度は本物のようです。木のてっぺんで鳴いていることが多いので望遠鏡で探すと､ゴルフ場の中
でさえずっていました。少し遠いのですが､黄色の嘴､黒い背中､白いお腹が確認できました。

まだ 11 時過ぎだというのに､朝が早かったせいか「お腹がすいた。お昼はまだか？」という声が聞こ
えてきたので､少しスピードを速めました。路上で採餌しているカワラヒワを見たりしているうちに鷹取
山の頂上､鷹取神社に到着です。ちょうど 12 時になっていました。
鷹取神社では捕虫網を振り回してアゲハチョウを採集している人が3 人もおり､あまりよい気分ではあ
りませんでした。お互いに趣味の問題なので文句は言えないのかもしれませんが､必要以上に生物
を捕まえるのは良いとはいえないと思いますが…。
午後は鳥の活動が鈍くなるのであまり見ることはできないのですが､メジロ､シジュウカラ､ヤマガラ､エ
ナガなどの声は聞こえてきます。鷹取神社からの下り道のすぐ脇でガビチョウが大きな声で鳴き出し
ました。ジッと聞いていると次から次へといろいろな鳥の声を真似ています。クロツグミ､キビタキ､コジ
ュケイ､ウグイス､カワラヒワ､イカル､センダイムシクイと思われる声が聴かれました。どのくらいの種類
の真似ができるのか､どなたか調べてみませんか？
吉沢の尾根道を歩いていると小さなさえずりが 聞こえます。あまり聞いたことのない声です。正体はコ
サメビタキでした。このあたりでは初夏と秋に通過するだけなのでさえずりを聞くことはめったにありま
せん。非常に貴重な経験でした。
丹沢の山並がよく見える開けた草原でしばらく休みましたが､鳥の姿は多くありませんでした。
14 時 30 分頃に終点の松岩寺につきました。しばし休憩の後､鳥あわせをすると36 種も記録されまし
た。夏鳥たちが渡ってきているのに､シメやアカハラがまだ残っています。季節の移り変わりが今年は
速いためでしょうか。鳥たちもとまどっているのかもしれません。蝶も21 種が観察されました。この季
節としては多いようです。蝶のことをもっと知ると､歩くのがさらに楽しくなりそうです。
日なたを歩くと汗ばむような気温でしたが､日陰でじっとしていると寒さを感じました。空気が乾いて
いるのでしょうか､新緑の中を歩いてとても気持ちの良い一日でした。
(岩佐)
見聞きした鳥 (ガビチョウを含めて 36 種)
ハチクマ､トビ､オオタカ､ノスリ､サシバ､コジュケイ､バン､キジバト､ドバト
､ヒメアマツバメ､アオゲラ､
コゲラ､ツバメ､イワツバメ､キセキレイ､ヒヨドリ､クロツグミ､アカハラ､ヤブサメ､ウグイス､キビタキ､
オオルリ､コサメビタキ､エナガ､ヤマガラ､シジュウカラ､メジロ､ホオジロ､カワラヒワ､イカル､シメ､
スズメ､ムクドリ､ハシボソガラス､ハシブトガラス､ガビチョウ
観察された蝶 (21 種)
ジャコウアゲハ､アオスジアゲハ､キアゲハ､アゲハチョウ（ナミアゲハ）､モンキアゲハ､クロアゲハ､
オナガアゲハ､カラスアゲハ､ナガサキアゲハ､キチョウ､モンシロチョウ､ムラサキシジミ､ベニシジミ､
ヤマトシジミ､テングチョウ､コミスジ､ヒメウラナミジャノメ､クロヒカゲ､サトキマダラヒカゲ､コジャノメ､
イチモンジセセリ

【お知らせ】
○ 定例カウント調査
吉沢・松岩寺 & 土屋・遠藤原
生沢・鷹取山

2002 年 6 月 1 日 (土)
2002 年 6 月 8 日 (土)

午前 6 時に高麗ハイツ隣の駐車場に集合。12 時頃に集合場所に戻ります。雨天中止。
4 月から夏時間に変わっています。参加される方はお間違えのないようにお願いします。
日にちが変更される場合がありますので､初めて参加される方は確認してください。
連絡先：岩佐 昌夫 0463-55-6142

内山 規矩雄 0463-33-4322

金子 典芳 0463-32-5583

鳥 報
○ アオバト情報
・ 照ヶ崎の初認情報
飛来初認…5/3 (7:21)♀3 羽。照ヶ崎上空を数回旋回した後､サンダースホーム方向へ
吸水初認…5/4 (5:40)♀2 羽。吸飲後サンダースホームの方向へ飛び去る
・その他の場所でのアオバトの初認
4/21 (6:36)さえずりが聞こえた。大磯・南下町
4/30 吉沢で 1 羽を確認
4 月中頃に丹沢へ行った人からは 20〜40 羽位の群れを見たという情報もあります

○ 夏鳥がやってきました(初認の記録)
コマドリ … 4/14､湘南平から大磯駅へ降りる途中でさえずりを聞く。4/15､谷戸川でさえずり
エゾムシクイ … 5/1､高麗山､さえずり
サンショウクイ … 4/26､高麗山
アオバズク … 4/23､22 時頃､下吉沢､鳴き声。5/1､高麗山で初認。5/2､高麗山の方から鳴き声
キビタキ … 4/18 ♂1 羽､湘南平。4/23 吉沢､3 ヶ所でさえずる。4/23 ♂1 羽､谷戸川
オオルリ … 4/18 ♂2 羽､谷戸川､1 m 位離れてとまり囀りを競う
4/23 2 組のペアが巣材運び､観察者に気づき固まってしまったように動かない
サンコウチョウ … 5/4 ♂1 羽､不明 1 羽､谷戸川､竹と杉の林の中を移動
ツツドリ … 4/23 鷹取山､声を聞いた
コルリ … 4/18 谷戸川でさえずりを聞いた
クロツグミ … 5/3 鷹取山､遠くのスギの木のてっぺんでさえずる
その他にセンダイムシクイ､ヤブサメ､オオヨシキリ､コチドリなどの夏鳥が記録されている

○ その他の野鳥情報
アリスイ … 4/18 相模川で観察された
シメ … 4/20 茅ヶ崎でさえずりが 聞かれた
イカル … 冬の間はあまり姿を見せなかったが､この頃さえずりが聞かれるようになってきた。
4/30 には吉沢､鷹取山でよくさえずっていた
フクロウ … 4/30 吉沢･日宮山､かなり間を空けて 3 回鳴いた「ホッホオ､ゴロスケホッホオ」
エナガ､カラ類の幼鳥が見られるようになり､声での聞き分けが難しくなってきた。
次回の定例探鳥会は 2002 年 6 月 9 日(日)です。午前 7 時 30 分 高来神社に集合。
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