
３３３３．先々月・先月の．先々月・先月の．先々月・先月の．先々月・先月の両両両両園地園地園地園地探鳥会探鳥会探鳥会探鳥会    

①①①①くろんどくろんどくろんどくろんど園地園地園地園地(7(7(7(7月月月月)))) 昨日の最高気温(枚方市)が38℃、昨日に続く暑さを

予感させる日射しの中の清掃探鳥会にも関わらず、15名もの参加があった。

くろんど園地までは緑陰の遊歩道、園地に入っても木陰の多い「さわわたり

の路」コースでさわやかな風があり、きのこなどを楽しみながら八ツ橋でゴミ

拾いを終了し昼食とした。総じて鳥は少なかったが、帰りに管理道の頭上

を通る送電線にツバメ60羽の群れ、そしてコース最終「月の輪滝」下流で鳥

から清掃探鳥会参加者へのおもてなし、全員がオオルリを観察することが

できました。 

②ほしだ園地②ほしだ園地②ほしだ園地②ほしだ園地（８（８（８（８月）月）月）月） バーディ（12名）と定例（１２名）の合同の探鳥会、雨

確率が高い中で、思いのほか多数の参加者があった。お昼すぎ、遠くから

雷鳴があったものの最後まで雨がふらず、後半は暑い日となった。鳥はカ

ワセミ２羽の競演、ヤマガラ・エナガ・メジロ・コゲラなどの混群、ハチクマ２

羽の渡り、最後に再びカワセミと、ほしだ園地の鳥ハヤブサが観察できなか

った他は、まずまずであった。バーディのお子さんたちも鳥のみでなく、くろ

んど名物「星のブランコ」、昆虫（タマムシ・カマキリ・ナナフシ）、木の実（ゴ

ンズイ）、更には黒いヘビ（シマヘビの黒化個体？）といろいろ楽しんだ。 

４４４４....日本日本日本日本野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ 

①①①①北河内・北河内・北河内・北河内・定例探鳥会の定例探鳥会の定例探鳥会の定例探鳥会の（（（（9999月度）月度）月度）月度）案内案内案内案内 

秋の渡りの季節、くろんど園地上空を舞うサシバを楽しみたいと思っています。 

   曜日曜日曜日曜日        （月日）（月日）（月日）（月日）            場所場所場所場所                        集合時間・場集合時間・場集合時間・場集合時間・場ごごごご所所所所         

     第第第第１１１１((((日日日日))))    ((((10101010////5555))))    牧野牧野牧野牧野((((淀川淀川淀川淀川))))            9999:00 :00 :00 :00 京阪牧野駅京阪牧野駅京阪牧野駅京阪牧野駅穂谷川堤防穂谷川堤防穂谷川堤防穂谷川堤防    

第２(日） (10/12) 山田池公園  9:30 現地北入口駐車場 

 第３(土） (10/18) 緑の文化園  9:30 JR学研都市線四条畷駅東口 

 第第第第4(4(4(4(土土土土))))    ((((10101010////22225555))))    ほしだほしだほしだほしだ園園園園地地地地    9:309:309:309:30京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前    

②②②②日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会時の会時の会時の会時の会費費費費     

会員区分    おおぞら会員おおぞら会員おおぞら会員おおぞら会員    赤い鳥会員赤い鳥会員赤い鳥会員赤い鳥会員                むくどり会員むくどり会員むくどり会員むくどり会員    

(内容)     (本部+支部)       (支部のみ)    ((((支部・支部・支部・支部・1111年間年間年間年間のみのみのみのみ)))) 

年会費          7500円       3500円          1000100010001000円円円円 

入会金(初年度のみ) 1000円       1000円        ― 

会報 隔月刊(支部) 「むくどり通信」  「むくどり通信」  「むくどり通信」「むくどり通信」「むくどり通信」「むくどり通信」 

    月刊（本部)    「野鳥」         ―       ―   

③③③③探鳥会参加費探鳥会参加費探鳥会参加費探鳥会参加費            （探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）    

会員100円、非会員200円、高校生以下は無料     

（交野野鳥の会会員で、日本野鳥の会に入会されていない方は 200円お願いします。） 

 「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」 

府民府民府民府民のののの森森森森““““くろんどくろんどくろんどくろんど園地園地園地園地””””探鳥会探鳥会探鳥会探鳥会    

（（（（毎毎毎毎月第月第月第月第４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日    両園地通算第両園地通算第両園地通算第両園地通算第111177776666回回回回））））    

    平成平成平成平成22226666((((2020202011114444))))年年年年9999月月月月22227777日日日日((((土土土土))))    9:309:309:309:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

    日本野鳥日本野鳥日本野鳥日本野鳥のののの会大阪支部会大阪支部会大阪支部会大阪支部        渡辺晋一郎渡辺晋一郎渡辺晋一郎渡辺晋一郎・・・・神戸神戸神戸神戸徹徹徹徹・・・・友田武友田武友田武友田武    

                                            小田原正明小田原正明小田原正明小田原正明・・・・平軍二平軍二平軍二平軍二(090(090(090(090----6901690169016901----1425)1425)1425)1425)    

１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ((((33337777))))ハハハハチクマチクマチクマチクマ

    

今月の鳥は、

河村壽氏が9月

９日に、ほしだ

園地で写された

ハチクマです。 

今日、ハチク

マが観察できる

かどうかわかり

ませんが、サシ

バ・ハチクマの

渡りを見たいと

思っています。 

先月探鳥会で

ハチクマが観察できたが、今日もサシバ、そしてハチクマを見

たいと思っています。24日・25日のお天気が良くなかったので、

残っているタカは今日渡るのでないかと期待しています。 

 

右のタカ

渡りルー

ト図は毎

年紹介し

ています

が、今年も

再掲しま

す。 



年年年年 年年年年

月月月月 6666 7777 8888 9999 10101010 月月月月 6666 7777 8888 9999 10101010

日日日日 28282828 26262626 23232323 27272727 25252525 日日日日 28282828 26262626 23232323 27272727 25252525

ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ

科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 しししし ろろろろ しししし ろろろろ しししし 科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 しししし ろろろろ しししし ろろろろ しししし

数数数数
だだだだ んんんん だだだだ んんんん だだだだ 数数数数 だだだだ んんんん だだだだ んんんん だだだだ

NoNoNoNo
どどどど どどどど NoNoNoNo どどどど どどどど

174174174174 175175175175 176176176176 177177177177 178178178178 174174174174 175175175175 176176176176 177177177177 178178178178

ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ ヤマドリヤマドリヤマドリヤマドリ 4444 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ トビトビトビトビ 342342342342

ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ キジキジキジキジ 5555 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ツミツミツミツミ 354354354354

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ハクチョウSPハクチョウSPハクチョウSPハクチョウSP 19191919 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ハイタカハイタカハイタカハイタカ 355355355355

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ オシドリオシドリオシドリオシドリ 24242424 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ オオタカオオタカオオタカオオタカ 356356356356

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ヨシガモヨシガモヨシガモヨシガモ 27272727 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ サシバサシバサシバサシバ 357357357357

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ 28282828 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ノスリノスリノスリノスリ 358358358358

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ マガモマガモマガモマガモ 30303030 ｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐ カワセミカワセミカワセミカワセミ 383383383383 2222 4444

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ カルガモカルガモカルガモカルガモ 32323232 4444 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ コゲラコゲラコゲラコゲラ 390390390390 8888 11111111 5555

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ハシビロガモハシビロガモハシビロガモハシビロガモ 34343434 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ アカゲラアカゲラアカゲラアカゲラ 393393393393

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ コガモコガモコガモコガモ 38383838 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ アオゲラアオゲラアオゲラアオゲラ 397397397397 1111

ｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ カイツブリカイツブリカイツブリカイツブリ 62626262 ﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻ ハヤブサハヤブサハヤブサハヤブサ 407407407407 2222

ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ キジバトキジバトキジバトキジバト 74747474 2222 1111 5555 ｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲ サンショウクイサンショウクイサンショウクイサンショウクイ 412412412412

ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ アオバトアオバトアオバトアオバト 78787878 ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷサンコウチョウサンコウチョウサンコウチョウサンコウチョウ 418418418418

ｳｳｳｳ カワウカワウカワウカワウ 127127127127 ﾓｽﾞﾓｽﾞﾓｽﾞﾓｽﾞ モズモズモズモズ 420420420420

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ゴイサギゴイサギゴイサギゴイサギ 139139139139 1111 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ カケスカケスカケスカケス 427427427427

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ササゴイササゴイササゴイササゴイ 141141141141 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ ハシボソガラスハシボソガラスハシボソガラスハシボソガラス 435435435435 1111 1111

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ アオサギアオサギアオサギアオサギ 144144144144 1111 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ ハシブトガラスハシブトガラスハシブトガラスハシブトガラス 436436436436 10101010 11111111 4444

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ダイサギダイサギダイサギダイサギ 146146146146 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ キクイタダキキクイタダキキクイタダキキクイタダキ 438438438438

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ コサギコサギコサギコサギ 148148148148 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ コガラコガラコガラコガラ 441441441441

ｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅ バンバンバンバン 174174174174 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ ヤマガラヤマガラヤマガラヤマガラ 442442442442 7777 5555 3333

ｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅ オオバンオオバンオオバンオオバン 175175175175 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ ヒガラヒガラヒガラヒガラ 443443443443

ｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳ ホトトギスホトトギスホトトギスホトトギス 185185185185 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ シジュウカラシジュウカラシジュウカラシジュウカラ 445445445445 6666 1111 1111

ｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳ ツツドリツツドリツツドリツツドリ 187187187187 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ ツバメツバメツバメツバメ 457457457457 47474747 94949494 3333

ｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ アマツバメアマツバメアマツバメアマツバメ 192192192192 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ コシアカツバメコシアカツバメコシアカツバメコシアカツバメ 459459459459 1111

ｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ ヒメアマツバメヒメアマツバメヒメアマツバメヒメアマツバメ 193193193193 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ イワツバメイワツバメイワツバメイワツバメ 461461461461 3333

ﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘ ケリケリケリケリ 195195195195 ﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘ ヒヨドリヒヨドリヒヨドリヒヨドリ 463463463463 30303030 21212121 6666

ﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘ コチドリコチドリコチドリコチドリ 203203203203 ｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽ ウグイスウグイスウグイスウグイス 464464464464 6666 8888

ｼｷﾞｼｷﾞｼｷﾞｼｷﾞ イソシギイソシギイソシギイソシギ 244244244244 ｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽ ヤブサメヤブサメヤブサメヤブサメ 465465465465 4444

ﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞ ミサゴミサゴミサゴミサゴ 339339339339 ｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞ エナガエナガエナガエナガ 466466466466 5555 6666 4444

ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ハチクマハチクマハチクマハチクマ 340340340340 2222 ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ メボソムシクイメボソムシクイメボソムシクイメボソムシクイ 477477477477 1111

2014 2014

２．観察リスト２．観察リスト２．観察リスト２．観察リスト    

    

    

    

 

 

10101010 月月月月 20202020 日日日日((((月月月月))))    植物・千里ニュータウン秋の野草植物・千里ニュータウン秋の野草植物・千里ニュータウン秋の野草植物・千里ニュータウン秋の野草    

千里ニュータウンの空き地は、年 2 回の草刈りが継続され、原風景であった田

んぼの畦畔や池の堤防などに見られたチガヤ草原になっています。今はワレ

モコウ・ツリガネニンジン・オガルガヤなど、里地の秋の風情を楽しみます。 

集合集合集合集合 9:30 阪急千里線終点北千里駅改札口 解散解散解散解散 14:00 同所付近 

持ち物持ち物持ち物持ち物 双眼鏡、あればルーペ、ロゼットの載っている野草図鑑 

要連絡要連絡要連絡要連絡    カラー資料を作るので、連絡ください。カラー資料を作るので、連絡ください。カラー資料を作るので、連絡ください。カラー資料を作るので、連絡ください。090090090090----6901690169016901----1425142514251425（平）（平）（平）（平）    

大阪自然史フェスティバル大阪自然史フェスティバル大阪自然史フェスティバル大阪自然史フェスティバル 2014201420142014 の案内の案内の案内の案内    

開催日 11 月 15 日（土）～16 日(日) 

場所  大阪自然史博物館 

主催  NPO 法人大阪自然史センターほか 

内容  地域の保護団体がが活動を紹介し、交流を深め

るイベントです。 

大阪支部は 15 日午後「ミゾゴイ」についてのシンポジ

ウムを開催予定（詳細はむくどり通信次号で） 

年年年年 年年年年

月月月月 6666 7777 8888 9999 10101010 月月月月 6666 7777 8888 9999 10101010

日日日日 28282828 26262626 23232323 27272727 25252525 日日日日 28282828 26262626 23232323 27272727 25252525

ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ

科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 しししし ろろろろ しししし ろろろろ しししし 科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 しししし ろろろろ しししし ろろろろ しししし

数数数数
だだだだ んんんん だだだだ んんんん だだだだ 数数数数 だだだだ んんんん だだだだ んんんん だだだだ

NoNoNoNo
どどどど どどどど NoNoNoNo どどどど どどどど

174174174174 175175175175 176176176176 177177177177 178178178178 174174174174 175175175175 176176176176 177177177177 178178178178

ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ エゾムシクイエゾムシクイエゾムシクイエゾムシクイ 479479479479 ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ ビンズイビンズイビンズイビンズイ 580580580580

ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ センダイムシクイセンダイムシクイセンダイムシクイセンダイムシクイ480480480480 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ アトリアトリアトリアトリ 586586586586

ﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛ メジロメジロメジロメジロ 485485485485 7777 10101010 23232323 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ カワラヒワカワラヒワカワラヒワカワラヒワ 587587587587 6666 1111

ﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘ オオヨシキリオオヨシキリオオヨシキリオオヨシキリ 492492492492 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ マヒワマヒワマヒワマヒワ 588588588588

ﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸ ヒレンジャクヒレンジャクヒレンジャクヒレンジャク 501501501501 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ ベニマシコベニマシコベニマシコベニマシコ 592592592592

ﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲ ミソサザイミソサザイミソサザイミソサザイ 504504504504 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ ウソウソウソウソ 599599599599

ﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘ ムクドリムクドリムクドリムクドリ 506506506506 2222 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ シメシメシメシメ 600600600600

ﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘ コムクドリコムクドリコムクドリコムクドリ 508508508508 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ イカルイカルイカルイカル 602602602602

ｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽ カワガラスカワガラスカワガラスカワガラス 512512512512 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ ホオジロホオジロホオジロホオジロ 610610610610 3333 5555

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ トラツグミトラツグミトラツグミトラツグミ 514514514514 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ カシラダカカシラダカカシラダカカシラダカ 617617617617

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ マミチャジナイマミチャジナイマミチャジナイマミチャジナイ 520520520520 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ ミヤマホオジロミヤマホオジロミヤマホオジロミヤマホオジロ 618618618618

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ シロハラシロハラシロハラシロハラ 521521521521 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ アオジアオジアオジアオジ 624624624624

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ アカハラアカハラアカハラアカハラ 522522522522 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ クロジクロジクロジクロジ 625625625625

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ツグミツグミツグミツグミ 525525525525 ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ コジュケイコジュケイコジュケイコジュケイ

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ コマドリコマドリコマドリコマドリ 530530530530 ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ) 1 7777

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ルリビタキルリビタキルリビタキルリビタキ 536536536536 ﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘ ソウシチョウソウシチョウソウシチョウソウシチョウ 1111

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ジョウビタキジョウビタキジョウビタキジョウビタキ 540540540540

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ノビタキノビタキノビタキノビタキ 542542542542
　観察種数合計　観察種数合計　観察種数合計　観察種数合計 30303030 14141414 20202020

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ イソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリ 549549549549
個体数個体数個体数個体数 210210210210 194194194194 113113113113

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ エゾビタキエゾビタキエゾビタキエゾビタキ 552552552552
天候天候天候天候 曇曇曇曇

晴晴晴晴

曇時々曇時々曇時々曇時々

晴晴晴晴

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ サメビタキサメビタキサメビタキサメビタキ 553553553553 参加者参加者参加者参加者 15151515 15151515 12121212

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ コサメビタキコサメビタキコサメビタキコサメビタキ 554554554554

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ キビタキキビタキキビタキキビタキ 558558558558 2222 3333

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ オオルリオオルリオオルリオオルリ 561561561561 3333 3333

イワヒバリイワヒバリイワヒバリイワヒバリ カヤクグリカヤクグリカヤクグリカヤクグリ 566566566566

ｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒ ニュウナイスズメニュウナイスズメニュウナイスズメニュウナイスズメ568568568568

ｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒ スズメスズメスズメスズメ 569569569569 26262626 15151515 35353535

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ キセキレイキセキレイキセキレイキセキレイ 573573573573 3333 1111

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ ハクセキレイハクセキレイハクセキレイハクセキレイ 574574574574 7777 4444

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ セグロセキレイセグロセキレイセグロセキレイセグロセキレイ 575575575575 10101010 1111

2014 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

スズメバチの季節スズメバチの季節スズメバチの季節スズメバチの季節    

スズメバチが近づいても、

手で払いのけないように注

意 


