
３．先々月・先月の両園地探鳥会 
①ほしだ園地(7月) 通常７月はくろんど園地であるが「トレイルランニング競

技会」が行われるとわかり「ほしだ園地」に変更した。しかし、ほしだ園地では7/16～

17の雨で土砂崩れが発生し、吊り橋「星のブランコ」に行けるのは急坂コースのみ

のため、途中のピトンの小屋周辺までのコースとした。平野部はかんかん照りであっ

たが、天野川の遊歩道は木陰にそよ風があり、コースにゴミも少なく気持ち良い清

掃探鳥会となった。鳥はお目当てハヤブサを2羽確認、ツバメがコースのあちこちで

飛び回り、ウグイスのさえずりは多かったが、キビタキ・オオルリの声はなかった。 

②ほしだ園地（8月） 私市住宅地でコシアカツバメ、天野川ではハクセキレイ

など平地ではそこそこ鳥を観察できたが、山地に入ってからはミンミンゼミの合唱に

消され、鳥の声が少なかった。幸いピトンの小屋前の岩場「哮ヶ峰」ではハヤブサが、

行きはお立ち台と呼ばれている巣の近く、帰りはそれより上部の金網に休む別々の

個体を観察することができた。3ヶ月続いてのほしだ園地探鳥会、朝の雨がスタート

時に上がったものの、昼食時に再度の雨、通常より昼休みを1時間長くして継続、

ハヤブサに助けられた。 

４.日本野鳥の会大阪支部からのお知らせ 

①北河内・定例探鳥会の（10月度）案内 
暑い夏は静かにしていた留鳥も元気を回復し、下旬になるとタカ
渡りを中心とする秋の渡り鳥が楽しめる。ただ9月前半は残暑が厳
しいので、熱中症対策に水分補給を充分にしてください。 

   曜日  （月日）   場所      集合時間・場所   

  第１(日) (10/4) 牧野(淀川)  9:00 京阪牧野駅穂谷川堤防 
第２(日）（10/11) 山田池公園 9:30 現地北入口駐車場 

 第３(土）(10/17) 緑の文化園 9:00JR学研都市線四条畷駅東口 

 第4(土)(10/24) ほしだ園地 9:30京阪交野線私市駅前 

②日本野鳥の会入会時の会費  

会員区分    おおぞら会員    赤い鳥会員    むくどり会員 
(内容)     (本部+支部)       (支部のみ)    (支部・1年間のみ) 

年会費          7500円       3500円       1000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」 
    月刊（本部)    「野鳥」         ―       ―   

③7 月探鳥会参加費   （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、日本野鳥の会に未入会の方 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」 

府民の森“くろんど園地”探鳥会 
（毎月第４土曜日 両園地通算第189回） 

 平成27(2015)年9月26日(土) 9:30～15:00 

日本野鳥の会大阪支部  平軍二(090-6901-1425)・ 
友田武・神戸徹・田上信博・小田原正明・斉藤健 

１．交野市の鳥シリーズ(48) サシバ(差羽)
 

今月は久しぶりのくろんど園地です

が、雨予報なのでどうでしょうか。も

し、お天気が良ければサシバの渡りを

観察できることを期待し、河村壽さん

が9/20に交野山で写されたサシバを

利用させていただきました。 

大阪近郊のタカ渡りは、長野県白樺

峠で多数に飛んだ後、数日後が良く観

察できます。今年の白樺峠9/15 3500

羽、9/21 2800羽と２回のピークがあったので、26日は天気が

良くてもそれほど飛ばないかもしれません。 

淀川右岸・高槻萩谷公園では白樺峠の１～4日遅れで、9/19 

1373羽、9/22 1258羽と２回のピークがありましたが、交野山

ではそれより少ないようです（白樺峠・高槻とも遠くて普通の

人では見えないタカもカウントしています。） 

大阪近郊では

「白樺峠スター

トの北コース」と

「伊良湖岬スタ

ートの南コース」

があります。 

例年、何故か南

コースは北コー

スより１～２週

間遅く、南コース

は、10月に入ってから飛ぶ数が増えてきます。 



年 年

月 8 9 10 11 12 月 8 9 10 11 12

日 22 26 24 28 26 日 22 26 24 28 26
ほ く ほ く ほ ほ く ほ く ほ

科名 種名 回 し ろ し ろ し 科名 種名 回 し ろ し ろ し

数 だ ん だ ん だ 数 だ ん だ ん だ

No ど ど No ど ど

188 189 190 191 192 188 189 190 191 192

ｷｼﾞ ヤマドリ 4 ﾀｶ トビ 342

ｷｼﾞ キジ 5 ﾀｶ ツミ 354

ｶﾓ ハクチョウSP 19 ﾀｶ ハイタカ 355

ｶﾓ オシドリ 24 ﾀｶ オオタカ 356

ｶﾓ ヨシガモ 27 ﾀｶ サシバ 357

ｶﾓ ヒドリガモ 28 ﾀｶ ノスリ 358

ｶﾓ マガモ 30 ｶﾜｾﾐ カワセミ 383 1

ｶﾓ カルガモ 32 ｷﾂﾂｷ コゲラ 390 2

ｶﾓ ハシビロガモ 34 ｷﾂﾂｷ アカゲラ 393

ｶﾓ コガモ 38 ｷﾂﾂｷ アオゲラ 397 1

ｶｲﾂﾌﾞﾘ カイツブリ 62 ﾊﾔﾌﾞｻ ハヤブサ 407 2

ﾊﾄ キジバト 74 9 ｻﾝｼｮｳｸｲ サンショウクイ 412

ﾊﾄ アオバト 78 ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷサンコウチョウ 418

ｳ カワウ 127 ﾓｽﾞ モズ 420

ｻｷﾞ ゴイサギ 139 ｶﾗｽ カケス 427

ｻｷﾞ ササゴイ 141 ｶﾗｽ ハシボソガラス 435 3

ｻｷﾞ アオサギ 144 ｶﾗｽ ハシブトガラス 436 16

ｻｷﾞ ダイサギ 146 ｶﾗｽ キクイタダキ 438

ｻｷﾞ コサギ 148 ｼｼﾞｭｳｶﾗ コガラ 441

ｸｲﾅ バン 174 ｼｼﾞｭｳｶﾗ ヤマガラ 442 1

ｸｲﾅ オオバン 175 ｼｼﾞｭｳｶﾗ ヒガラ 443

ｶｯｺｳ ホトトギス 185 ｼｼﾞｭｳｶﾗ シジュウカラ 445 2

ｶｯｺｳ ツツドリ 187 ﾂﾊﾞﾒ ツバメ 457 9

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ アマツバメ 192 ﾂﾊﾞﾒ コシアカツバメ 459 2

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ヒメアマツバメ 193 ﾂﾊﾞﾒ イワツバメ 461

ﾁﾄﾞﾘ ケリ 195 ﾋﾖﾄﾞﾘ ヒヨドリ 463 16

ﾁﾄﾞﾘ コチドリ 203 ｳｸﾞｲｽ ウグイス 464 1

ｼｷﾞ イソシギ 244 ｳｸﾞｲｽ ヤブサメ 465

ﾐｻｺﾞ ミサゴ 339 ｴﾅｶﾞ エナガ 466 8

ﾀｶ ハチクマ 340 ﾑｼｸｲ メボソムシクイ 477

2015 2015

２．探鳥会観察種チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

10/21（水）神戸・菊水山 ムギマキ 
集合 9:30 神戸電鉄鈴蘭台駅東改札口  解散 13:00 頃現地菊水山 
    (8:27 阪神梅田駅発姫路行特急乗車、新開地駅で神戸電鉄鈴蘭台行に乗車) 

内容 毎年恒例になっているカラスザンショウに集まってくるムギマキ
観察会、エゾビタキ・サメビタキ・コサメビタキの３種も期待され
ます。くろんど園地にもカラスザンショウがあり、良く渡りの鳥が
観察されています。 

連絡  090-2389-2743 （松岡三紀夫氏） 

 

年 年

月 8 9 10 11 12 月 8 9 10 11 12

日 22 26 24 28 26 日 22 26 24 28 26
ほ く ほ く ほ ほ く ほ く ほ

科名 種名 回 し ろ し ろ し 科名 種名 回 し ろ し ろ し

数 だ ん だ ん だ 数 だ ん だ ん だ

No ど ど No ど ど

188 189 190 191 192 188 189 190 191 192

ﾑｼｸｲ エゾムシクイ 479 ｾｷﾚｲ ビンズイ 580

ﾑｼｸｲ センダイムシクイ480 ｱﾄﾘ アトリ 586

ﾒｼﾞﾛ メジロ 485 11 ｱﾄﾘ カワラヒワ 587 1

ﾖｼｷﾘ オオヨシキリ 492 ｱﾄﾘ マヒワ 588

ﾚﾝｼﾞｬｸ ヒレンジャク 501 ｱﾄﾘ ベニマシコ 592

ﾐｿｻｻﾞｲ ミソサザイ 504 ｱﾄﾘ ウソ 599

ﾑｸﾄﾞﾘ ムクドリ 506 ｱﾄﾘ シメ 600

ﾑｸﾄﾞﾘ コムクドリ 508 ｱﾄﾘ イカル 602

ｶﾜｶﾞﾗｽ カワガラス 512 ﾎｵｼﾞﾛ ホオジロ 610

ﾋﾀｷ トラツグミ 514 ﾎｵｼﾞﾛ カシラダカ 617

ﾋﾀｷ マミチャジナイ 520 ﾎｵｼﾞﾛ ミヤマホオジロ 618

ﾋﾀｷ シロハラ 521 ﾎｵｼﾞﾛ アオジ 624

ﾋﾀｷ アカハラ 522 ﾎｵｼﾞﾛ クロジ 625

ﾋﾀｷ ツグミ 525 ｷｼﾞ コジュケイ

ﾋﾀｷ コマドリ 530 ﾊﾄ ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)

ﾋﾀｷ ルリビタキ 536 ﾁﾒﾄﾞﾘ ソウシチョウ

ﾋﾀｷ ジョウビタキ 540

ﾋﾀｷ ノビタキ 542 　観察種数合計 20

ﾋﾀｷ イソヒヨドリ 549 個体数 165

ﾋﾀｷ エゾビタキ 552 天候
晴一

時雨

ﾋﾀｷ サメビタキ 553 参加者 18

ﾋﾀｷ コサメビタキ 554

ﾋﾀｷ キビタキ 558

ﾋﾀｷ オオルリ 561 1

イワヒバリ カヤクグリ 566

ｽｽﾞﾒ ニュウナイスズメ568

ｽｽﾞﾒ スズメ 569 73

ｾｷﾚｲ キセキレイ 573 2

ｾｷﾚｲ ハクセキレイ 574 4

ｾｷﾚｲ セグロセキレイ 575
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9/29(火)植物観察会･奈良東大寺の巨樹観察と大仏拝観 

集合：9:30 近鉄奈良駅   解散：14:00 頃 若草山山麓付近 
内容：大阪支部では、これまで探鳥会などで、奈良・京都の神社仏閣を何度も

訪れているが、建物の外観を見てはいるものの、内部の文化財を拝観したこ

とは無く、東大寺も大仏殿に入ることはありませんでした。 

今回、東大寺境内に生育する巨樹を観察するとともに、東大寺本尊の大仏

を見るという、異なるジャンルを組み合わせた新しい観察会に挑戦します。 

（お願い）カラー資料を準備しますので、参加される方、担当（平）まで連絡下さ

るようお願いします 

スズメバチにご注意 
9 月～10 月はスズメバチの活動
時期、スズメバチに近づかない
ように、スズメバチがいても騒
がないようにしてください。 


