まだまだ風は冷たいですが、日の暖かさに春を感じられるようになってきました。
ツバメやアオバズクなど、南から渡ってき夏鳥たちが見られる季節になりました。こ
のページでは、この「渡り」についてご紹介します。

「渡り鳥」の種類

ら繁殖します。

渡り鳥にはよく知られている「夏鳥」と
「冬鳥」のほかに、別の場所へ渡る途中で立

どこから来るの？

ち寄っていく「旅鳥」
、日本国内を移動する

鳥たちはいろいろなところからやってき

「漂鳥」
（ひょうちょう）、普通は日本に来な

ます。夏鳥は東南アジアから、冬鳥はシベリ

いけれど、何かの原因で来てしまった「迷

アあたりから来るものが多いようです。
長旅の間、いろいろな敵に出くわすので、

鳥」があります。

通りかかる地域に住む鳥の言葉を覚えて身

日本は大陸の端に位置する島国なので利

を守っている、という研究報告もあります。

用する渡り鳥がとても多く、国内で見られ
る鳥の 70％ほどが渡り鳥です。

ツバメ
渡り鳥のルート

皆さんもよくご存じの夏鳥です

こんなに遠くから旅してきます

なぜ渡りをするの？
渡り鳥たちは毎年日本にやってきますが、

毎年、季節になるとやってきて私たちを

その道のりは楽ではありません。彼らが大

楽しませてくれる渡り鳥ですが、近年は生

変な苦労してまでやってくるのは、渡りを

息環境の悪化や気候の変動などに苦しめら

する時期のふるさとよりも日本のほうが過

れています。人も鳥も住みよい環境を作る

ごしやすく、餌がたくさんあるからです。

ため、一人一人が行動しなければならない

夏鳥は子育てもしていきますが、冬鳥の

と感じます。

場合は越冬先で相手を見つけて、帰ってか

４

足環プロジェクトとは
足環プロジェクトとは？
ロジェクトとは？
足環を付けた放鳥個体を野外で発見もしくは再捕獲等することで、その個体の生存年
数、移動範囲・距離などを知るための活動です。

2014 年 12 月～足環を付けて放された鳥たち
足環番号
Ｄ７
Ｄ８
Ｄ９
Ｅ０
Ｅ１
Ｅ２
Ｅ３
Ｅ５
Ｅ６
Ｅ７

種類
トビ
トビ
キンクロハジロ
オオコノハズク
ハイタカ
オオコノハズク
キンクロハジロ
オオコノハズク
オオコノハズク
セグロカモメ

放鳥月
12 月
12 月
12 月
12 月
1月
2月
1月
3月
3月
3月

放鳥場所
茅ヶ崎市
小田原市
茅ヶ崎市
山北町
平塚市
横浜市
相模原市
愛川町
中井町
小田原市

赤い足環を
つけて放野
します

Ｅ1 ハイタカ

Ｅ7 セグロカモメ

Ｅ5 オオコノハズク

Ｅ3 キンクロハジロ

★左足に赤い足環をつけた鳥を見かけたら下記までご連絡下さ
い。
NPO 法人 野生動物救護の会
TEL 0463-75-1830
e-mail： wildrelief@kanagawa-choju.sakura.ne.jp

または

Ｅ5 オオコノハズク

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課
鳥の詳しい情報はこちらに載せています。

TEL

046-248-6682

Ｅ3 キンクロハジロ
Ｅ7 セグロカモメ
ブログ URL：http://blog.goo.ne.jp/yaseidobutsu-kyugo

５

-2014 年度活動報告・2015
年度活動報告・2015 年度活動予定(
年度活動予定(案)新年度になり新しい活動が始まろうとしています。2014 年度は野生動物救護の会の活動にご協力いただきあ
りがとうございました。2015 年度も野生動物救護のため会の活動を充実していきたいと思っています。間もな
く総会が行われます。その場では活発に議論していただきたく、その資料となる前年度の活動報告と今年度の活
動予定をこの場で提案しますのでご検討をよろしくお願いいたします。

201４年度 NPO 法人野生動物救護の会 活動報告
１． 傷病鳥獣救護の直接的活動
傷病鳥獣の救護ボランティア

通年

自然環境保全センター

M プロジェクト

通年

プロジェクト参加者自宅

6/21、6/22

自然環境保全センター

石砂山ハイキング

4/20

石砂山

冬の野鳥

1/24

早戸川林道

羽勉強会「たかが羽、されど羽」

2/15

自然環境保全センター

年数回

自然環境保全センター

「傷ついた野生動物たち」パネル展示

5/3～5/6

MARK is みなとみらい

「傷ついた野生動物たち」パネル展示

7/1～9/28

自然環境保全センター

「傷ついた野生動物たち」パネル展示

8/1～8/28

秦野市立図書館

「傷つく野鳥たち」

5/6

MARK is

みなとみらい

「野鳥のための巣箱を作ろう」

11/29

MARK is

みなとみらい

10/5

小田原アリーナ

環境フェスティバル

10/26

厚木中央公園

ジャパンバードフェスティバル 2014

11/1～11/2

我孫子市手賀沼親水公園

第 35 回秦野市民まつり、

11/3

秦野市中央運動公園周辺

東京農業大学「ボランティア論」講義

4/15

東京農業大学厚木キャンバス

「ボランティア活動の実際」紹介

12/2

自然環境保全センター

放課後教室

5/23

厚木市立相川小学校

野生動物救護に関する環境教育

9/19

伊勢原市立高部屋小学校

厚木市立清水小学校の環境教育

10/16

七沢自然ふれあいセンター

8/2

自然環境保全センター

猛禽類のリハビリ

２． 救護ボランティアを養成する活動
野生動物救護ボランティア講習会
３． 主に会員を対象とした啓発活動
探鳥会

講演会

羽根標本等の標本作成
４． 主に市民を対象とした啓発活動
展示会

体験型イベント

動物フェスティバル 2014

in

西湘

中央動物専門学校動物看護研究科

環境教育

夏休み子ども体験教室（野生動物を学ぶ）

春休み子ども体験教室（わくわく野鳥探検隊） 3/28
羽根標本講座

1/17
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自然環境保全センター
秦野市

くずはの家

５． 情報発信的活動
会報誌 RUNNER の発行

ホームページの運営

Vol.19

4/21

Vol.20

9/16

Vol.21

12/25

会員への情報発信

通年

野生動物救護の会事務局

６． 調査・観察的な活動
秦野市立図書館衝突調査（毎月最終金曜日に実施） 4 月～3 月

12 回実施

秦野市立図書館

樹洞性哺乳類・鳥類調査

通年

自然環境保全センター

足環プロジェクト

18 羽を放野

通年

神奈川県内各所

ボランティア団体活動助成事業

通年

自然環境保全センター

丹沢大山ボランティアネットワーク総会

4/12

自然環境保全センター

傷病鳥獣保護連絡協議会

1/20

横浜市

野生動物救護の会定期総会

5/17

自然環境保全センター

救護の会の事務的管理（名簿・会費・物品など）

通年

野生動物救護の会事務局

野生動物救護の会の理事会・スタッフ会議

随時

自然環境保全センター

イベント用グッズ作製

7/21、9/21、11/25

自然環境保全センター

懇親会

5/17

清川リバーランド

傷病舎大掃除及び豚汁大会

12/13

自然環境保全センター

「神奈川県自然環境保全センターでのリハビリ効
果及び放野適期の検証」
７． 関係団体との協働的活動

８． 運営的活動
NPO 法人
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201５年度 NPO 法人野生動物救護の会 活動予定
１． 傷病鳥獣救護の直接的活動
傷病鳥獣の救護ボランティアの推奨

通年

自然環境保全センター

M プロジェクト（猛禽類のリハビリ）

通年

プロジェクト参加者自宅

２． 救護ボランティアを養成する活動
野生動物救護ボランティア講習会

6/20

6/21

自然環境保全センター

３． 主に会員を対象とした啓発活動
探鳥会

年数回

近隣各所

講演会

1～2 回

自然環境保全センター

羽根標本等の標本作成

年数回

自然環境保全センター

各期日

各イベント会場

各種要請による講演

随時

各会場

環境教育

随時

各学校等

8/1

自然環境保全センター

４． 主に市民を対象とした啓発活動
各種イベントへの参加
（ジャパンバードフェスティバル、動物フェステ
ィバル、秦野市民まつり、その他のイベント）

学校からの要請による環境教育

夏休み子ども体験教室（野生動物を学ぶ）

春休み子ども体験教室（わくわく野鳥探検隊） 春休み

自然環境保全センター

足環プロジェクトに関する企画展示

3 月～4 月

自然環境保全センター

絵本製作

通年

県内動物病院に配布予定

５． 情報発信的活動
会報誌 RUNNER の発行
ホームページの運営

年3回
会員への情報発信

通年

野生動物救護の会事務局

秦野市立図書館衝突調査

月１回程度

秦野市立図書館

樹洞性哺乳類・鳥類調査

通年

自然環境保全センター

足環プロジェクト

通年

自然環境保全センター

丹沢大山ボランティアネットワーク総会

4/11

自然環境保全センター

傷病鳥獣保護連絡協議会

未定

未定

5 月 30 日

自然環境保全センター

救護の会の事務的管理（名簿・会費・物品など）

通年

野生動物救護の会事務局

野生動物救護の会の理事会・スタッフ会議

随時

自然環境保全センター

傷病舎大掃除及び豚汁大会

12 月

自然環境保全センター

６． 調査・観察的な活動

７． 関係団体との協働的活動

８． 運営的活動
NPO 法人

野生動物救護の会定期総会
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総会・懇親会
◆第
第 8 回 NPO 法人 野生動物救護の会 定期総会
▽日時：5 月 30 日(土) 12：30～13：30
▽場所：自然環境保全センター レクチャールーム
◆懇親会
懇親会 バーベキュー
▽日時：5 月 30 日(土) 14:00～16:30(予定)
▽場所：七沢森林公園
☆総会後、場所を移動して バーキューをしながら皆さんで楽しみましょう♪
バーベキューだけの参加ももちろん大歓迎です！

講習会
◆野生動物救護
野生動物救護ボランティア講習会
野生動物救護ボランティア講習会
▽日時：6/20（土） または 21（日）
▽場所：自然環境保全センター レクチャールーム
☆毎年恒例！今年も新たに野生動物救護ボランティアさんを募集し、野生動物救護に関する
知識を学んでいただきます。１日の講習会を２回行います。
裏方ボランティアスタッフも募集中です！

衝突調査
◆秦野市立図書館衝突調査
秦野市立図書館衝突調査
▽日時 毎月最終金曜日 →今後の調査日は 5 月 29 日、6 月 26 日、7 月 31 日
▽場所 秦野市立図書館
☆野生動物救護の会「バードストライク研究会」では窓ガラスへの野鳥の衝突調査を一緒に
行ってくれる方を随時募集しています。興味のある方は事務局までご連絡を！

“救護の会 ブログ“ 始まっています！
◆野生動物救護の会
野生動物救護の会の活動の様子を楽しくご紹介
野生動物救護の会の活動の様子を楽しくご紹介！
の活動の様子を楽しくご紹介
日常のボランティア活動や、猛禽類の訓練風景（M project ）、各種イベントのお知らせや
報告などなど、随時更新しています。救護の会 HP トップページの
｢救護の会ブログ始めました！｣のバナーをクリックしてご覧下さい♪
アドレスはコチラ→ http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp/index.html
＊詳細は当会ホームページをご覧ください＊

♪嬉しいお知らせ♪
嬉しいお知らせ♪ 救護の会の会員さんである、中学１年生の春田千紘さんが、昨年 第 29 回和田傅文学
賞 小学校 4〜6 年生の部において、｢私の夢は獣医｣という作文で きらめき未来賞 を受賞されました。
おめでとうございます！作文の中では、自然環境保全センターでのボランティア活動の様子などが綴られて
います。受賞作は厚木市の HP で読むことができますので、是非ご覧ください。
♪ありがとうございます♪
ありがとうございます♪救護の会は皆さまのご寄付で運営されています。今までにご支援いただいた金額を
お知らせします。【2007 年¥270,063、2008 年¥334,638、2009 年¥584,458、2010 年¥66,021、2011 年¥34,661、
2012 年¥155,548、2013 年¥106,092】 今後ともご支援の程よろしくお願いいたします。

☆★会員へのお誘い★☆
会員へのお誘い★☆
当会は、ボランティアスタッフの協力と設営趣旨にご賛同いただきました
皆様方の寄付によって運営されております。
私たちの活動を支えてくださる賛助会員も同時に募集しています。
★一般会員：どなたでもご参加いただけます（年会費 2,000 円）
★学生会員：学生の方（年会費 1,000 円）
★賛助会員：当会の活動にご賛同いただき寄付をしていただいた方
年会費：法人一口 5,000 円 個人一口 3,000 円 一口以上
【振込先】

ゆうちょ銀行振替口座 ： 00270-0-47040
名義 ： 特定非営利活動法人 野生動物救護の会

発行月：2015 年 4 月 発行：特定非営利活動法人 野生動物救護の会 電話：0463-75-1830
〒259-1306 神奈川県秦野市戸川 1086 番地の 4
ホームページ：http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp/
編集者 表紙：平沼亜矢子 活動の現場:平沼亜矢子 渡り～鳥の不思議：片瀬亜姫
足環 Project!!：渡辺優子・片瀬亜姫
2014 年度活動報告・2015 年度活動予定(案)：佐藤幸太郎
研修生の募集：平沼亜矢子 インフォメーション：神崎さつき
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