「帰ってきた“つぶら”と小さな小さな“ピッコロ“のお話し」と題し、自然環境保全センターのボランテ
ィアとしてご自宅で長期飼養している自然復帰不可能なツバメの事などを RUNNER26 号に寄稿してい
ただいた会員の沢田伸子さん。その記事が朝日新聞記者の方の目に留まり、新聞記事として取り上げ
れました。元になった沢田さんの原稿はこちらから見ることができます。是非ご覧ください。→
http://www.kanagawa-choju.sakura.ne.jp/siryou/runner_vol26.pdf

2016 年 10 月 7 日朝日新聞より
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足環プロジェクトとは
足環プロジェクトとは
足環を付けた放鳥個体が野外で発見もしくは再捕獲等されることで
その個体の生存年数、移動範囲・距離などを知る為の活動です。
詳しくは「RUNNER」vol.16 を御覧下さい。

～足環を
足環を付けて放
けて放された鳥
された鳥たち～
たち～
2016 年 8 月～10 月
足環番号
H9
H8
I1
I2
I0
I4
I3
I5
I6

I1

種類
トビ
ササゴイ
アオバズク
カルガモ
ダイサギ
ダイサギ
トビ
カルガモ
カルガモ

アオバズク

放鳥月
2016 年 8 月 10 日
2016 年 8 月 13 日
2016 年 8 月 31 日
2016 年 9 月 18 日
2016 年 9 月 18 日
2016 年 9 月 27 日
2016 年 9 月 27 日
2016 年 9 月 27 日
2016 年 9 月 27 日

I5 カルガモ

放鳥場所
平塚市
厚木市スポーツ広場
大磯町国府新宿
小田原市中曽根
小田原市中曽根
平塚市土屋
平塚市土屋
厚木市玉川
厚木市玉川

I5 I6 カルガモ

(写真提供：神奈川県自然環境保全センター)
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2016 年 11 月～2017 年 3 月
足環番号
J0
I9
I7
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J8
J7
K0
K1
＊１

J2

種類
オオタカ
スズガモ
アオサギ
ゴイサギ
コミミズク
マガモ
マガモ
カルガモ
スズガモ
セグロカモメ
マガモ
チョウゲンボウ
オオコノハズク
フクロウ

放鳥月
2016 年 11 月 13 日
2016 年 11 月 14 日
2016 年 11 月 14 日
2016 年 11 月 28 日
2016 年 12 月 5 日
2016 年 12 月 5 日
2016 年 12 月 12 日
2016 年 12 月 12 日
2016 年 12 月 12 日
2017 年 1 月 30 日
2017 年 2 月 10 日
2017 年 2 月 24 日
2017 年 3 月 8 日
2017 年 3 月 15 日

放鳥場所
厚木市七沢
小田原市寿町
小田原市寿町
松田町神山
厚木市関口
厚木市関口
厚木市関口
厚木市関口
厚木市関口
平塚市久領堤
厚木市小野
寒川町田端
愛川町
秦野市

J4 マガモ

コミミズク

J8

セグロカモメ

(写真提供：神奈川県自然環境保全センター)

こんな足環をつけた野鳥を見かけたら下記まで連絡してください。

NPO 法人 野生動物救護の
野生動物救護の会
Tel : 0463-75-1830 e-mail : wildrelief@kanagawa-choju.sakura.ne.jp
または
神奈川県自然環境保全
神奈川県自然環境保全センター
自然環境保全センター 自然保護課 Tel : 046-248-6682

鳥の詳しい情報はこちらに載せています。
（放野の光景を動画で見ることができます）
ブログ URL ： http://blog.goo.ne.jp/yaseidobutsu-kyugo
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-2016 年度活動報告・2017
年度活動報告・2017 年度活動予定(
年度活動予定(案)2017 年も早 4 月となり,新年度の活動がスタ
ートしました。野生動物救護の会の会員の皆様
には日頃から会の活動にご協力いただきあり
がとうございます。お陰様で昨年度は充実した
事業展開ができたと思います。５月に予定され
ている総会では、昨年度の総括や今年度の事業
内容について活発に論議していただきたく、こ
こに前年度の活動報告と今年度の活動予定を
提案します。ご検討をお願い致します。
昨年度も自然環境保全センターからの委託事
業がありました。通常の活動に加えての委託事
業で、特に 20 件の保護猛禽類の保護場所現地
調査や報告書の作成などに時間と労力を要し
ました。皆様のご協力のもと、通常の活動も委
託事業も無事遂行できました。

今年度は、野生動物救護の会結成から 10 年
目となります。そこで 10 周年記念事業を無理
のない程度で実施したいと計画しています。記
念講演会や 10 年間の活動記録や記念品の作成
などです。会員の皆様が参加しやすいように総
会や記念講演会の会場を本厚木駅近くにしま
した。多数の方の出席をお願いします。
最近なかなか野生動物救護の会の活動に参
加できないため退会を考えているという話を
聞きます。でも、理事長や理事、スタッフ及び
活動できる会員の方が救護の会を代表して活
動していきます。実際に活動に参加できなくて
も会員であることが野生動物救護を支えるこ
とになります。無理のない程度で参加をよろし
くお願いします。

2016 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

6/4

6/5

自然環境保全センター

野生動物救護ボランティア講習会修了式

9/25

自然環境保全センター

探鳥会

2/25

三段の滝、相模原沈澱池

ハイキング兼探鳥会

4/9

石砂山

講演会「日本における野生動物救護の現状とボラ

9/25

自然環境保全センター

７/2 など

自然環境保全センター

動物フェスティバル

10/23

綾瀬市文化会館

秦野市民まつり

11/3

秦野市民公園

12/19

厚木市立相川小学校

7/30

自然環境保全センター

春休み子ども体験教室（わくわく野鳥探検隊） 3/25

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

ンティア活動について」赤木先生
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
各種イベントへの参加

環境教育

厚木市立相川小環境教育

夏休み子ども体験教室（野生動物を学ぶ）

足環プロジェクトに関する企画展示

3 月～5/8
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自然環境保全センター

５． 情報発信的活動
会報誌ＲＵＮＮＥＲの発行

ホームページの運営

ＶＯＬ25

4月

厚木市総合福祉センター

ＶＯＬ26

9月

厚木市総合福祉センター

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

4/22,5/27、6/24、7/29、8/26、9/30、10/28、 秦野市立図書館
11/25、12/23、2/24、3/31、

樹洞性哺乳類・鳥類調査

4/19、5/24、6/23、7/15 など

自然環境保全センター

通年

自然環境保全センター

足環プロジェクト

７． 関係団体との協働的活動
丹沢大山ボランティアネットワーク総会

4/9

自然環境保全センター

「七沢里山サミット」参加

7/11

七沢希望の丘小学校

傷病鳥獣保護連絡協議会

11/29

横浜

波止場会館

８． 運営的活動
ＮＰＯ法人

野生動物救護の会定期総会

5/29

自然環境保全センター

ＮＰＯ法人

野生動物救護の会

5/29

県立七沢森林公園

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

12/3

自然環境保全センター

懇親会

９． 自然環境保全センターからの委託事業
イベントでの広報活動（ワールドフェスタ横浜）

10/8

10/9

横浜

山下公園

保護猛禽類の生息実態調査
プロジェクト打ち合わせ

9/22

自然環境保全センター

保護場所の現地調査２０件

9 月～2 月

現地各所

報告書

3月

自然環境保全センター

まとめと提出
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2017 年度 NPO 法人野生動物救護の会 活動予定（案）
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

野生動物救護ボランティア講習会

年2回

自然環境保全センター

野生動物救護ボランティア講習会修了式

年1回

自然環境保全センター

２． 救護ボランティアを養成する活動

３． 主に会員を対象とした啓発活動
探鳥会

12/23

1/27

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

近隣各所

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
（動物フェスティバル、秦野市民まつり、その他） 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

7/29

自然環境保全センター

春休み子ども体験教室（わくわく野鳥探検隊） 3/31

自然環境保全センター

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）

５． 情報発信的活動
会報誌ＲＵＮＮＥＲの発行

年数回

厚木市総合福祉センター

ホームページの運営

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月

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

会員への情報発信

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

5/20

厚木市総合福祉センター

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

12/9 又は 12/10

自然環境保全センター

バード週間に誤認保護関連チラシ配布

5月

場所未定

10 年間の活動記録（ＲＵＮＮＥＲでの特集）

9月

厚木市総合福祉センター

10 周年記念品作成（手ぬぐい）

5/20

記念講演会にて配布

10 周年記念講演会

5/20

厚木総合福祉センター

10 周年記念絵本製作

通年

完成未定

9. 10 周年記念事業（予定）
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～第 10 回 野生動物救護の
野生動物救護の会 定期総会～
定期総会～
～＆ 記念講演会
記念講演会 開催～
開催～
お陰様で、２００７年に設立したＮＰＯ法人 野生動物救護の会の活動は、この４月から１０年目に
入りました。 長年にわたり救護の会の活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。つ
きましては、5
回定期総会を厚木市総合福祉
厚木市総合福祉センター
センター４
5 月 20 日(土)13 時 20 分より第
第 10 回定期総会
厚木市総合福祉
センター
４階
ボランティアセンター研修室
研修室（バスセンターのすぐ隣）にて開催します。会員の皆様にはぜひご
ボランティアセンター
研修室
参加いただき、活動に対するご意見などをいただきたいと思います。
また、総会の後 14 時 20 分より、プロカメラマンである佐藤信敏氏
佐藤信敏氏（弊会副理事長）による記
佐藤信敏氏
記
念講演会「
写真から
から読
くツバメの現状
現状（
福島ツバメ
ツバメ調査
調査の
報告）」
）」を行います。佐藤氏は、
念講演会
「写真
から
読み解くツバメの
現状
（福島
ツバメ
調査
の報告
）」
2011 年に発生した東日本大震災以降 福島県に飛来するツバメの調査を行っており、その結果
は昨年の NHK BS1 スペシャル「原発事故 5 年目の記録」でも放映されました。今回は、その調
査について興味深いお話をたっぷり聞けることと思いますので、この機会にぜひご参加くだ
さい。

～平成 29 年度～
年度～
～野生動物救護ボランティア
野生動物救護ボランティア講習会開催
ボランティア講習会開催～
講習会開催～
野生動物救護ボランティアとは
傷ついた野生動物を救護して野
生に帰すボランティアです。
ボランティア登録をして、一緒に
活動しませんか？
日時:
6 月 3 日(土)または 4 日(日)
午前 9 時～午後 4 時 30 分
開催場所・申込先：
神奈川県自然環境保全センター
自然保護課
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イベント
◆第
第 10 回 NPO 法人 野生動物救護の会 定期総会
▽日時：5 月 20 日(土) 13：20～受付 13：40～総会
▽場所：厚木市総合福祉センター 4 階 ボランティアセンター研修室

◆10
10 周年記念講演会
周年記念講演会
「写真から読み解くツバメの現状
「写真から読み解くツバメの現状（
から読み解くツバメの現状（福島ツバメ
福島ツバメ調査の報告）
ツバメ調査の報告）」
調査の報告）」
▽日時：5 月 20 日(土) 14:20～受付 14：30～16：30 講演会
▽場所：厚木市総合福祉センター 4 階 ボランティアセンター研修室
(総会に引き続き同じ場所で開催)
▽講師：佐藤信敏氏（野生動物救護の会 副理事長）

◆神奈川県
神奈川県 野生動物救護ボランティア講習会
▽日時：6 月 3 日（土） または 4 日（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、どちらかに参加してもらいます。
裏方ボランティアスタッフも募集中です！

◆夏休み子ども
夏休み子ども体験教室
夏休み子ども体験教室
▽日時：7 月 29 日（土） ▽場所：自然環境保全センター
☆小学生高学年の子どもたちに野生動物について学んでもらう体験教室を開催します。

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 26 日、6 月 30 日、7 月 28 日、8 月 25 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
始まっています！
◆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＊

☆★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：2017 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/
活動の現場：平沼亜矢子 会員さんの寄稿文が新聞記事になり
編集者 表紙：小林夏子（平沼亜矢子）
ました：神崎さつき ～on your side～相手の立場になって：伊熊智子（平沼亜矢子）
足環 Project!!：渡辺優子
2016 年度活動報告・2017 年度活動予定(案)：佐藤幸太郎
総会・講演会・講習会のお知らせ：神崎さつき インフォメーション：神崎さつき
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