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神奈川県内の多くの市区町村は、「市の鳥」や「町の鳥」を制定しています。そんなシンボルバー

ドたちは、豊かな自然を大切にする気持ちや人間と共に生きる野生鳥獣を愛する心の象徴として、地

域の方々に親しまれています。今回の展示は、県内市区町村においてシンボルバードに選ばれている

鳥の中から、野生動物救護の会が羽根・翼標本を保有している９種を紹介しました。ところで神奈川

県内の全市区町村 61（19市、28区、13町、1村）の中でシンボルバードを公式に制定している市

区町村数を知っていますか？正解は 24、全市区町村の約 39%だけしかありませんでした。残りの

61%の市区町村ではシンボルバードを決めていないのです。ちょっと寂しいですね。自分の住んでい

る市や町はどうなのか、気になったら調べてみてください。我々は16の市区町村がシンボルバードに

制定している 9 種類の鳥について羽根標本を展示しました。そして各市区町村にシンボルバード制定

の経緯と趣旨を問合せました。その結果を本稿で紹介したいと思います。羽根標本がないため展示を

行わなかった他のシンボルバードは、ウグイス（秦野市、葉山町）、カモメ（大磯町）、ダイサギ

（寒川町）、ヒバリ（相模原市）、コアジサシ（小田原市）、ウミウ（三浦市）、カルガモ（保土ヶ

谷区）、シラサギ（中井町）でした。 

 
♦大井町♦湯河原町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦伊勢原市♦山北町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年度冬の羽根標本展示 
神奈川県内市区町村のシンボルバード 
-その制定の経緯と趣旨-      

遠藤 順一 
 

１．メジロ（メジロ科） 

♦大井町からの回答♦ 

大井町の町の鳥「めじろ」は、町制 30 周年記念事業の１つとして、町民の自然を愛する

気持ちを一層盛り上げるため、公募にて「めじろ」に決まり、昭和 61 年 9 月 9 日に制定

されました。 

♦湯河原市からの回答♦ 

湯河原の鳥「メジロ」の制定経緯や趣旨等につきましては、昭和 61 年 3 月 1 日に「湯河

原町の木、湯河原町の花及び湯河原町の鳥」が制定されました。これは、町村合併 30 周

年の節目に制定されたもので、残念ながら当時の選定経緯に関する資料がございません。

ただし、昭和 61 年 2 月 28 日付けの相豆新聞によりますと、選定審査委員会を組織し

て、町民からも公募するなど選定作業を行ったとなっております。 

 
 

2．ヤマドリ（キジ科） 

♦伊勢原市からの回答♦ 

選定経緯について 

本市の市の鳥は、昭和 47 年 3 月 1 日に市制施行 1 周年の記念事業の一環として、市の花

（ききょう）、市の木（しいの木）と併せて制定されました。選定経緯としては、昭和 46

年7月末に「小中学校教育研究会」に候補となる鳥、花、木の選定を委託した結果、①本市

の歴史的性格に関係したもの、②本市のシンボルとしてふさわしく、全市民にひとしく愛さ

れるもの、③生物学的な学術研究に基づく生育上、植栽、植樹、飼育に適するもの、④本市

の産業的発展に特に関係の深いものに着目し、市の鳥 5 点（市の花 5 点、市の木 5 点）が

選定されました。 
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♦愛川町♦綾瀬市♦藤沢市 
 

 

♦茅ヶ崎市♦座間市♦横浜市港南区 

 

 

♦海老名市 

 

 

♦大和市♦横浜市瀬谷区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦松田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦伊勢原市からの回答…続き…♦ 

その後、昭和 46年 10月に関係機関や市職員からなる「選定審査委員会」において、2点

の候補（やまどり、うぐいす）に絞られ、昭和 47 年 1 月に市内全世帯を対象とした市民

投票を行い、やまどりが市の鳥に決定しました。具体的な選定理由は、やまどりは日本国

特産種で、山間地に限り生息しており、市内の丹沢大山国定公園内にも多く生息し、狩猟

鳥として有名で、俳句、和歌などにもうたわれ、当市にふさわしい鳥であるということで

す。 

趣旨について 

シンボルの制定は、伊勢原にふさわしい緑の環境をつくり、市民生活にゆとりと豊かさを

与え、愛花、愛樹、愛鳥の思想を普及啓発し、もって郷土を愛する市民性豊かな人づくり

を図ることを目的としたものです。 

3．カワセミ（カワセミ科） 

4．シジュウカラ（シジュウカラ科） 

5．カワラヒワ（アトリ科） 

6．オナガ（カラス科） 

♦大和市からの回答♦ 

市の鳥「オナガ」は、平成元年の市制 30 周年記念事業において、市民に野鳥を通じて市

内に残された自然や緑の大切さを理解してもらうことを目的として制定したものです。制

定にあたり広く一般公募を行った中で、次の理由により市の鳥として決定しました。 

① 神奈川県内に多く棲息し、市内のいたるところで見られ親しみやすい留鳥である。 

② 羽色、姿も優美であり、尾を広げて飛び立つ姿は大和市の将来へ向けての飛翔を暗示

させる。 

③ 愛情豊かな鳥であり、市民相互の信頼のうえにたったまちづくりを進める大和市にふ

さわしい。 

④ 気性の激しい鳥であり、その気概は「活力あるまちづくり」に相通じるところがあ

る。 

⑤ 別名、「ヤマトカササギ」と称される。 

7．セグロセキレイ（セキレイ科） 

♦松田町からの回答♦ 

町民憲章とは、まちづくりの合言葉・スローガンともいうべきもので、平成元年に松田町が

「自治制百周年・町制施行八十周年」を迎えることに合わせて制定されました。この時に、

記念企画の 1 つとして「町の鳥」と「町をイメージするような音（メロディ）」を決めまし

た。昭和 54 年に町の花と木を制定しているため、より親しみやすいものとして、新たなテ

ーマとして選ばれたものです。平成元年に、町民を対象に意見募集を行い、その中から決定

したものです。アンケート結果の詳細は平成元年 7 月号の広報をお送りしますのでご参照く

ださい。 
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♦箱根町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦真鶴町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度より自然環境保全センター別館入口に展示のためのスペースを借りられるようになりまし

た。今までに作ってきた羽根・翼標本を様々な形で沢山の人に見ていただける場ができたことを大変

嬉しく思っています。次回は日本の猛禽類についての展示を 5月くらいからやりたいと思っています

ので、是非センターまで足を運んでください。標本制作や展示企画に興味があるという会員の方、大

歓迎です。お気軽に事務局までお問い合わせください。お待ちしています。 

 

※突然のメールでの問い合わせに、ご協力くださいました大井町、湯河原市、伊勢原市、大和市、松

田町、箱根町、真鶴町の担当の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。誠にありがとうござい

ました。 

8．アオゲラ（キツツキ科） 

♦箱根町からの回答♦ 

①選定経緯・趣旨 

町制 30 周年記念事業のひとつとして、町に生息する鳥、誰にも親しまれ愛される鳥を募集

基準と定め、一般の方々から募集を行いました。その結果、町の鳥はきつつき（アカゲラ・

アオゲラ・コゲラ）に決定いたしました。②書籍町内に生息する鳥については、「かなしん

ブックス６の箱根叢書－②箱根の鳥」を当時参考としておりました。 

 

9．イソヒヨドリ（ヒタキ科） 

♦真鶴町からの回答♦ 

はじめに、町の鳥は昭和 56 年に真鶴町が合併 25 周年を迎えた記念により、町民憲章・町

の木・町の花とともに町民からの公募により制定されました。制定にあたり、同年に「真鶴

町民憲章並びに町の木、町の花及び町の鳥制定委員会」（以下、制定委員会）という組織を

立ち上げ、全世帯（2,874 世帯）から抽出された 20%の世帯（574 世帯）に対し、制定

委員会があらかじめ選出した木・花・鳥を記載した選択式の回答用紙を送付し意見を募りま

した。送付した 574 世帯中、298 世帯から回答があり、募った意見は制定委員会が審査

し、町議会へ諮り承認後、広報紙等にて公表が行われました。結果、町の木「くすの木」、

町の花「はまゆう」、町の鳥「いそひよ鳥」が制定され、現在に至ります。 
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皆さんは野生動物たちが普段どんな場所でどんな生活をしているかご存知でしょうか？NPO 法人野
生動物救護の会の野生動物痕跡調査では神奈川県立自然環境保全センター内にある野外施設に生息す

る野生動物の種類や生態を解明しようと活動しています。 
 
こんにちは、調査員の小林です！新元号も発表されたこの春、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 
新元号発表には及びませんが、今回痕跡調査チームからも２つほど発表がございます！！ 
ぜひ最後までお読みいただければ幸いです♪ 
まず１つ目の発表ですが…ついに、ついに我々痕跡調査チームが追い求めていたあの動物の撮影に成功

しました！忍び足の正体とは…！？ 
 

 
2019年 2月 15日昼過ぎ、1月 26日に設置していたセンサーカメラの回収に野外施設に向かいました。 

カメラ付近に残されている痕跡の多くは足跡です。偶蹄類のイノシシやシカ

の足跡もありますが、最近の野外施設にはタヌキの足跡がとてもたくさん残

されており安易に確認できます。 
その足跡の観察率に比例してカメラでの撮影回

数もタヌキがダントツで多くなっています。 
２週間ほど設置して多い時では 100 回以上様々
な動物が撮影されますが、見れども見れどもタ

ヌキ、タヌキ、またタヌキというほど… 
（決して飽きてなんていません！） 

決めポーズなんてしちゃう子だっているんです！（右上写真	 2018年 12月 26日撮影） 
今回の動画解析もタヌキ鑑賞会で終わってしまう…と思われたその時！！ 
明らかにタヌキではない他の動物が現れたのです！！この動物の正体みなさんはわかりますか？ 

 
 
 
 
 
 
 

 
過去に野外施設での確認報告はありましたが、近年全く確認されておらず痕跡調査チーム約１年半セン

サーカメラを設置しているにもかかわらず一度も撮影に成功していませんでした。その正体とは… 

 
タヌキ 

頭胴長(尾を含まない)：５２〜７６cm 

尾長：２６〜４２cm 

タヌキの頭胴長が５０〜６０cm、尾長が１３〜１９cm 

と言われているのでその大きさの違いは歴然‼ 

尾の長さとフサフサのあの形に 

見覚えはありませんか？  

 

これはこの動物の歩き方に何か特徴がありそうですよ

ね？？ 
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（2019年２月 10日撮影） 
野外施設のような里山から高山までの森林に生息し、草原や農耕地にも出てくることがあります。 
野ネズミや、鳥類、大型の甲虫など主に小型動物を食べていますが、時にはキジや、過去 RUNNER ミ
ッション②ぴょん大量発生中⁉で取り上げたノウサギなども捕食することがあるようです。日本の昔話

などにもよく登場するキツネとタヌキ！どちらもイヌ科の動物で足跡もとてもよく似ています。 
（下写真	 左：キツネ	 右：タヌキ） 

キツネは少し縦の幅が長く、タヌキは縦横の幅が同じで、丸い梅

鉢型をしています。ですが、フィールドで見かけた際にその違い

を見分けるのは至難の技。 
しかし、足跡の残され方に大きく異なる部分があります。 
それは、歩き方に違いがあるからです！ 
忍び足という意味はここにあります。キツネはまっすぐに歩き、

足跡は前足と後ろ足が重なります。なので足跡が直線的に残されるのです。一方タヌキはみなさんご存

知の通り、ふらふらと歩くので残された足跡の前足と後ろ足の区別ができます。 
しかし、今回の撮影された場所でキツネの足跡を確認することはできませんでした。みなさんもタヌキ

やキツネの足跡を探しにぜひ神奈川県立自然環境保全センター野外施設に観察に来てください。 
もしキツネらしき足跡を発見した場合はご一報ください！ 
 

※ 非公開エリアは立ち入り禁止です。痕跡調査チームは特別な許可の下非公開エリアで調査を行なっています。 
ルールを守って楽しく野外施設を散策しましょう！ 

・参考文献	 小宮輝之(2002)『フィールドベスト図鑑 vol.12日本の哺乳類』株式会社学習研究社 
	 	 	 	 	 	 今泉忠明(2014)『アニマルトラック＆バードトラックハンドブック』自由国民社 

	  
そして今回のもう１つの発表とは… 
痕跡調査チームのチーム名が正式に決定致しました！ 

その名も『BeasTrace』(読み方：ビーストレース) 

獣などを意味する Beastと痕跡を意味する Traceの造語です。一般的な Animalではなく Beastを使っ
たのは特定しない未知なる動物という意味が強いからです。ただいまロゴを作成中！次号で発表できれ

ばと思っております。 
 
今回使用した写真は白黒写真で動物や足跡の様子がわかりにくいと思います。野生動物救護の会公式ホ

ームページでは見やすいカラー写真で掲載されています。ぜひそちらでもご覧ください！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
次回もお楽しみに！ 

 キツネ 

 

これはキツネです！！ 

キツネは食肉目イヌ科キツネ属に分類される動物で、 

北海道ではキタキツネ、 

本州、九州、四国ではホンドキツネが生息しています。 

なので今回確認されたキツネは 

ホンドキツネですね！  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



○○サギ救出作戦

～ 輪 筆 救 鑢 鰊

事の起こりは、今年の 2月 22日 小田原の

路地。

帰宅時に車の通行量が多い細い道でサギが

飛べずに立ち往生していました。

渋滞を起こしていても、車は避けて通るばか

りで誰も止まらず、サギを助けようとする人は

いなかったのです。私も後の事を考えると本

当は関わり合いたくありませんでした。例え保

護できたとしてもその後どうしていいかが分

からないからです。病院に連れて行くの?支

払いは私持ち?治療が終わった後は?まさか

自宅で面倒みるの?猫がいるのに?!

でも、日の前で飛べずに困つているサギを見

て、結局は車を停め、せめて鞣かれないよう

な場所へ移動するだけでもやろうと、小ぶり

の毛布を片手に車を降りました。毛布を振り

ながら「ほら、あっちへ行きな、鞣かれちゃうよ、

死んじゃうよ」と追いやります、サギは暗く奥ま

った空間へ逃げていきますが、その時の大き

さを見て、これは私には捕まえられない…。と

思いました。暗闇でたたずむ白いサギは、とて

も大きく見えたのです。

野生の生き物たちは、しっかりと食物連鎖が

あり、それを人間がおびやかしてはいけな

い、、、

十分理解は出来ているつもりでも、日の前の

鳥が、もし人に傷つけられていたとしたら、そ

れは自然の行為ではない。避難させた後、せ

めて市が保護してくれるのではないかとスマ

ホで検索しましたが、「ケガをした動物の持ち

込みは固くお断りしています。保護 した方の

責任で保護センターヘ運んでください」と書

かれています。保護センターがあるのなら、そ

こへ連絡してみよう!が、時間がよろしくない。

金曜の20時過ぎに緊急性を必要としない公

的機関が電話に出るわけがない…・途方に

暮れた私は、日本野鳥の会本部、神奈川支

部、動物ボランテイアをやっているところ。片っ

端から電話しますが、どこにも繋がらない。こ

れが最後と思ってかけた、野生動物救護の会

が留守電になり、要件を満たさないコメントと

自分の携帯番号とともに残しました。

翌朝 8時、私にとっては、まさかの着信。メッ

セージを残した救護の会の渡辺さんから連

絡が。少し会話をした後、「もう一回だけ、い

るかどうかだけ見てきてもらってもいいです

か?」

乗り掛かった舟です。1時間近く探してあきら

めかけた時、川の支流にいたサギが視界に

飛びこんできました。それから 3時間見守る

ことに。渡辺さんと近くの駐車場で合流しサ

ギのいる場所へ。
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ここからが凄tヽ !渡辺さん「逃げないで～」と

言いながら、ヨタヨタと川を逃げ回るサギを追

いかけ、ジーンズの裾をヒザまでめくり、なん

の躊躇もなくりllの 中にワシャワシャと入ってい

くではありませんか!

「サギ類は目を狙つてくるので、嘴を捕まえま

す」むんずとアオサギの嘴を捕まえます、「お

おおうう」と言いながら無意識に拍手する私。

次に、足をグワシッと掴む渡辺さん。拍手が鳴

り止まない私。すると、「あ!釣 り糸が羽にから

まってますね、糸を外せば飛べるかもしれな

い!」 と、アオサギを両手に川から戻ると、渡辺

さんの無口な旦那さんが、すかさず糸や仕掛

けを外しますが、足先に食い込む釣り糸を見

つけ「足にも絡んでますね」思わず口にする

私。

苦戦しながらもハサミで糸なんとかを外し、

アオサギをそっと川に放してみます。ヨタヨタと

水中を歩くサギ。体勢を整えると、しばらく動

かず、ゆっくりと羽が広がるのを確認している

ようです。ちらちらとこちらを気にしつつ意を

決してバタバタと羽を動かした瞬間、大きく羽

ばたいて行きました。自然と涙が浴れ「元気

でね」と言葉が出ました。

「釣り糸が原因で命を落とす鳥は後を絶たな

いんですよ」と話して下さいました。これって

自然の摂理ではなく、明らかに人災なので

は・・・。

松本 愉己

捨てられた釣り糸が、動物たちにとつて

残酷なことに。

このアオサギは松本さんの熱心な行動で

幸いにも助けることができましたが、

見逃せば釣り糸はどんどん深く緒まり、飛

ぶことも食べることもできず、徐々に 嚢

弱し、苦痛が長ヨIき さいごをむかえていた

かも。

お願いです～釣り糸はかならず持つて

帰つて処分して下さい !!

自然界の代弁者 野生動物救護の会

〈実物の釣り糸〉
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2018 年度事業報告 

2019 年度事業予定(案) 
 
 
 2019 年 4 月より新年度の活動がスタートしまし
た。会員の皆様には日頃から会の活動にご理解とご
協力をいただき誠にありがとうございます。 
 長年継続して行っている衝突調査に加え、近年で
は痕跡調査や樹洞性哺乳類・鳥類調査など様々な新
しい取り組みにも挑戦しており、今年度も更に充実
した活動を行いたいと考えています。 

5 月に予定されている定期総会では、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
動予定を掲載します。皆さまには是非目を通してい
ただき、ご検討をお願い致します。 
 今年度も皆様のご協力・ご参加を心よりお待ちし
ております。 

 
 
 

2018 年度 NPO 法人野生動物救護の会 事業報告 

 
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 6/2 6/3 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 9/30 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 2/3 

2/17 

自然環境保全センター周辺 

宮ケ瀬 早戸川林道 

羽根標本等の標本作成 随時 自然環境保全センター 

野生動物痕跡調査講習会 6/16 10/7 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 

羽根標本や翼標本に関する企画展示 4/4～6/30 自然環境保全センター（ブナの森ギャラリー） 

羽根標本展示神奈川県の市町村のシンボルバード 12/11～3/31 自然環境保全センター 

誤認保護防止のためのチラシ配布 5/13 伊勢原市立総合運動公園 

さがみ自然フォーラム 展示参加 

さがみ自然フォーラム 痕跡調査発表（小林さん） 

2/7～2/11 

2/11 

アミューあつぎ 

アミューあつぎ 

各種イベントへの参加  

 秦野市民まつり 

 

11/3 

 

 秦野市文化会館周辺 

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（わくわく生き物探検隊） 

8/11（台風で 7/28 より） 

3/30 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 
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５． 情報発信的活動 

会報誌ＲＵＮＮＥＲの発行 Vol 30，Vol 31 4/22 9/23  厚木市サポートセンター 

ホームページの運営 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 

 

秦野市立図書館衝突死体解剖 

4/27 5/25 6/29 7/27 8/31 9/28 

10/26 11/30 12/28 1/25 2/22 3/29 

随時 

秦野市立図書館 

 

自然環境保全センター 

樹洞性哺乳類・鳥類調査 4/12 5/31 6/19 7/11 7/18 8/9 9/12 

12/13 1/16 2/20 3/7 

自然環境保全センター 

野生動物痕跡調査 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 

 

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 

丹沢大山ボランティアネットワーク講演会・探鳥会 

4/14 

4/29 

6/6 6/27 9/5 10/18 3/6  

10/21 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

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世話人会 

丹沢大山ボランティアネットワーク外来種調査 

傷病鳥獣保護連絡協議会 11/8 神奈川県庁 

七沢里山サミット 7/9 七沢希望の丘初等学校 

丹沢大山自然再生活動報告会 12/15 日本大学 

 

８． 運営的活動 

第 1１回 野生動物救護の会定期総会・懇親会 5/20 厚木市社会福祉会館など 

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 12/8 自然環境保全センター 
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2019 年度 NPO 法人野生動物救護の会 事業予定（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 

 

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養成講習会 6/15 6/16 自然環境保全センター 

野生動物救護ボランティア養成講習会修了式 年 1回 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 

羽根標本等の標本作成 年数回 自然環境保全センター 

野生動物痕跡調査講習会 年数回 自然環境保全センター 

スキルアップ勉強会 年数回 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 

企画展示 みんなの知らないツバメの世界 ５月～７月 自然環境保全センター（ブナの森ギャラリー） 

誤認保護防止のためのチラシ配布 ５月 伊勢原市立総合運動公園 

各種イベントへの参加  

 よこすか動物フェスティバル、秦野市民まつり 

神奈川県動物フェスティバル 

さがみ自然フォーラム 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  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（わくわく生き物探検隊） 

随時 

7/27 

3/28 

各学校等 

自然環境保全センター 

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 年数回 厚木市サポートセンター 

ホームページの運営 会員への情報発信 通年 野生動物救護の会事務局 
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６． 調査・観察的な活動 

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 

野生動物痕跡調査 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 

 

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 

丹沢大山ボランティアネットワーク講演会 

丹沢大山ボランティアネットワーク世話人会 

4/20 

6/29 

6/5 9/4 12/4 3/4 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

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 

フィールドスタッフ養成講座での講演 12/7 自然環境保全センター 

自然発見クラブでの講習会 6/22 自然環境保全センター 

 

 

８． 運営的活動 

ＮＰＯ法人 野生動物救護の会定期総会 5/19 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 

 

   

 

 

 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“救護の会 ブログ“ 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！ 

 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  

 イベント                                                                
◆花と緑の祭典 第 25 回公園緑花まつり 

▽日時：5/11（土）9：00～16：00、12（日）9：00～15：00     ▽場所：伊勢原市総合運動公園     

☆緑のフリーマーケットやエコロジーマーケット、花苗の無料配布、間伐材を使った工作教室など、
楽しいイベントが盛りだくさん。 

救護の会は誤認保護防止のための資料展示とチラシ配布を行います。 

◆夏休み子ども体験教室〈野生動物を学ぶ！〉 
  ▽日時：7 月 27 日（土）    ▽場所：自然環境保全センター 

  ☆小学生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。 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 写真展                                                  

◆【みんなの知らないツバメの世界 つばくろ】 アマツバメとツバメの写真展 

  ▽日時：5 月１日(水)～７月 28 日(日) 9：00～16：30 / 休館日：月曜日（祝日の場合は翌日） 

▽場所：神奈川県自然環境保全センター ブナの森ギャラリー (本館 2 階) 

☆救護の会 理事でもある プロカメラマン佐藤信敏氏の、アマツバメ＆ツバメの写真展を開催し

ます。昨年、銀座や大阪で開催し大好評を博したこの写真展を 保全センターでも開催できるこ

とになりました。これからはツバメの季節。自然界のツバメたちをより深く学んでみませんか。 

 定期総会・報告会                                           

◆第 12 回 NPO 法人 野生動物救護の会 定期総会 

  ▽日時：5 月 19 日(日) 13：00～受付 13：30～総会 

  ▽場所：神奈川県自然環境保全センター レクチャールーム 

◆調査チーム報告会 

  ▽日時：総会後そのまま 14：00 頃～14：30 終了予定     

  ▽場所：神奈川県自然環境保全センター レクチャールーム 
  ☆痕跡チーム・巣箱チーム・衝突チームがそれぞれ発表します。 

☆★会員へのお誘い★☆ 
当会は、設立趣旨にご賛同頂きました皆様方の会費によって運営されております。 

      ★一般会員：年会費 2,000 円  

      ★学生会員：年会費 1,000 円 

私たちの活動を支えて下さる賛助会員も同時に募集しています 

★賛助会員：年会費 法人一口 5,000 円/個人一口 3,000 円 一口以上 

 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 
【振込先】 

発行月：2019 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：平沼亜矢子・渡辺みずほ・森紀美子・小林夏子・神崎さつき 

＊詳細は当会ホームページをご覧ください＊ 

 ボランティア講習会                                                           

◆神奈川県 野生動物救護ボランティア講習会 

  ▽日時：6 月 15 日(土)、16 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。2 日間のうち、どちらか 1 日の参加となります。 

   裏方ボランティアスタッフも募集中です！ 

どなたでもご参加いただけます 
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