
月　日 曜日 内　　容 場　　所 参加者数 活　動　概　要
12月22日 金 「わ野鳥」探鳥会 有馬富士公園 6 年末で参加者少数。観察種数は39種と今年度最多。　
1月12日 金 「わ野鳥」探鳥会 明石公園 22 ウミアイサなど32種を観察。ツグミ・シロハラは例年になく少ない。
1月13日 土 KSC探鳥会 甲子園浜 2 センター・鳴尾川間を往復。KSC17名が参加。29種を観察。
2月3日 土 KSC探鳥会 有馬富士公園 2 KSC16名が参加。カケス・ヒクイナ・ミヤマホオジロなど40種を観察。
2月7日 水 KSC総会 KSC 2
2月14日 水 「わ野鳥」探鳥会・昼食会 西神枦谷川 21 例年よりコースを短縮。ヒレンジャクなど28種を観察。昼食会参加18名。
3月1日 木 「わ野鳥」探鳥会 平磯なぎさの池 13 山陽電車東垂水～「なぎさの池」で実施。春一番の強風の中だったが、ヒクイナなど29種を観察。

3月10日 土 KSC探鳥会 神戸森林植物園 2 KSC野鳥会員13人が参加。26種を観察。
3月13日 火 ねぐら点検・植樹見学 しあわせの村各所 3 すべての巣箱を点検。多くの巣箱に糞が蓄積、塒として利用されている。
3月14日 水 環境部代表者会 KSC 1
3月22日 木 「わ野鳥」探鳥会 木津周辺 12 タシギなど29種を観察。少人数でゆっくりと観察できた。
3月22日 木 世話人会 こうべ環境未来館 12 活動状況の確認・次年度の計画検討等

 

 

 

 

 

                            

1.12月以降の活動結果報告 

＜例会・KSC等＞  

 

2．6月までの探鳥会・観察会等予定 

月　日 曜日 内　　容 場　　所 集合場所 集合時間

4月12日 木 集中観察調査　１ しあわせの村各所 KSC1F 9:30
4月20日 金 「わ」定例探鳥会 金ヶ崎公園 金ヶ崎公園入口 10:00
4月21日 土 KSC探鳥会 明石公園 明石公園
4月23日 月 KSC学習会 KSC KSC 14:45
4月24日 火 総会＆BBQ 保養センターひよどり 保養センターひよどり 9:30
4月24日 火 植樹見学会 トリム園地 トリム園地 14:00
4月26日 木 集中観察調査　２ しあわせの村各所 KSC1F 9:30
5月1日 火 「わ」定例探鳥会 森林植物園 展示館前 9:30

5月10日 木 集中観察調査　３ しあわせの村各所 KSC1F 9:30
5月10日 木 雑草刈り トリム園地 トリム園地 13:00
5月13日 日 KSC探鳥会 菊水山 鈴蘭台駅
5月14日 月 生環1年授業 KSC 10:00
5月24日 木 集中観察調査　４ しあわせの村各所 KSC1F 9:30

5月 ヒナ足輪調査 １ しあわせの村各所 KSC1F 9:30
5月 ヒナ足輪調査 ２ しあわせの村各所 KSC1F 9:30

6月3日 日 KSC探鳥会 烏原 鈴蘭台駅
6月14日 木 集中観察調査　５ しあわせの村各所 KSC1F 9:30
6月22日 金 世話人会 環境未来館 環境未来館 9:30

6月 バスツアー バスツアー 計画中  
①「わ」定例探鳥会の詳細は、後日連絡いたします。参加・不参加の連絡は不要です。 

②巣箱集中観察・ヒナ足環調査（日程未定）への参加は、豊辺氏（m_toyobe@kfd.biglobe.ne.jp）に申し込んでください。 

 

3.近隣探鳥地最新情報 

○しあわせの村：100羽ほどいた堂坊池のオシドリも帰り支度。2月の末には30羽ほどに減っていた。ツグミ・シロハラは、

草地に出て餌を探し、体力を蓄えている。アトリはモミジバフウの小さな種を探すのに必死。30 羽ほどの群れで、オートキ

ャンプ場内を移動。運が良ければ、水鳥を狙って堂坊池上空を徘徊するオオタカに遭遇するカモ。 

○烏原貯水池：深山橋付近でミソサザイ・キセキレイ・アオジ。厚かましく動いているのはシロハラとヒヨドリ。ウグイスが慣

れないさえずりを始めている。ルリビタキは月見橋下流のハゼの実を食べにやってくる。油分が多い高カロリー食だから

か？カモ類は、マガモ・コガモ・オシドリ・キンクロが入っていたが、かなり減った。間も無く、カルガモとカイツブリの天下。 
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役職等 期生 氏   名 役職等 期生 氏   名 役職等 期生 氏   名
顧問 生6 水島 康夫 代表 生17 堀池 邦康 世話人 21期
世話人 生11 茅中 英一 副代表 生18 豊辺 充也 世話人 21期
副代表 生12 丸井 宣夫 世話人 園19 池田 謙一 世話人 22期 平林 重政
世話人 園15 足立 進 世話人 食19 菅原 純生 世話人 22期
世話人 国15 井上 雅晴 会計 食20 中尾 啓子 世話人
世話人 生17 北村　　洋 世話人 20期 世話人

仕事内容
会の運営・統括、世話人会の計画運営
総会の計画運営

物品管理 表彰状等物品の保管

渉外 カレッジ・”わ”・環境部会・村・講師
会員名簿の管理・役割分担
会員証作成

広報 資料（たより・探鳥会計画・報告等）配付
会計 会費の徴収,会費・還付金の管理

探鳥会の計画・実施
報告
巣箱管理計画の作成・実施・報告
脚環調査計画の作成・実施・報告

植栽・灌水 植栽・灌水計画の作成・実施・報告
バスツアーの計画・実施

BBQの計画・実施
KSC野鳥と自然観察会との連携
月例探鳥会・説明会

生環1年授業の補佐
生環3年勧誘活動

野鳥研修会 野鳥研修会の計画・実施
会計監査 会計監査 会計監査

事業部

探鳥会

巣箱

イベント

KSC野鳥

生環授業

2018年度担当

総務部

会の統括

会員管理

役　割

＜閑話：川の名前がややこしい＞「鈴蘭台駅～石井ダム～烏原貯水池」、定例探鳥会のコースである。川やダムの名前

で辿ると、「小部川～烏原川～石井ダム～烏原川～石井川～烏原貯水池～石井川～新湊川～瀬戸内海」と変わるのを

ご存じだろうか。石井ダムの下流、下水処理場下の橋は深山橋（烏原川）、鵯越駅からの合流点は三日月橋（石井川）、

そこから立ヶ畑ダム（烏原貯水池）に流れ込む、という具合である。新湊川は、度重なる水害対策として明治時代に整備さ

れたのだが、故郷の名を知らない水たちはいま、所在なく流れに身を任せているのかもしれない。因みに、この時新たに

開発された神鉄湊川駅から南側が、新開地だという。現在「ラウンドワン」と名を変えている懐かしの「聚楽館」が開業する

のは河川改修工事完成から 8年後、1913年である。 

○森林植物園：萩の小道でベニマシコ・ア

オバト。トラツグミ・ミヤマホオジロ・ルリビ

タキは園内で散見。イカルがメタセコイヤ

の樹頂でよく通る声を響かせる。鳥ばか

りにこだわらず、のんびり歩いて冬芽の

観察も楽しい。先日、館員の方の案内で、

冬芽を観察した。ネジキ・ザイフリボク・コ

クサギが“三大美芽“と呼ばれているそう

だ。探してみるのも一興。           烏原川のミソサザイ （2018.2）      これもカラス、さて種名は？（2018.2） 

4.世話人募集  （2018年度世話人） 

 

 

 

 各期 2名の世話人を募集しています。20・21・22期の方、ご協力よろしくお願いします。 

5.次年度役割分担について 

 

 毎年、同じ担当が係をするため、会の行事に変化がありません。新しい発想で会の運営に参画してみませんか。世話

人・役割担当でお手伝いいただける方は、堀池までご連絡ください。 

（発行責任者：堀池 邦康） 


