２００９年度初認情報
種名
ウグイス囀り

確認
確認場所
2009年2月9日 藤沢市遠藤の谷戸

コメント
確認者
マイフィールドの藤沢 K.Mori
市遠藤の谷戸で、昨日
2/9（月）夕方、暗い藪で
ウグイスの笹鳴きの後、
１分ほど続く初囀りを聞
きました。
それにつられてか、近
くで別のウグイスも上手
ではありませんが、ホー
ホケキョと暫く鳴きまし
た。
ウグイス初鳴き前線は
三宅島が１月下旬で最も
早く、神奈川県県内でも
２月中旬から記録が出だ
すようです。
2009年2月15日 王禅寺ふるさと公園 本日朝、王禅寺ふるさ K.Arai
と公園で聞きました。
かなり完成度の高い（？
）さえずりでした。
2009年2月16日 横浜自然観察の森

ふれあいの皆様 今晩 T.Aida
は
ウグイスの初囀りを聞き
ましたので報告します。
２月１６日 午後３時２
５分頃
場所 横浜自然観察の森
ホーがなく ホケキョ
と３回ほど。幼稚園の囀
りでした。

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年2月11日

2009年2月20日

2009年2月20日

座間市の S.K です。ウ S.Kaneko
2009年2月18日 座間市四ツ谷、相模
川
グイスの初さえずりをき M.Kaneko
きました。
時間：7:35
場所：座間市四ツ谷、相
模川沿い笹薮

2009年2月20日

2009年2月21日 秦野市東田原、丹沢 ２月２１日１１時にう T.Inada
の麓
ぐいすの初囀りを聞きま
した。
場所は秦野市東田原の丹
沢の麓です。
草花ウオッチングの仲間
と「ホケキョ」と１回。
秦野は盆地で春の到来は
かなり遅いのですが、や
っと菜の花も咲き始めま
した。

2009年2月23日

2009年2月22日 泉の森

2009年2月23日

２２日泉の森で「バー N.Shirahata
ドウオッチング入門」の
探鳥会に参加し未完成な
がら
ウグイスの初囀りを聞
きました。

2009年2月26日 横浜市港南区（平戸 ２月のセンサス時確認 T.Watanabe
永谷川）
しました。

2009年3月12日

２００９年度初認情報
種名

ヒバリ囀り

確認
確認場所
2009年3月3日 横浜市金沢区西柴

2009年1月29日 座間新田宿

コメント
確認者
金沢区の N.Kaneko で N.Kaneko
す。
少し古くなりますが、３
月３日、ウグイスの初鳴
き（自宅にて）。
ヒバリは 30羽＋います S.Kaneko
が、群れを解き、ペアに M.Kaneko
なってきました。29日に
は新田宿中央で、長時間
雄が滞空しながらさえず
っていました（初認、本
格的な揚げヒバリ）。

2009年2月8日 泉区和泉町下和泉の
ウグイスのさえずりは N.Kurakawa
たんぼ
まだ聞いていませんが２
月８日（日）天王森泉公
園主催の観察会の際、ヒ
バリが泉区和泉町下和泉
の田んぼを歩きながら採
食したり立ち止まって片
手間にさえずりをしてい
ました。
また、下飯田遊水地で
はカワウが２羽向かい合
って少し頭を上げてグル
ルグルルとペンギンのよ
うな声で鳴き、１羽が枯
れ枝をバトントワリング
のように回していました
。
ツバメ

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年3月20日

2009年2月23日

2009年2月11日

2009年3月12日 海老名市（相模川中
A.Funaki
こんばんは、
流）
海老名の A.Funaki です
。
今日、海老名市（相模川
中流）でツバメを見まし
た。

2009年3月20日

2009年3月19日 厚木市三田

今日１９日の夕方６時 T.Sasaki
過ぎに、自宅前の電線に
ツバメの雌が１羽、はる
ばる渡って来た疲れを癒
すかのように、静かに止
まりました。

2009年3月20日

2009年3月19日 座間新田宿

座間市の S.Kaneko
S.Kaneko
M.kaneko です。私たちも M.kaneko
、3月19日、座間新田宿で
2羽のツバメが飛んでいる
のを見ました。初認です
。

2009年3月20日

2009年3月22日 大和市南林間

３月２２日朝、
M.Kobayashi
支部の多摩川河口定例探
鳥会へ行こうと家を出た
ところ、
今シーズン初のツバメ
を確認しました。
ツバメ２ 大和市南林間3
丁目上空鳴き合いながら
東へ飛ぶ。

2009年3月23日

２００９年度初認情報
種名

ホトトギス

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年3月23日

確認
確認場所
2009年3月23日 藤沢市遠藤

コメント
確認者
今日３/２３朝、藤沢市 K.Mori
遠藤で谷戸の樹冠をツバ
メ２羽が鳴きながら通過
しました。（初認です）
ちなみに、昨年、藤沢
市で確認したツバメの初
認日は３／２６でした。

2009年5月18日 横浜市金沢区西柴

みなさん、こんにちわ N.Kaneko
５月６日（雨）ツツドリ
の声を自宅で聞きました
。13：18
この地に住んで27年で
すがツツドリの声を近所
で聞いたのは初めてです
。
５月１８日（晴）18：
00 ホトトギスの声を聞
きました。

2009年5月28日

2009年5月23日 鎌倉市浄妙寺

２３日(土)１時半ごろ F.Kimura
、ホトトギスの声が聞こ
えました。今年もこれか
ら賑やかになりそうです
。

2009年5月28日

2009年5月25日 横浜市磯子区洋光台

ふれあいの皆様今晩は T.Aida
。
今朝５時ごろ自宅でホト
トギスの声を聞きました
。
昼から氷取沢、瀬上池市
民の森を歩きましたが、
それぞれでホトトギスの
鳴き声を聞きました。
途中であった友人の話で
は昨日から鳴き出したと
のことです。

2009年5月28日

2009年5月26日 横浜市旭区若葉台

本日（５／２６）、 K.Takeuchi
午前３：４０分に、マイ
フィールド三保市民の森
向こうに”ホトトギス”
鳴き声を確認致しました
。１０分ほど楽しんで、
また布団にもぐり込みま
した。
やっとこの地にも飛来
してくれました、初夏を
感じ始めます。
ここでは今年の飛来は
かなりおそく、昨年比で
は約１０日間ちなみに昨
年は５／１６日に初鳴き
を聞いておりますので。

2009年5月28日

2009年5月26日 上瀬谷米軍基地内

本日１０時半、上瀬谷 M.Shimizu
米軍基地内でホトトギス
の声を２回確認しました
。

2009年5月28日

２００９年度初認情報
種名

確認
確認場所
2009年5月27日 厚木市三田

コメント
確認者
うちでも今日の午前２ T.Sasaki
時５０分頃、ホトトギス
の声を聞きました。
南西から北東方向へ飛ん
で行ったようです。

モズの特に高く鳴くキ S.Kaneko
モズ（高鳴き） 2009年9月1日 座間新田宿および四
ツ谷
ーキーを高鳴きと呼ぶと M.Kaneko
ありましたが、座間新田
宿および四ツ谷でも、9月
1日以降、弱かったキーキ
ーが、本格的な高鳴きに
なり、探鳥に行くたび（
ほぼ毎日？）若鳥、成鳥
交えて、高鳴きと共に、
壮絶な体当たりバトルが
見られます。
若鳥が結構がんばって、
成鳥の場所を奪っていま
す。
１３ヵ所でバトルが見ら
れ、例年モズのいない
場所でも奪い合いが見ら
れます。

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年5月28日

2009年9月28日

2009年9月11日 鎌倉市浄妙寺

遅れましたが９月１１ F.Kimura
日に前の山の竹の上でモ
ズが高鳴きしていました
。

2009年10月1日

2009年9月19日 泉区和泉町上和泉

ＴＶアンテナに止って N.Kurakawa
。

2009年9月28日

2009年9月19日 戸塚区の境川遊水池

戸塚区の境川遊水池の K.Mori
オオブタクサで。

2009年9月29日

2009年9月19日 横浜瀬上市民の森

９月１９日に声を聞き T.Aida
ましたが２０日視認しま
した。
２０日にはエゾビタキ
も見ましたがその後は振
られっぱなしです。

2009年10月1日

2009年9月21日 綾瀬市吉岡

綾瀬市吉岡の畑の中の K.Mori
杭で。

2009年9月29日

2009年9月27日 座間市芹沢公園

昨日27日の座間市芹沢 N.Wakita
公園でもモズの高鳴きを
聴きました。

2009年9月28日

2009年9月27日 泉の森

モズの高鳴きを聞きま K.Fuji
した。

2009年10月1日

2009年9月28日 旭区・若葉台

旭区・若葉台１丁目の K.Takeuchi
マイフィールド（団地の
中庭）で、９月２８日〜
２９日、高鳴きを聞きま
した。
あまりモズ越冬向きの
庭ではないのですが。

2009年10月1日

２００９年度初認情報
種名
コガモ

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年9月28日

確認
確認場所
2009年9月11日 目久尻川

コメント
確認者
目久尻川の竹橋下流に N.Shirahata
コガモが２羽来ていまし
た。
はじめペアと思ったの
ですが家に帰って写真を
見たら両方とも
口嘴に黄色味があるの
で♀としたのですがどう
なのでしょうか？
エクリプスとの事です
。

2009年9月13日 目久尻川

目久尻川の籔根橋の上 N.Shirahata
流でコガモエクリプスを
見ました。

2009年9月28日

2009年9月15日 泉の森

コガモ２羽を確認しま K.Fuji
した。

2009年10月1日

2009年9月17日 新相模大橋の少し上
相模川の水中に１羽さ S.Kaneko
流
びしく漂っていました。 M.Kaneko

2009年10月1日

2009年9月19日 戸塚区境川遊水池

2009年9月29日

コガモ７羽 用心深く K.Mori
草の陰にすぐ入り込む。

♀タイプ 4羽。
2009年9月21日 海老名市下今泉の休
M.Kobayashi
耕田
2009年9月23日 海老名市上郷（田圃
上郷では干上がって何 N.Shirahata
）
も見られない所多かった
が駅近くの病院の前は水
が多くカルガモが３０羽
以上集まっている中にコ
ガモ５羽、マガモエクリ
プス１羽
そしてオナガガモ１羽
が見られた。
2009年9月29日 泉の森しらかしの池
2009年9月29日 大和市上草柳
川
ジョウビタキ 2009年10月17日 八菅山

引地

2009年9月29日
2009年9月28日

♀タイプ

7羽

M.Kobayashi

2009年9月29日

♀タイプ

2羽

M.Kobayashi

2009年9月29日

今日（１７日）八菅山 S.Tsunoda
でジョウビタキのオス１
羽を見ました。

2009年11月2日

2009年10月17日 城山町川尻

私たちも支部のカタロ A.Funaki
グ探鳥会で城山町川尻で
ジョウビタキ♂２羽を見
ました。

2009年11月2日

2009年10月20日 相模川・磯部

相模川・磯部にも冬鳥 M.Kobayashi
がやってきました。
ジョウビタキ♂2、縄張
り争い。♀も1羽いました
。
オオバン2、1羽はまだ
若いようで、体の黒も、
額板や嘴の白も、くすん
だ感じでした。
カモはまだ、来ていま
せん。

2009年11月2日

観察：磯部センサスグル
ープ

２００９年度初認情報
種名

確認
確認場所
コメント
確認者
２１日は目久尻川の栗 N.Shirahata
2009年10月21日 目久尻川（栗原遊水
地）
原遊水地でピラカンサの
実を食べているジョウビ
タキ♂とヒッヒッと鳴い
ていたジョウビタキ♀を
見ました。
2009年10月22日 秦野市

ふれあいの皆様、こん T.Inada
にちわ。

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年11月2日

2009年11月2日

今夕、ジョウビタキ♂
１羽が我が家の庭に来て
くれました。
これで３年目、この付近
を縄張りとする同一個体
と思われます
。柿の葉がパラパラと落
ち始めています。

ツグミ

2009年10月24日 厚木市三田

今朝６時ごろ、近所の T.Sasaki
テレビアンテナに止まっ
て鳴く、ジョウビタキの
雄を確認しました。
まだ周囲が静かだったの
で、「ヒッヒッヒッ、カ
タカタカタ」という鳴き
声も良く聞こえました。
冬の小鳥の使者がいよい
よ到来です。
今の時期、鶫が渡って来
るのも楽しみです。

2009年11月2日

2009年10月25日 大和市泉の森

１０月２５日（日）雨 K.Fuji
ヒドリガモ・ホシハジロ
・キンクロハジロ・ジョ
ウビタキと寒くなったせ
いか しらかしの池に来
ていました。

2009年11月2日

2009年10月29日 相模川（座間市）

１０月２９日朝、座間 S.Kaneko
市沿いの相模川にジョウ M.Kaneko
ビタキ
（新田宿）、アオジ（四
ツ谷）、シメ（四ツ谷）
が来ていました。
いずれも初認です。

2009年11月2日

2009年11月19日 座間市四ツ谷

１１月１９日、座間市四 S.Kaneko
ツ谷で４羽、１１月２０ M.Kaneko
日、座間市新田宿で１羽
のツグミに会いました。
初認です。

2009年12月8日

2009年11月21日 横浜市泉区和泉町上 泉区和泉町上和泉 ９： N.Kurakawa
和泉
２９〜
オオタカ、チョウゲンボ
ウ、タヒバリ９（初認）
、モズ♂１、ジョウビタ
キ２、ツグミ１（初認）
、アオジ（初認）などで
した。
今年は冬鳥の渡来が早い
ようです。

2009年12月8日

２００９年度初認情報
種名

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年12月8日

確認
確認場所
2009年11月22日 秦野市渋沢

コメント
確認者
今朝（２２日）、我が家 T.Inada
の庭にツグミがやってき
ました。
ジョウビタキと交代で姿
を見せてくれます。
いよいよ冬ですね。渋沢
丘陵の頭高山にもツグミ
の群れが来ていることで
しょう。

2009年11月22日 綾瀬市

我が家にも冬の使者がき N.Sano
ました。
本日（２２日）、電線に
止まって鳴いているツグ
ミを確認（初認）しまし
た。

2009年12月8日

2009年11月22日 座間市芹沢公園

今朝、雨模様でしたが、 N.Wakita
地元座間市芹沢公園でも
ツグミを初めて見ました
。
さらに、シメも同時に見
ることができました。

2009年12月8日

2009年11月24日 大和市南林間駅

ツグミ3羽 大和市南林 M.Kobayashi
間駅上空を飛ぶ。

2009年12月11日

１１時３０分ごろ磯子 T.Aida
区洋光台 拙宅近くで５
羽木に止まっていました
。

2009年12月11日

2009年12月9日 横浜市磯子区洋光台

2009年12月2日 大和市グリーンアッ ツグミ２（＋）羽 大 M.Kobayashi
プセンター付近
和市グリーンアップセン
ター付近。

2009年12月11日

2009年12月2日 相模川・八瀬川合流
M.Kobayashi
点
2009年12月7日 横浜市神奈川区新子 昨日、自宅裏の通称“ T.Kuwahara
安
裏山”にて添付のアカハ
ラを観ました。
1週間前よりツグミの声は
聞こえていたのですが、
この時季、下（地面）に
降りてこず姿は“葉”に
阻まれ観えませんでした
がこのところの雨と風で
落葉が進み、やっと桜の
樹にいるところを撮るこ
とが出来ました。

2009年12月11日

2009年12月7日 横浜市栄区瀬上市民 １５時ごろ 瀬上市民 T.Aida
の森
の森 さえずりの岡公園
草原で１羽採餌。

2009年12月11日

2009年12月8日

２００９年度初認情報
種名

確認
確認場所
2009年12月7日 座間市入谷

コメント
確認者
１２月７日朝、４羽の S.Kaneko
ツグミが向かいの杉林に M.Kaneko
来ていましたが、しばら
くしていなくなりました
。
わが家のピラカンサの
実を上から様子見してい
たようです。
仲間を連れてくるかと待
っていましたが、仲間が
いなかったのでしょうか
、その後、音沙汰なしで
す。

2009年12月8日 大和市泉の森・しら 今朝（12月８日）泉の K.Fuji
かしの家
森・しらかしの家の上を
ツグミが数羽 鳴きなが
ら飛んでいました。
まだ来たてなのか、上空
通過なのか判りませんで
した。
いよいよ寒くなります
ね・・・

ふれあい自然探鳥会
登録日時
2009年12月11日

2009年12月11日

