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ふれあい自然探鳥会 誕生からの足跡 
   

1984 -12 県央地区での探鳥会の実施を神奈川支部に要請、逆に支部から県央地区で
独自の探鳥会の実施を計画するよう提案有り、具体的に計画の検討を開始 

1985 -03 県央地区での探鳥会実施の正式要請が神奈川支部より有り、これを受諾 
   -06 「ふれあい自然探鳥会」発足 
      県央地区定例探鳥会を毎月第３日曜日に実施開始 
   -10 会報 “ふれあい” 第１号発行（Ａ５版） 
1986 -01 県央地区定例探鳥会として、支部報 “はばたき” に行事案内の掲載開始 
1988 -08 第１回スペシャル旅行探鳥会（軽井沢）を実施 
1989 -03 第１回新年会実施 
1991 -03 実行委員会を県立自然保護センターで開催、以後隔月実施 

   -11 実行委員会を運営委員会と改称 
1992 -02 第１回総会実施 
1992 -04 会計を会長から独立 
1993 -02 編集局を会長から独立、会報をＢ５版に変更、内容の充実を図る 
1993 -03 第１回山岳探鳥会（仏果山）実施 
1994 -01 山岳探鳥会・スペシャル探鳥会参加者に行事保険付保を実施 

   -06 平日探鳥会を渋沢丘陵で偶数月第２月曜日に行うことでスタート 
   -07 山岳探島会丹沢主脈で“熊”に遭遇 
1995 -01 ふれあい発足１０周年を迎える、会報"ふれあい"第１００号発行 

   -05 運営委員会開催場所を、座間市立東地区文化センターに変更 
   -11 会報にてリレーエッセイ「ふれあいの輪」開始 
1997 -05 会報印刷に座間市立東地区文化センターの設備の使用開始 
1998 -05 「ふれあい探鳥地ガイド」の作成を決定 

    -11 「ふれあい探鳥地ガイド」の担当全体会議を開催、各担当決定 
1999 -07 観察会リーダー制度発足 
2000 -01 ふれあい発足１５周年を迎える 

      運営委員会開催および会報印刷場所を泉の森自然観察センターへ変更 
   -10 ふれあい発足１５周年を記念し、カラー表紙の会報（記念号）を発行 
2001 -01 渋沢丘陵平日探鳥会を偶数月第４木曜日に変更 

相模原貯水池探鳥会を冬季（１０～３月）のみ毎月第２木曜日に実施開始 
2001 -05 山岳探鳥会第１００回記念行事を高松山にて実施 
2001 -06 「ふれあい探鳥地ガイド」発行 
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はじめに 
 

このふれあい探鳥地ガイドは、いままで探鳥会を開催した探鳥地から

選定し探鳥会で得た情報をもとに会員の皆様のご協力により改めて調査

を行い、執筆していただいたものです。 
探鳥会に多数の方が参加していただくことは、探鳥会を計画する側と

してはうれしいのですが、その反面多数の人が行列して歩くことは自然

に対してインパクトを与えてしまいます。 
このガイドを活用することにより、小グループによる個人探鳥に出掛

けていただくことにより自分のペースに合った気ままな探鳥を楽しんで

いただくと共に、自然に対してインパクトの少ない観察を心掛けていた

だきたいという思いも込められています。 

◎このガイドを利用するにあたって 
自然の中を歩くことは危険が伴います。特に、山
岳探鳥の場合はなおさらです。事前に地形図、登山
ガイド等でコースを確認し、自分の体力に合った
コース設定と余裕をもった計画を立てて下さい。 
 

２００１年 6月
発起人 倉川典夫
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探鳥地ガイドの発行にあたって 

平成１３年 6月

 ふれあい自然探鳥会会長 上野宗弘

 
ふれあい自然探鳥会は、１９８５年に人と人の“ふれあい”、心と心の

“ふれあい”を主眼として設立され、暖かみのある血の通った会作りを

テーマに活動をしております。発足当初は毎月第３週の日曜日に探鳥会

を実施する事からスタートしました。その後、泊まりのスペシャル探鳥

会、新年会等々の企画をし、実行委員会(現運営委員会)を立ち上げ、１９
８９年に第一回の山岳探鳥会を実施しました。会員数はスタート当初は

１０名から５０名と低迷していましたが、この頃を境に飛躍的に増え、

運営委員も増強されました。今では行事回数も年４０回を越えるまでに

成長しました。 
 私達の“ふれあい自然探鳥会”が発足して、２０００年６月に満１５年

になりました。会員の中から・運営委員の中から、今自分達が活動してい

る県央地区の平地の探鳥地や山岳の探鳥地を案内する“探鳥地ガイド”

を、自分達で作ろうと言う声が起こり、会員の有志と運営委員が中心に

なって、各シーズンに各コースを実際に歩き、コースの確認・鳥のリス

ト・トイレの場所・交通の便と色々な情報を確認しながら、今回１５周年

の記念事業として発行するはこびとなりました。 

 このガイドは安全を第一に考えて編集されていますが、コース状況の時

間的な変化・天気の急変等は、考慮されていません。行事を企画される時

は、事前に下見される事を推奨致します。また少人数で探鳥に出かれられ

る時は、コースに熟知した方の案内でお出かけ下さい。この“探鳥地ガイ

ド”が、あなたに愛用されることを信じています。 
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探鳥地ガイド発刊に寄せて 

２００１年３月

浜口哲一 (日本野鳥の会神奈川支部長)
 
バードウォッチャーにとって、探鳥地ガイドは図鑑と並んで、なくて

はならない本の一つです。実際に出かける時の参考になるというだけで

なく、手元に置いて折りにふれて開けば、空想の中で探鳥を楽しむこど

ができます。仕事や家事に追われてなかなかフィールドに出られない時

に、ガイドのぺ一ジに慰められた経験を、多くの人が持っていることで

しょう。我々の仲間の手によって本書が刊行され、身近な地域について

の新しいガイドを手にすることができたのは、大きな喜びとするところ

です。 
特に、このガイドは執筆に当たられた方々が、それぞれのコースに何

度も足を運び、四季のようすを取材して作られたと聞いています。鳥に

ついてだけでなく、野山の自然を楽しむための情報が満載された内容

は、きっと多くの方に愛用されるものになることでしょう。 
今年もまた、ツバメが帰って来る季節を迎えました。毎年繰り返され

る当たり前の風景なのに、ああ、今年も無事に帰って来てくれたかと、

ほっと安心したような気持ちを感じるのは、考えてみれぱ寂しいことで

す。夏鳥の減少はそれだけ深刻な事態になっています。そうした変化を

正確に見つめていくためにも、身近な探鳥地に足繁く通い、記録を残し

ていくことが重要です。このガイドが、そうした目的のためにも活用さ

れることを期待しています。 
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上：ガガイモ 

左：メジロ 

上：リンドウ 

右：ヤマガラ 

上：カワトンボ 

左：ミヤマホオジロ 
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上：シャガ 

左：キビタキ 

上：アオスジアゲハ 

右：ウミネコ 

上：スズメ 

左：カタクリ 
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上：マツムシソウ 

左：ゴイサギ 

上：キアゲハ 

右：ルリビタキ 

上：サンショウバラ 

左：エゾビタキ 
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1.大和市 泉の森（神奈川県中部） 
泉の森は、南北に長い大和市の中央部西
の端に位置する、約 42ha の自然を生かし
た公園で、北半分は引地川の水源池を取り
巻く森林の林間コース、南半分は調整池と
しての湿性植物園と“しらかしの池”を周
る開けたコースと大きく２分されます。 
ここでは、カラ類を始めカワセミやアオ
サギ、その他一般の市街地で観られる野鳥
が夏の間も観察されますが、お奨めの時期
は晩秋から初夏までです。 
“しらかしの池”では、ここで繁殖するカ
イツブリ、バン、それに１年中観られるカ
ルガモに加え、10 月になるとホシハジロ、
キンクロハジロ、コガモ、オナガガモ等が
飛来し、春に北へ帰るまではとても賑やか
です。特にカワセミは１年中観られ、生ま
れながら大勢の人の中で育ったせいか、池

の縁でカメラが何台も並んでいるすぐ前の
杭や枝に平気でとまり、水面にダイビング
して餌を採る姿もしばしば観られます。ま
た、池から引地川へ続くダムの部分では、
ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレ
イの３色

．．
もよく観られます。それから、湿

性植物園の奥、“泉の滝”の辺りの低い枝を
注意して観ると、時にジョウビタキ、ルリ
ビタキが可愛いい目をクリクリさせている
ことがあります。なお、見所の一つとして
県の天然記念物に指定されたシラカシの林
があり、ケヤキやムクノキと共にかっての
相模野台地の面影をしのばせてくれます。 
一方、水源池の方では、マガモ、カルガ
モ、アオサギがよく観られ、周囲の林道を
歩くとシジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、
コゲラ、時々はエナガも混ざったカラ類の

コースタイム 
・しらかしの池・湿性植物園一周コース  ゆっくり歩いて 60 分 
・森林コース              ゆっくり歩いて 90 分 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

しらかし
．．．．

の池 

左：しらかし
．．．．

の池で子育てをするバン
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混群があちこちで、そして運が良ければ高
い木の枝でアオゲラの姿も観ることが出来
ます。また、気を付けて聞き耳をたてる
と、藪の中からはアオジ、ウグイスの地鳴
き、道から少し離れた林床でカサコソと落
ち葉をひっくり返しているツグミ、シロハ
ラ、下草の間を動き回っているコジュケイ

等にも会える機会が多いコースです。 
その他、春・秋の渡りの季節には、オオ
ルリ、キビタキの姿が観られたこともあ
り、両コース合わせて、年間を通じて 50
種以上が毎年記録されています。 

(清水道夫)

観察できた鳥（1997 年～1999 年）（65 種） 
カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・コサギ・アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・オナガガモ・コガモ・ハ

シビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・トビ・オオタカ・ツミ・ハイタカ・チョウゲンボウ・

キジ・コジュケイ・バン・ユリカモメ・キジバト・アオバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・カワセミ・アオ

ゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モ

ズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・コヨシキリ・オオヨシ

キリ・キビタキ・オオルリ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カ

ワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

相模鉄道線 相模大塚駅より徒歩 15 分 



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 

 14

 

2.県立座間谷戸山公園（神奈川県中部） 
小田急線相武台駅と座間駅の中間にある
広さ 32.1ha のこの公園は、谷戸や里山の
自然を生かした自然生態観察公園として平
成５年４月に開園しました。雑木林、照葉
樹林、田圃、湿地、湧水、池などがあり四
季折々の変化が身近に観察される公園で
す。 
小田急線座間駅より新宿方面に線路沿い
を 10 分程度歩くと大きな長屋門が見えて
きます。この門をくぐると正面に田圃、右
斜面には事務所のある体験館が見えます。
体験館にあるガイドマップにより公園全体
を把握してから歩くことをお奨めします。
また地番杭の載っている白地図が用意され
ていますので記録をつけたい人には良いで
しょう。 
体験館の続きに広がる野鳥の原っぱは景
色と見晴らしが良く上空にワシタカ類やア
マツバメ類が舞っているときがあります。
さて長屋門を入り湿生生態園を見ながら

真っすぐに進むとこの公園のシンボル「水
鳥の池」にたどり着きます。上流の湧水か
ら流れる水をせき止め、池を作っていま
す。この池の植物アシやガマがカモたちに
とって時折姿を見せるオオタカからの隠れ
家になり、初夏にはオオヨシキリの立ち寄
る場所となります。冬にはセイタカアワダ
チソウの冠毛をついばんでいるベニマシコ
の姿を見たのもこの池でした。この「水鳥
の池」のステージにいるといろいろの方角
から鳥の声や気配を感じ時間の経過を忘れ
てしまいそうです。鳥の少なくなった夏は
トンボが結構楽しめます。水鳥の池より道
は左右に分かれますが、左道は「わき水の
谷」に行き、静かに観察したい人にはお薦
めの場所です。右道の木道を上がると観察
小屋を見ながら公園一周が出来るコースに
なっています。 
この公園は一般的な公園とは違い、トイレや
水場は限られ、売店、公衆電話も設置されて

所要時間 
  ２～３時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

水鳥の池 
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観察できた鳥 （79 種） 
カイツブリ・カワウ・アオサギ・コサギ・ササゴイ・ゴイサギ・ヨシゴイ・トビ・ツミ・ハイタカ・オオタ

カ・ノスリ・チョウゲンボウ・ハヤブサ・ヒドリガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・コガモ・マガモ・カルガ

モ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・コジュケイ・キジ・イソシギ・キジバト・ア

マツバメ・カワセミ・コゲラ・アカゲラ・アオゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグ

ロセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツグミ・アカハラ・

シロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・オオヨシキリ・センダイムシクイ・キクイタダキ・キビタキ・エゾ

ビタキ・エナガ・ヒガラ・シジュウカラ・ヤマガラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・ミヤマ

ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・マヒワ・ベニマシコ・ウソ・シメ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・オ

ナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ソウシチョウ・ガビチョウ 

小田急線 座間駅駅より徒歩 10 分 

キツネノカミソ

いません。初めての人は戸惑うかも知れませんが、自然を残すため極
力人工的なものを排除した公園となっています。その分自然に浸るに
はもってこいの場所と思います。         （石川美恵子）



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 
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3.相模原 貯水池（神奈川県中部） 
相模大野駅神奈中バスの 1 番乗り場より
北里大学病院行きに乗車し約 20 分で終点
の一つ手前の北里大学で降車します。大学
のフェンス沿いに貯水池方向へ 150m 程歩
き、フェンスの角を右に曲がると遊歩道に
入ります。 
左は住宅や資材置き場で右は大学の木立
が続き、シジュウカラ・ヒヨドリ・カワラ
ヒワ・シメ等が見られます。500m 程行く
と左に大学のグランドの高いフェンスの手
前を左折する所の柿の実にメジロが良く来
ます。消防訓練所の脇ではジョウビタキに
会えるでしょう。県道を信号機のところで
渡り、浄水場と貯水池管理棟との間から畑
に回りこみます。道は 800m 程の農道とな
ります。ここではホオジロ・アオジ・ヒバ
リ・タヒバリ・モズ・ジョウビタキ・キ
ジ・ツグミ・ムクドリなどが見られます。
南側の相模原公園の道路に出たら左折し、
すぐ左のスロープを上ると、相模原貯水池

の南側のフエンスに出られます。 
この貯水池は県下でも有数なカモ類の越
冬地で、その数は年々減少しているとは言
え時期になると約 1200羽、常に 10種以上
のカモとカワウ・アオサギ・カンムリカイ
ツブリ・カイツブリ・オオバン・セグロカ
モメ・セグロセキレイ・ハクセキレイ・キ
セキレイがみられます。たまにシマアジ・
アメリカヒドリ・トモエガモ・ホオジロガ
モ・ミコアイサ・カワアイサ・オシドリな
ども立ち寄ります。 
また、貯水池の反対側にある清掃公社の
高い煙突の窓のような所にはチョウゲンボ
ウがつがい

．．．
で営巣しています。 

帰りは、フエンスに沿って半周し、金相
寺の所を右折し 70m 程行くと信号機があ
り直進し、300m 程行くと北里大学に出ま
す。バスは 100m 先の北里大学病院バス停
の１番乗り場より相模大野行きが１時間に
６～７本出ています。 

所要時間 ３時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

貯水池 

カンムリカイツブリ 
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観察できた鳥（観察時期 ９月中旬～２月中旬まで） 
カイツブリ・カンムリカイツブリ・カワウ・★ダイサギ・◎チュウサギ・★コサギ・アオサギ・★オシドリ・

マガモ・カルガモ・コガモ・★トモエガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・★アメリカヒドリ・オナ

ガガモ・★シマアジ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・◎ホオジロガモ・★ミコアイサ・★カワ

アイサ・★オオタカ・トビ・★ハイタカ・チョウゲンボウ・★コジュケイ・キジ・オオバン・◎ケリ・◎コア

オアシシギ・イソシギ・セグロカモメ・キジバト・★アマツバメ・★カワセミ・★アオゲラ・★コゲラ・ヒバ

リ・ツバメ・★イワツバメ・◎コシアカツバメ・★キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・

ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・◎トラツグミ・ツグミ・ウグイス・★エナガ・◎ヒガラ・シジュウカラ・メ

ジロ・ホオジロ・★カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・★イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・◎コク

マルガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
 無印：良く見られる鳥 ★：たまに見られる鳥 ◎：まれに見られる鳥 

小田急線相模大野駅 下車 神奈川中央交通バス 北里大学病院行 北里大

学下車 

地域的に水鳥は相模川との間の行き来が多く特に土、日曜日は
カワウ、アオサギの数に変動があります。過去にはコハクチョウ
が、また 2000 年１月 19 日～２月 22 日の間オシドリが最高 320
羽確認されたり、コクマルガラスが１月よりいたり、意外性のあ
る探鳥地です。                （森 芳久）



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 
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4.相模川 磯部の堰（神奈川県中部） 
タイトルに「磯部の堰」とあるが、お勧
めコースは最初に座間の新田宿の田圃や畑
を観察した後、相模川の左岸を遡り磯部の
堰へと向かうものです。 
ＪＲ相模線の相武台下駅を下車、駅前の
鳩川分水の流れに沿って少し南下し二つ目
の橋のところで右折、相模線の踏切を渡り
ます。新田宿は座架依橋に向かう道路の左
右どちらのルートを採ってもいいですが、
今回は左側を行きます。 
左前方に見える座間西中学校目指して畑
の中の道を進み、中学校前で道路を渡り新
田宿へと出ます。あとは田圃と畑の中の道
をまっすぐ西へ向かうと相模川の土手に突
き当たります。座架依橋下から土手を下り
広い河原へと出て、足元に注意しながら水
流の近くを遡上します。やがて河原は無く
なり自然に河川敷の道へと導かれ、磯部の

堰に到着します。堰付近をじっくり観察し
たら再び土手に上がって進み、鳩川分水の
三段の滝に架かる橋を渡った小高い丘のと
ころでこのコースは終了となります。 
帰りは右側の急な階段を上り、県道を左
に向かうと 100m ほどでＪＲ相模線下溝駅
の入口です。 
トイレは途中仮設式が 3 個所、本格式が

2個所あります。 
相武台下駅近くの鳩川は単なるアプロー
チではなくコサギ・ゴイサギなどが観察で
きるので目が離せません。新田宿では、こ
のところ冬場の名物となったタゲリをはじ
め、ヒバリやタヒバリなど開けたところに
いる鳥達を楽しめます。夏場は休耕田のシ
ギチ、特にタマシギは有名です。アマサギ
も沢山やってきます。上空ではチョウゲン
ボウ、時にはオオタカも… 

所要時間 ４時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

磯部の堰 



 

 

4.相模川 磯部の堰（神奈川県中部） 

 19

観察できた鳥 
1999.12.25 神奈川支部探鳥会（42 種） 
カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・

ヒドリガモ・キンクロハジロ・トビ・ノスリ・チョウゲンボウ・イカルチドリ・タゲリ・ハマシギ・イソシ

ギ・ユリカモメ・キジバト・カワセミ・コゲラ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒ

バリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シ

メ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
2000.12.17 ふれあい定例探鳥会（41 種） 
カイツブリ・カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・

ヒドリガモ・トビ・ツミ・チョウゲンボウ・オオバン・イカルチドリ・タゲリ・イソシギ・ユリカモメ・キジ

バト・カワセミ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウ

ビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクド

リ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

ＪＲ相模線 相武台下駅下車 徒歩 

座架依橋上流の河原から磯部の堰までは
やはり水辺の鳥が中心です。冬場は何と
いってもカモ類、夏場でもササゴイを含め
たサギの仲間も勢揃いすることがありま

す。河原でじっと動かないイカルチドリを
探し出すのも楽しみのひとつです。 

（青木嘉夫）



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 
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5.海老名市 
海老名のたんぼ

勝瀬 （神奈川県中部） 
海老名駅の南口を出て、ロータリーを右
手に進んでいくと右角に駅前派出所があり
ます。ここで道を聞きましょう。いやい
や、そんな必要はありません。この交番を
右に折れて、あとはひたすらまっすぐ南に
向かって歩いて下さい。信号を二つ越える
と道の右側が遊歩道になり、もう右も左も
田んぼが広がっていますので、鳥を探しな
がら歩きましょう。 
ここのシーズンはおおむね８月と９月に
限られてしまいます。つまり、暑い、日陰
もない。 
平日であれば、目の前の市役所で冷たい
ものでも飲みながら涼むこともできます
が、土日にはなかなか辛い観察となりま
す。水分と帽子は必需品なのでお忘れ無
く。また、消防署の前にはコンビニがあ
り、地図の★印は飲み物の自動販売機なの

でご利用下さい。 
観察の対象のほとんどはシギ・チです
が、シーズン中見られるのはコチドリ、ム
ナグロ、タシギ、といった常連たちで、あ
とはその時のあなたの運と鳥の気まぐれ
で、その日のフィールドノートが埋められ
ることとなります。また、シギ・チではな
いが、バンやカルガモの子育てを見られる
のも楽しみの一つです。 
もう一つのマニアックな楽しみ方があり
ます。ジシギの識別です。この場合、望遠
鏡と椅子が欲しいところです。残念ながら
私はすでにあきらめましたが、タシギ、
チュウジシギ、オオジシギ、ハリオシギと
いったわけのわからない連中の識別の迷路
にふみ込むのも面白いかも知れません。 
観察時間については、太陽の位置から、
午前中は A,B の田んぼ側から市役所に向っ

所要時間 ２時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

海老名のたんぼ
．．．
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観察できた鳥 
サギ類 
コサギ・チュウサギ・ダイサギ・アマサギ・ゴイサギ 

チドリ類 
イカルチドリ・コチドリ・ムナグロ・ケリ 

シギ類 
エリマキシギ・タカブシギ・クサシギ・アオアシシギ・イソシギ・キアシシギ・オグロシギ・トオネン・オジ

ロトウネン・タシギ・オオジシギ・ハリオシギ・ヒバリシギ・ウズラシギ・ツルシギ 
カモ類 
カルガモ・シマアジ 

その他 
バン・セッカ・ヒバリ・ツバメ・イワツバメ・キジバト・ヒヨドリ・カワラヒワ・ハクセキレイ・スズメ・ム

クドリ・トビ・チョウゲンボウ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

相模鉄道線／小田急線海老名駅下車 徒歩 10 分 

たほうが見やすいし、午後はその反対とな
ります。気温のことも考えると、早朝から
午前中までにしたほうが良いかも知れませ
ん。 
最後に、この田んぼは持ち主のご好意

で、休耕田を耕していただいたり、水を入
れていただいています。当然のことだが畦
に入ったり農道を通る方々の邪魔にならぬ
よう注意して下さい。 

（白銀正彦・白銀幸子）



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 
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6.相模川中流（神奈川県中部） 
小田急線厚木駅を下車、前の車道を北に
歩くと相模大橋のたもとの信号に出ます。
ここは曲がらずにもう少し進み、次の信号
を左折します。この道を相模大橋のすぐ上
流側に架かるあゆみ橋に向かいます。あゆ
み橋を渡ると厚木市となりますが今回は渡
らずに、橋のたもとを右折して、相模川沿
いに上流に向います。桜並木をのんびりと
ぶらぶら歩きましょう。つい川に目がいっ
てしまうが上空もお忘れ無く、ミサゴや
チョウゲンボウが飛ぶ… かも知れません。
しばらく歩くと河畔公園となり、ここには
きれいなトイレがあります。是非、ご利用
を。 
河畔公園の広場からサイクリングロード
に入ると、すぐ右手が宝珪寺というお寺の
裏手に当たり、ゴールデンウイークの頃キ
ビタキやオオルリが見られるのはこの辺り
が多いようです。 
左手にはオニグルミの枝越しに川面が見
えます。サギ類やカワウ、カワセミ、冬は

カモ類、初夏にはコアジサシと一年を通し
て見られる種類も賑やかです。すぐに有鹿
神社の大きな木立が見えます。なにかいい
ものがいるかも知れないからよく探してみ
ましょう。川には水道橋が架かっていま
す。この橋は水道の水と鳥しか渡れないの
で念のため。 
さて、100m ほど歩くと左に下りる小道
があります。ちゃんとした道ではないので
手すりのパイプをくぐって下りていくと小
さな鳩川の流れにぶつかり、左に小道を進
むと角材が渡してあるので注意して渡りま
しょう。この辺りも渡りの時期には見逃せ
ないポイントです。このまま上流方向に向
かうと、木立を抜けて左にまっすぐ川沿い
に進む道と、右に小さな畑の横を進む道と
に分かれます。どっちにいっても合流でき
るのですが、この二つの道の間にある茂み
にはジョウビタキ、アカハラ、アオジ、シ
メといった冬鳥が見られます。このあとも
う一度河原に下りてみましょう。イソシ

所要時間 約３時間（起点、終点共に小田急線、ＪＲ相模線厚木駅） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

相模川 
左：左岸より 
下：水道橋



 

 

6.相模川中流（神奈川県中部） 
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観察された鳥 
10 月～3 月 
カイツブリ・カワウ・マガモ・カルガモ・ハシビロガモ・コガモ・オカヨシガモ・オナガガモ・ヒドリガモ・

セグロカモメ・ユリカモメ・コサギ・ダイサギ・アオサギ・クイナ・イカルチドリハマシギ・イソシギ・ト

ビ・ハヤブサ・チョウゲンボウ・ミサゴ・コジュケイ・キジ・キジバト・ツツドリ・ホトトギス・ヒメアマツ

バメ・アマツバメ・カワセミ・コゲラ・ヒバリ・イワツバメ・ショウドウツバメ・コシアカツバメ・キセキレ

イ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・アカハラ・ツグミ・ウグイ

ス・セッカ・キビタキ・コサメビタキ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒ

ワ・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
4 月～9 月 
カイツブリ・カワウ・マガモ・カルガモ・コガモ・ユリカモメ・コアジサシ・ゴイサギ・ササゴイ・コサギ・

ダイサギ・アオサギ・コチドリ・イカルチドリ・ハマシギ・タカブシギ・イソシギ・キョウジョシギ・キアシ

シギ・タシギ・トビ・ハヤブサ・コジュケイ・キジ・キジバト・カッコウ・ヒメアマツバメ・アマツバメ・カ

ワセミ・コゲラ・ヒバリ・イワツバメ・ツバメ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モ

ズ・アカハラ・ツグミ・ウグイス・セッカ・オオヨシキリ・キビタキ・オオルリ・コサメビタキ・シジュウカ

ラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・コムクドリ・ハシボソガラス・ハシ

ブトガラス 

ＪＲ相模線 厚木駅下車 徒歩 

ギ、チドリ、カワセミ、オオヨシキリ、
セッカ、丹念に探すとフィールドノートは
どんどん埋まります。10 月にコシアカツバ
メの群が集まるのもこの付近です。群の中
にはショウドウツバメも少数だが混ざって
いるので、是非探しましょう。 

住宅街に向って歩き鳩川に架かる青い橋
を渡るとサイクリングロードに戻ります。
右手に進めば出発点に戻るので、桜並木を
のんびり歩いて帰りましょう。 

（白銀正彦・白銀幸子）
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7.高尾山（東京都） 
高尾山は、明治の森高尾国定公園に指定
されており、古くは信仰の山、今は手軽に
山登り？ 気分を味わえる行楽地として、東
京都民は言うに及ばず近県の人々にも親し
まれています。行楽シーズンともなると、
メインルートは街中の雑踏がそのまま引越
して来たかのような喧騒です。 
しかし、600ｍ足らずの山でありながら
自然環境は変化に富み、そこに生息する動
植物はとても豊かです。山中のコースには
「自然研究路」なる名称が付けられており、
1 号路から 6 号路までありますが、前述の
ような理由からこのコースだけでは探鳥に
は向きません。そこで行楽客があまり利用
しない、山麓コースやそこから登るコース
と合わせると、静かな探鳥が楽しめます。

〈梅郷・蛇滝コース〉 
ＪＲ高尾駅前から甲州街道を高尾山方面
に進み、小仏川に当たったら小仏川沿いの
梅郷コースを辿ります。川を渡り返しなが
ら進むと、見るべき動植物も多く、鳥も多
種が期待できます。浅川老人ホーム前から
行ノ沢沿いの蛇滝コースに入ります。蛇滝
を経、ケーブルカーの高尾山駅の霞台に至
る登りです。新緑の頃であれば滝の音に負
けじと囀るミソサザイや、高い梢から降り
かかるようなオオルリの声などが期待でき
ます。 
〈日影沢・4号路コース〉 
ＪＲ高尾駅から京王バス小仏行きに乗
り、日影で下車、小仏方面へ少し歩いた左
側、小仏川を渡る石橋が日影沢の入り口で

コースタイム 
・梅郷・蛇滝コース 
ＪＲ高尾山駅－（10 分）－小仏川合流点－（60 分）－浅川老人ホーム－（60 分）－霞台 

・日影沢・４号路コース 
ＪＲ高尾駅－（バス 15 分）－日影－（30 分）－日影園地－（60 分）－４号路－（30 分）－霞

台 
案内図 高尾・陣馬（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

高尾山 山頂 
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観察できた鳥（53 種） 
コサギ・トビ・ハチクマ・ノスリ・カルガモ・コジュケイ・キジバト・（アオバト）・（ツツドリ）（ホトトギ

ス）・ヒメアマツバメ・カワセミ・コゲラ・アカゲラ・アオゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキ

レイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・（クロツグ

ミ）・ツグミ・アカハラ・（ガビチョウ）・（センダイムシクイ）（ヤブサメ）・ウグイス・キクイタダキ・キビタ

キ・オオルリ・エナガ・コゲラ・ヒガラ・シジュウカラ・ヤマガラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオ

ジ・カワラヒワ・シメ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
（  ）は声のみ 

・梅郷・蛇滝コース 
行き ＪＲ中央本線 高尾駅下車 
帰り ケーブルカー清滝駅－京王線高尾山口駅 

・日影沢・４号路コース 
行き ＪＲ中央本線 高尾駅下車 京王バス 日影下車 

・帰り ケーブルカー清滝駅－京王線高尾山口駅 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

す。沢沿いにあの花この花と辿るうちに日
影沢園地の山荘に至ります。右に進む林道
の左側がイロハの森への入り口、モミ林の
尾根筋の登りです。仄暗い林内にキビタキ
の黄色が冴え、森の奥懐からの夏鳥達のさ

んざめきが心を踊らせます。コースはイヌ
ブナを主とした美しい森の中の４号路の中
間に出、右山頂、左霞台に至ります。なお
両コースとも冬期は路面が凍結する事があ
り注意が必要です。    （唐沢良子）
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8.城山湖（神奈川県北部） 
城山湖は、東京都との境界に近い城山町
本沢地区に造られた人造湖で、津久井湖と
連動した揚水式発電に利用されています。
面積 0.58k ㎡で津久井湖との標高差は 185
ｍと高いところにあり、神奈川の探鳥 50
選に入る湖面静穏な湖です。周りの散策路
や釣り目的の不法侵入者などにより、最近
では見られる鳥も減ったように感じます。
バードウォッチングには周辺も含めて楽し
むことをお勧めします。 
探鳥には、上中沢バス停より峰の薬師経
由で城山瑚へ、帰りは、城山湖より金毘羅
宮の参道を下り、城山役場入り口のバス停
までです。このコースは景色や植物も楽し
め、沢山の鳥達にも出会える素敵なコース
です。 
上中沢バス停の裏手を少し歩くと小さな
集落があります。ここには畑や雑木林があ

り、セキレイ類やカラ類が迎えてくれま
す。暫らくは歩を緩めて観察すると良いで
しょう。人工林が多いダラダラ道を行くと
峰の薬師（真言宗）のお堂に着きます。一
休みしながら辺りを見渡すと眼下に津久井
湖と相模川が南下する雄大な景観、悠々と
舞うトビが見る者の心を豊かにしてくれる
ことでしょう。ここには売店とトイレがあ
ります。 
これより奥の院を経て散策路に出ます
が、さして苦になる事は有りません。こり
辺りは雑木・コナラ・クヌギ林ですがモミ
の木も見当たります。近くに沢もあり夏は
オオルリ、キビタキ、クロツグミの美しい
声に加え、ホトトギスなどが新緑の美しさ
とともに初夏を一層感じさせてくれるで
しょう。冬にはカラ類、ウソ、ルリビタキ
などが迎えてくれるでしょう。ここまでく

コースタイム：４時間 
上中沢バス停～峰の薬師～城山湖～城山役場入口バス停 

地形図：1:25,000 八王子、上溝 案内図：高尾・陣馬（昭文社）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

城山湖 
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観察できた鳥 
カワウ・コサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・キンクロハジロ・ミサゴ・シビ・オオタカ・ツミ・ハイタ

カ・ノスリ・コジュケイ・キジ・キジバト・ホトトギス・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレ

イ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・サンショウクイ・ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツ

グミ・クロツグミ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・キクイタダキ・キビタキ・オオル

リ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒ

ワ・マヒワ・ハギマシコ・ウソ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシブトガラス・ハシボソガ

ラス 参考ガビチョウ 
（観察日）1997 年 2.5 3.20 6.8 10.26 
     1998 年 3.29 10.13 10.19 
     1999 年 1.15 4.4 

・ＪＲ横浜線／京王相模原線 橋本駅下車 神奈川中央交通バス 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

れば湖も見えコースは下りになります。 
湖の主役は水辺の鳥ですが、ここ数年ハギマ
シコが越冬しています。斜面の芝生や電線に
も目を向けてみましょう。また、渡りの季節
には上空を眺めてみましょう。意外なワシタ
カに出会えるかもしれません。近くの公園に

はトイレがあります。ここからはハイキング
コースを城山役場入り口まで下ります。過去
には夏鳥のサンショウクイを確認しました。
また、サンコウチョウを確認したとの情報も
あります。         （権守史郎）
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9.八菅山いこいの森（神奈川県中部） 

本厚木駅からバスで約 30 分、一本松バ
ス停で下車します。西方向に歩いて中津小
学校を過ぎると中津川を見下ろす所に出ま
す。ここから、中津川の対岸に八菅山が見
えてきます。 
この山は常緑のスギやスダジイの高木が
多いため、周辺の山と比べると緑色が濃
く、こんもりとした感じがします。中津川
へ下って行く途中の陸橋の下は雑木林で、
秋から冬にはツグミ・シメ・ジョウビタキ
などが見られます。 
中津川の両岸は田んぼが広がり、八菅橋
周辺では水辺や草原性の鳥が観察できま
す。運が良ければヤマセミが見られること
もあります。またオオタカ・チョウゲンボ
ウ・トビなどの猛禽類もよく見られます。
川を渡り車道沿いに竹林や畑の中を歩いて
行くと、秋にはツグミやアカハラが熟した
柿の実を食べているのが見られます。 

まもなく八菅神社の入口に着きますが、
八菅神社は行基菩薩の開創と言われ、かつ
ては 50 余の坊舎がある山伏の修験道場で
した。神社の入り口には「蓬莱に聞かばや
伊勢の初便り」の芭蕉の句碑も建っていま
す。鳥居をくぐり少し登ると約 300 段の石
段を上る道と車道を登る道に分かれます。 
探鳥では普通車道を登りますが、神社ま
でのコース沿いはスギやスダジイの林で、
1 年中メジロやカラ類の多いところです。
神社から展望台へかけての雑木林の尾根道
は、カラ類のほか、冬にはジョウビタキや
ルリビタキの見られるところです。 
展望台からトンボの池にかけての道もカ
ラ類の多いところで、冬から春にかけては
ウグイスの声がよく聞かれます。大きなコ
イの泳ぐトンボの池では、カワセミを見る
こともあります。近くのスギ林から夏には
サンコウチョウの鳴き声が聞こえてくるこ

所要時間 ２時間 
地形図：1:25,000 上溝 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

東屋 
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観察できた鳥（1998 年 1 月～2000 年 5 月） 
八菅山 

ノスリ・サシバ・コジュケイ・キジバト・アオバト・アオバズク・フクロウ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・

ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ヤブ

サメ・ウグイス・センダイムシクイ・キクイタダキ・キビタキ・オオルリ・サンコウチョウ・エナガ・コガ

ラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカ

ル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ガビチョウ 
中津川 
カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・カルガモ・ミサゴ・トビ・オオタカ・チョウゲンボウ・イ

カルチドリ・イソシギ・ユリカモメ・アマツバメ・ヤマセミ・カワセミ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・

ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・セッカ 

・小田急本厚木駅下車 神奈川中央交通バス バスセンターより「愛川町役

場」または「上三増」行 一本松バス停下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

ともあります。また、この池の周辺ではホ
タルの観察もできます。ホタル観察のつい
でにムササビも見ることがあります。 
車道に出て左に道を下れば神社の入り口
に戻りますが、沢沿いのヤブは冬にはシロ

ハラやアオジの多いところです。時間と体
力に余裕があれば、右に道を登って鳶尾山
まで足を伸ばされることをお勧めします。
このコースでは冬にはベニマシコ・ミヤマ
ホオジロなども見られます。 （角田繁和）
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10.宮ヶ瀬湖（神奈川県中部） 
丹沢の西部、中津川上流の宮ヶ瀬ダムは
できてからまだ 4、5 年ですが、四方を山
に囲まれた静かなフィールドです。交通の
便も良く、湖畔の林道からの探鳥で気軽に
多くの山鳥・水鳥が見られます。宮ヶ瀬ビ
ジターセンターには指導員がおり、鳥の情
報や地図がありますので、初めての方は是
非立ち寄って見て下さい。 
大棚沢の駐車場からは、湖面や対岸の
山々が見渡せます。すぐ下の湖岸の草原に
はベニマシコ・カワラヒワ・ホオジロな
ど、湖面にはカイツブリ・マガモなどが見
られます。対岸の山頂の杉にはミサゴが
時々止まり、また背面の斜面にはカラスザ
ンショウがあり、10 月末に実が熟すとカラ
類やメジロ・コゲラなどが集まります。 
大棚沢橋は車の通行が多いので注意が必
要ですが、橋の上から冬はオシドリが多数
見られます。但し湖面まで距離があるの
で、フィールドスコープがあると便利で

す。 
早戸川林道は、ビジターセンターから早
戸川の奥まで続く舗装された林道ですが、
早戸川橋まで一般車通行禁止なので良い探
鳥コースとなっています。中でも入口付近
が一番鳥が多く、時間がない場合はここで
引き返します。林道に入って直ぐの斜面に
は、夏はカラ類・エナガ・コゲラなど、冬
はベニマシコ・ルリビタキ・カヤクグリな
ど多数見られます。この林道の中ほどでは
カワセミ・ヤマセミ・オシドリ・ミサゴな
どが見られ、また冬にはジョウビタキとホ
オジロの数が非常に多いのが特徴です。 
途中の金沢橋から分岐する金沢林道は、
舗装されてなく人が少ないため、オオルリ
やルリビタキを身近で見られることがあ
り、セキヤノアキチョウジ・テンニンソ
ウ・ツリフネソウ・ハダカホオズキ・ホト
トギス・サラシナショウマなど多くの草花
もあります。 

コースタイム 
仏果山登山口（大棚沢駐車場）－（30 分）－ビジターセンター－早戸川林道入口－（1 時間）－

金沢橋（金沢林道入口）－（40 分）－金沢林道終点－（1 時間 30 分）－ビジターセンター 
地形図：1:25,000 青野原 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

宮ヶ瀬湖 虹の大橋 
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観察できた鳥 
1999 年 1 月 17 日 
ルリビタキ♂♀・ジョウビタキ♂♀・ツグミ・エナガ・カワラヒワ・ヒガラ・コゲラ・ヤマガラ・ホオジロ・

ベニマシコ５・ミサゴ・ハイタカ・トビ・カワウ・ミソサザイ・アオジ・キジ♀・カヤクグリ・シロハラ  
1999 年 5 月 2 日調査 
オオルリ・センダイムシクイ・モズ♂・コチドリ・ゴイサギ２・ホオジロ・マガモ・カワウ・キセキレイ・メ

ジロ・ヤマガラ・カケス・キジ・カワラヒワ・ウグイス・ヤブサメ・キビタキ・シジュウカラ・セグロセキレ

イ・アオゲラ  他５種 
1999 年 7 月 17 日 
オオルリ・カワセミ２・シジュウカラ・カケス・アオゲラ・コゲラ・ホトトギス・ヤブザメ・ノスリ２・カワ

ラヒワ・ホオジロ・ウグイス・ゴイサギ・ヤマセミ４・キセキレイ・カルガモ・メジロ・ガビチョウ・イワツ

バメ  他６種 
1999 年 10 月 9 日調査 
オシドリ♂6／♀4・ヤマセミ 2・ミサゴ 2・ノスリ・モズ・エナガ 30+・ヤマガラ・シジュウカラ・カケス

10+・ウグイス・キセキレイ・ハクセキレイ・コゲラ・ホオジロ・ゴイサギ 40+・アオサギ 7・カワウ・カワガ

ラス・ガビチョウ 

・小田急本厚木駅下車 神奈川中央交通バス 宮ヶ瀬湖行 仏果山登山口ま

たは宮ヶ瀬湖下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

荒井林道は、車の通行があり山も迫って
いるためか、囀りは聞けるのですが見る鳥
の数は少ない様です。宮ヶ瀬湖周辺にはリ

ス・サル・シカ・カモシカなどがおり、運
が良ければ見ることができます。 

（大塚晃・大塚裕美）
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11.谷太郎林道（神奈川県中部） 
谷太郎林道は、小鮎川の支流（谷太郎
川）に沿って煤ヶ谷から不動尻までの明る
い山道と緑濃い渓流の道です。林道に入る
前に小鮎川への寄り道をお薦めします。こ
こではカワセミ・カワガラス・ホオジロ・
カシラダカ・セグロセキレイ、時にはキジ
などが観察できます。 
向かいの華厳山の稜線や山裾も注意しま
しょう。シーズンには群れで飛ぶツグミの
渡りやオオタカ・ノスリ等のワシタカ類が
観察できます。水辺にひらひらと飛ぶカワ
トンボや雄の腹部が玉虫色に輝くミヤマカ
ワトンボも観察できます。 
いよいよ林道です。マス釣場への車が往
来します、道幅が狭いので車に注意しなが
ら探鳥しましょう。道端を注意して歩くと
微笑ましい道祖神や馬頭観音の石造物があ
ります。谷太郎川の水辺でキセキレイ・セ

グロセキレイ・ミソサザイ等のさえずりが
迎えてくれます。梢ではオオルリを観察す
ることも出来ます。森の中ではヤブサメ・
ウグイス・センダイムシクイのさえずりが
聞こえます。車の入れる林道の終点の駐車
場ではルリビタキ・ジョウビタキが覗きに
来てくれます。対岸の稜線ではツグミや
チョウゲンボウ・ハイタカ等のワシタカ類
が観察できます。 
ここからは渓流の道です、丸太を組んだ
橋を何回か渡ります。足元にはタチツボス
ミレ・ヤマルリソウ・フデリンドウが可憐
に咲いています。 
涼しげな声が聞こえて来ます、渓流の岩
の上を見ると声の主のカジカガエルがチョ
コンと澄ましています。目を凝らして見な
いと解りません。片側が崖になっていて鎖
に掴まりながら歩くちょっとしたスリルを

コースタイム ４時間 
煤ヶ谷～谷太郎林道～不動尻～二の足林道～広沢寺温泉～広沢寺温泉入口 

地形図：1:25,000 厚木、大山 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

谷太郎川 
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観察できた鳥（1997 年－2000 年）（64 種） 
アオサギ・トビ・ハイタカ・オオタカ・サシバ・ノスリ・チョウゲンボウ・カルガモ・コジュケイ・キジ・イ

ソシギ・キアシシギ・キジバト・アオバト・ツツドリ・ホトトギス・ヒメアマツバメ・カワセミ・コゲラ・

アカゲラ・アオゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・

カワガラス・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツグミ・クロツグミ・アカハラ・シ

ロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・オオヨシキリ・センダイムシクイ・オオルリ・コサメビタキ・サンコ

ウチョウ・エナガ・コガラ・ヒガラ・シジュウカラ・ヤマガラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カ

ワラヒワ・ベニマシコ・ウソ・シメ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス

・行き 小田急本厚木駅下車 神奈川中央交通バス 上煤ヶ谷／宮ヶ瀬湖行

き 煤ヶ谷下車 
・帰り 広沢寺温泉入口 神奈川中央交通バス 本厚木駅／伊勢原駅行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

味わえる場所もあります。注意し
て歩きましょう。対岸の上のほう
からオオルリやクロツグミのさえ
ずりが聞こえて来ます。ツツドリ
やホトトギスの声も山の中から聞
こえます。 
二の足林道の山の神トンネルは
幅が狭くトンネル内にはライトが
点灯していません。車が来ない時
は真中を歩くことをお薦めしま
す。この谷太郎林道探鳥地は、鳥
の外に花やトンボ、蝶の観察、道
祖神等の石造物も楽しめます。稀

に猿に逢うこともあります。 
お勧めのシーズンは 4～6 月頃の留鳥に夏鳥が加
わって賑やかになる頃です。帰りには広沢寺温泉の
露天風呂で一汗流されることをお薦めします。 

（佐久間紀雄）

清流に棲むカジカガエル 
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12.丹沢 札掛（神奈川県中部） 
小田急線秦野駅からヤビツ峠行または蓑
毛行きバスで簑毛で降り、春岳沢沿いに柏
木林道を歩き、ヤビツ峠を通り県道秦野鳥
屋線を歩くコースが一般的です。 
蓑毛行きのバスは 30 分間隔で運行され
ます。簑毛までの乗車時間は 20 分位で
す。ヤビツ峠行きは１日に２～３本しかな
いので事前に確認が必要です。ヤビツ峠ま
では 40 分位です。帰りは来た道を戻るの
が一般的です。 
このコースはゆっくり鳥を探しながら歩
きたい場所です。出来れば札掛の国民宿舎
「丹沢ホーム」に一泊して夜の探鳥も楽しみ
たい所です。ヤビツ峠には売店があり飲み
物やアイスクリームを売っています。
ちょっと汗をかいた後のアイスはうまい！
公衆トイレもあります。 
この探鳥地は期待を裏切りません。バス
を降りた瞬間から探鳥が始まります。すで

にウグイスが囀っていて沢の方からはオオ
ルリの囀りが聞こえてきます。上空ではタ
カが舞うこともあります。 
道を波り道標に沿って柏木林道を行きま
す。「ポッピリピン、ポッピリピン」と綺麗
なキビタキの囀りが聞こえてきます。時に
サンコウチョウの「ツキヒホシホイホイホ
イ」が聞こえてきます。しばらく登って行
くと視界が開けてきます。オオルリを探し
てみましょう。木の天辺に止まっているか
もしれません。 
まもなくヤビッ峠に出ます。ここでトイ
レ休憩をとり一休みしたら出発します。
「テッペンカケタカ、テッペンカケタカ」と
ホトトギスが上空をせわしなく飛んでいま
す。ウグイスが遠く近くで囀り、オオルリ
も鳴いています。 
ヤビッ峠から 20 分位行くと富士見山荘
があり 10 分ほど先に丹沢の名水がありま

コースタイム 2 時間 30 分 
蓑毛－（1 時間）－ヤビツ峠－（20 分）－宮士見山荘－（1 時間 10 分）－札掛 

地形図：1:25,000 大山 案内図：丹沢（昭文社）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

布川 
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観察できた鳥（2000 年 6 月） 
トビ・クマタカ・コジュケイ・キジバト・アオバト・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・フクロウ・ヤマセ

ミ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・マミジ

ロ・トラツグミ・クロツグミ・ヤブサメ・ウグイス・メボソムシクイ・センダイムシクイ・キクイタダキ・キ

ビタキ・オオルリ・サンコウチョウ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラ

ヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・小田急線秦野駅 神奈川中央交通バス 蓑毛行き／ヤビツ峠行きバス 蓑

毛で下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

す。喉を潤していきましょう。 
この辺りからクロツグミの囀
りが加わってきます。センダイ
ムシタイが「チュウチュウビ
イー」と鳴いています。道は次
第に高度を下げモミの原生林の
中を行くようになります。相変
わらずクロツグミの囀りが聞こ
えています。ヤマガラやメジロ
がいい声で囀り、渓流の歌い手
ミソサザイが声高らかに囀りま

丹沢ホーム 

す。青山荘を過ぎしばらく歩くと左に吊り橋が見えて
きます。橋を渡ると程なく国民宿舎「丹沢ホーム」が
見えてきます。          （佐々木 司）
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13.日向林道（神奈川県中部） 
ここで紹介するコ－スは、日向薬師バス
終点から日向川沿いに日かげ道の分岐点の
橋まで進み、そこでＵタ－ンして薬師林道
に入り、日向薬師・見晴台を経由して七沢
温泉へ向かう多々良沢の分岐点を大竹沢沿
いに下り自然保護センタ－に向かう全長５
km 弱の緩やかな上り下りのコースです。
但し、コ－スの大部分が車道なので車には
十分注意する必要が有ります。 
バスを降りたら、田んぼや向かい側の木
立に注意しましょう。スズメ・ハクセキレ
イ・ホオジロや時にはカルガモ・アオサ
ギ・コサギ等が観察出来ます。バス停から
来た道を 50ｍ程戻ると、仁正門経由で日向
薬師に向かう参道が有りますが、杉木立で
登り勾配もきつく、鳥の出現もあまり期待
出来ません。 
道路に出て上流に進むと日向川に出ま
す。そこから 200ｍ程歩くと小さな橋が有
り、川沿いではカワガラス・カワセミ・キ

セキレイなどの水辺の鳥が観察出
来ます。その橋を渡り向こう側の
細い道を高橋迄歩く、行程約１km
の日かげ道もあるので、一度は歩
くのも良いでしょう。 
そこから引地まで戻り、いよい
よ薬師林道に入ります。ここから
薬師までは、ごく一般的な鳥が観
察できます。メジロ・シジュウカ
ラ・エナガの混群に出会う事もあ
るし、ヤマガラやオナガの他カケ
スも観られます。冬はアオジやル
リビタキに会うことも出来ます。 
日向薬師は建立 716 年で歴史も
古く、幡かけ杉（宝城坊の二本

コースタイム ４～５時間 
地形図：1:25,000 厚木 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

杉）が有り、樹齢 800 年で足利基氏が幡を
かけ、平和と幸せ五穀の豊かな実りを祈っ
たといいます。ここには重要文化財を収め
た収蔵庫・本堂・鐘楼が有り、本堂の板壁
に無数の穴があり、ムササビの仕業だと言
われています。参道の杉の木に散見される
穴は、ムササビのねぐらになっています。 
日向薬師から再び薬師林道に出て七沢温
泉方面へ見晴台に向かうと、カラ類の混群
や冬の時期はヒタキに会えるでしょう。夏
はオオルリ・クロツグミが期待出来ます。
見晴台では特に上空のノスリ・ハイタカ・
オオタカ等のタカの出現に注意しましょ
う。過去にはウソやマヒワの群れやガンの
編隊が北側の稜線を飛んだ事もあります。
夏期はあまり期待出来ないが、春秋の渡り
の時期は終日いても飽きない場所です。 
昼食をとったら再び林道を七沢温泉方面
へ、途中数個所湧き水があり、夏場はのど

日向林道 
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観察できた鳥 
アオゲラ・アオジ・アオバト・アカゲラ・アマツバメ・イカル・イワツバメ・ウグイス・エナガ・オオタカ・

オオルリ・オナガ・カケス・カワウ・カワラヒワ・キジ・キジバト・キセキレイ・キビタキ・クロツグミ・コ

ゲラ・コジュケイ・コマドリ・サシバ・シジュウカラ・シメ・スズメ・セグロセキレイ・センダイムシクイ・

タヒバリ・チョウゲンボウ・ツグミ・ツバメ・トビ・トラツグミ・ノスリ・ハイタカ・ハクセキレイ・ハシブ

トガラス・ハシボソガラス・ハチクマ・ヒガラ・ヒヨドリ・ヒバリ・ヒメアマツバメ・ホオジロ・マヒワ・ミ

ソサザイ・ムクドリ・メジロ・モズ・ヤブサメ・ヤマガラ 

・行き 小田急線伊勢原下車 神奈川中央交通バス 日向薬師行き終点下車

・帰り 神奈川中央交通バス 神奈川リハビリセンタ－ 伊勢原／愛甲石田

／本厚木バスセンタ－／本厚木駅行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

を潤すのに最適です。多々良の分岐点を順
礼峠方面へ大竹沢を進みます。砂防ダムの
草原では、カワラヒワ・ホオジロ・キセキ
レイ・カシラダカ等が観察出来ます。少し
進むと下流から護岸工事が進みつつあり、
鳥は余り期待出来ません。無名橋を右折し

て自然保護センタ－へと向います。 
そこからリハビリセンタ－の池でカモの
観察をして、バス停へ向います。 

（上野宗弘）
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14.大山阿夫利神社（神奈川県中部） 
相模平野の何処からでも見える大山は、
別名雨降山とも呼ばれています。登山・ハ
イキング・観光や大山参りでも有名です
が、探鳥を楽しむ場所としても適していま
す。 
ここでは大山バス終点から阿夫利神社・
見晴らし台までのコ－スを紹介します。小
田急伊勢原駅北口のバス乗り場から大山ケ
－ブル行きに乗り（約 30 分）終点で降り
ます。 
そこから正面の石段の道（参道）を避け
て左側の車道を大山川沿いに行きます。こ
の当たりではハクセキレイ・キセキレイ・
キジバト・ヒヨドリ等が見られます。車道
の行き止まりになる少し手前で右折し、一
旦参道に出て大山川を渡る橋に来たら、右
側の元滝や下流を注意、以前この場所でカ
ワガラスが採餌していた事があります。（右
前方は大山ケ－ブルカ－の追分駅で、ケ－
ブルカ－を利用すると下社まで６分行け
る）さらに登って行くと八意思兼神社（追
分神社）が有ります。 
左側へゆるく石段の断続する女坂。昼な
お暗い自然林のなかを弘法大師
の爪彫り地蔵をはじめ、これか
ら向かう大山不動にまつわる
数々の石仏や句碑が点在するの
で、人が多くて鳥に会えなくて
も退屈しなくてすみます。大山
寺でトイレ休憩、この当たりで
は春ならばミソサザイ・ヤブサ
メ・オオルリなどの囀りが聞こ
えます。ヒガラ・コルリ（最近
はまれ）の声も聴けます。さら
に登って行くと男坂に合流しま
す。 
いっぽう右に見える急勾配の
石段を登る男坂を登るも良し、
大山の山頂を目指す人には最適

コースタイム ４～５時間 
地形図：1:25,000 大山 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

です。 
合流してからさらに登ると阿夫利神社下
社に着きます。ここでトイレ休憩をし、茶
店で美味しいものを食べるのも良し、神社
を参拝するのも良し、振り返って展望を楽
しむのも良いでしょう。夏はカッコウやホ
トトギス・クロツグミの声を楽しむ事が出
来ます。 
茶店の左横の石段を下り見晴台を目指し
ます。高低差 90m の登り下りの道です。
樹間をコゲラ・アオゲラが移動し、カラの
混群にも会えます。また草むらからはホオ
ジロ・ヤブサメの声、冬はアカゲラやウソ
にも会えます。途中、二重滝付近の水場で
は、シジュウカラ達の水浴びを目にするこ
ともでき、ミソサザイの囀りを聞くのもこ
の当たりです。見晴台は、別名雷ノ峰とも
呼ばれ夏は雷が発生しやすい地点なので注
意が必要です。夏は、遠くからジュウイ
チ・ツツドリ・アオバトの声が聞こえて来
ます。またベンチで昼食を取りながら北側
の傾斜面を注意して見ているとシカの親子
が見られる事もあります。 

大山阿夫利神社（下社） 
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観察できた鳥 
ゴイサギ・コサギ・アオサギ・トビ・ノスリ・オオタカ・ハイタカ・ツミ・チョウゲンボウ・コジュケイ・キ

ジ・キジバト・アオバト・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・ジュウイチ・ヒメアマツバメ・アマツバメ・カ

ワセミ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・イワツバメ・ツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・ビンズイ・サン

ショウクイ・ヒヨドリ・モズ・カワガラス・コルリ・ジョウビタキ・ルリビタキ・マミジロ・トラツグミ・ア

カハラ・クロツグミ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・ヤブサメ・キクイタダキ・センダイムシクイ・キビタ

キ・オオルリ・サンコウチョウ・コガラ・ヒガラ・シジュウカラ・ヤマガラ・エナガ・メジロ・ホオジロ・ア

オジ・カワラヒワ・マヒワ・アトリ・ウソ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシブトガ

ラス・ハシブトガラス 

・小田急線伊勢原下車 神奈川中央交通バス 大山ケーブル駅行き終点下車

・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

それぞれの標高は、大山バス停 320m、
大山不動尊 500m、下社 680m、見晴台
770m と高低差もかなりあり、靴はせめて
軽登山靴で水筒と弁当は必要、夏は暑さ、
冬は防寒の対策、雨への準備も必要です。
帰りは、来たコ－スを逆に戻っても良い
し、尾根筋を石地蔵まで下りそこから九十
九曲がりを一気に下り日向薬師に向かって
も良いでしょう。このコ－スは、針葉樹が
多くカケスの声が、夏だとトラツグミの声
にも期待できます。 

この他に大山バス停より手前の大山小学
校前で下車して、新玉橋を渡り、さらに直
進して土産物屋の前を通り阿夫利林道を経
由して大山不動尊に行くコ－スもありま
す。 
コ－スの全長は約 6km、高低差 480m、

11 月－３月頃までの小春日和に歩くと、マ
ヒワやアトリの群やウソ・ルリビタキに出
会うことができます。    (上野宗弘)
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15.高麗山・花水川（神奈川県中部） 

高麗山は相模湾沿いのほぼ中央部にある
山で、その東側には花水川が流れていま
す。奈良時代に朝鮮半島の高句麗が滅ぼさ
れ、日本に難を逃れた高麗一族がこの付近
に住みつき高度な文化をもたらしました。
以来、高麗一族の名前と国から高麗山と呼
ばれるようになりました。 
ＪＲ平塚駅から市民病院行きのバスに乗
り終点で降ります。桜並木の綺麗な道を５
分程歩くと花水川です。中州にはゴイサ
ギ・アオサギ・ダイサギなどが群れ、バン
が泳いでいます。コガモ・マガモ・ユリカ
モメ・アカハラ・ツグミ・シメ・イカル・
ジョウビタキなど冬の川原は賑かです。カ
ワセミもいます。川沿いに歩いて一時間で
高麗神社です。 
昨年の冬には、この辺でイカルが 80～

150 羽群れていました。神社の裏手から登
り始めますが、頂上までは 30 分足らずで
す。東天照回りで登ってみましょう。比較
的静かで途中に見晴し台も有ります。 
高麗山は、スダジイ、タブノキ、ネズミ
モチ、ヤブツバキ、アオキなどの常緑樹が
豊富で、神奈川県指定天然記念物となって
います。冬はシロハラ、クロジ、ルリビタ
キなどに出会え、夏の尾根ではアオバトの
声が聞こえます。 
一年を通じヒヨドリ・メジロ・シジュウ
カラ・ヤマガラ・エナガ・アオゲラなどが
います。季節としては秋から春先までがお
勧めですが、夏は照ヶ崎まで行ってみま
しょう。海水を飲むアオバトの群れが見ら
れます。集団でやってきて岩場の海水をゴ
クゴクと飲んで行きます。 

所要時間 ４時間 
地形図：1:25,000 平塚 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

花水川から高麗

山を望む 
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観察できた鳥 
カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・ササゴイ・ダイサギ・チュウサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・

コガモ・ヒドリガモ・トビ・ノスリ・チョウゲンボウ・コジュケイ・キジ・クイナ・バン・イカルチドリ・イ

ソシギ・タシギ・ユリカモメ・セグロカモメ・ウミネコ・キジバト・アオバト・カワセミ・アオゲラ・コゲ

ラ・ツバメ・コシアカツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・

ルリビタキ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・オオヨシキリ・センダイム

シクイ・キビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・クロジ・ア

トリ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・ＪＲ東海道線平塚駅下車 神奈川中央交通バス 市民病院行き 終点下車

・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

高麗山三峰の東天照、大堂、八俵山を越
えたら、北斜面を降りて花水川に出ます。
行きと反対側の岸を歩いて出発点に戻りま
す。全行程ゆっくり歩いても４時間位です

が、水辺の鳥と山の鳥を両方見ることがで
きる探鳥コースです。     (原一利)
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16.弘法山公園（神奈川県中部） 

弘法山は、秦野の南東部に位置し、県立
自然公園として家族連れや初心者向けのハ
イキング地として人気のある低山です。
コースも、小田急線鶴巻温泉駅や東海大学
前駅などからたくさんありますが、今回は
秦野駅から水無川沿いに歩き権現山から弘
法山、吾妻山をたどり、鶴巻温泉駅にぬけ
るコースを紹介しましょう。 
秦野駅に降り立つと丹沢連峰を背景に水
無川が流れており、セキレイやサギの仲間
が観察されます。夏には上空をツバメに混
じってコシアカツバメやイワツバメが飛び
交っているのが見られます。また、運が良
ければイソヒヨドリに会えるポイントでも
あります。しかし、車の往来が激しい車道
ですのでくれぐれもルールを守って観察し
ましょう。 
河原町交差点を越え弘法橋を渡ると「弘
法山公園入口」の大きな立て看板が目に付

きます。ここからはいっきに急坂となりま
すので、カラ類を探しながらゆっくり登り
ましょう。ひと汗かくころには展望も開け
東屋やベンチも整備されている浅間山とな
ります。 
渋沢丘陵や秦野盆地を確認しながら一服
するには格好の場所と言えます。あとはも
うひと登りで権現山の山頂です。山頂は広
場になっていてその一角には野鳥のための
水場が作られており、シジュウカラやメジ
ロ、エナガなどが次々に水浴びに訪れま
す。 
春、秋の渡りの時期にはキビタキやオオ
ルリ、それにヒタキ類も加わり絶好の観察
ポイントとなりますので、昼食を兼ねて充
分に時間を取りたい場所です。またここ
は、21 世紀の幕開けとともにオープンした
八角堂の２階建て展望台や散策デッキ、ト
イレなど設備も充実しています。 

コースタイム：５時間 
秦野駅～河原町交差点～浅間山～権現山～弘法山～吾妻山～鶴巻温泉駅 

地形図：1:25,000 秦野、伊勢原 案内図：丹沢（昭文社）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

権現山の水場に立ち寄った 
エゾビタキ 
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観察できた鳥（1999 年 5 月～2000 年 12 月の記録から抜粋） 
コサギ・アオサギ・ゴイサギ・マガモ・キアシシギ・カルガモ・コガモ・ユリカモメ・イカルチドリ・イソシ

ギ・イソヒヨドリ・ビンズイ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・シメ・ウソ・ルリビタキ・ツグミ・キク

イタダキ・ヒガラ・カシラダカ・アオジ・トビ・ハイタカ・ノスリ・サシバ・オオタカ・チョウゲンボウ・コ

ジュケイ・キジ・キジバト・アオバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・ツバメ・コシアカツバメ・イワツバ

メ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・キビタキ・オオルリ・エゾビ

タキ・コサメビタキ・サメビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカ

ル・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・アカゲラ・アオゲラ・コゲラ・

サンショウクイ・ホトトギス・ミソサザイ・クロツグミ・ヤブサメ・サンコウチョウ・ミヤマホオジロ 

小田急線秦野駅下車 徒歩 

権現山から平坦な尾根づたいに 10 分ほ
ど歩けば弘法山の山頂となります。ここを
つなぐ馬場道は昔から千本桜として知られ
ており、4 月上旬には桜祭りで賑わいま
す。遠くは三浦半島や江ノ島が望める展望
の開けた場所からは、夏にはサシバ、冬に
はノスリが良く見られます。弘法山々頂に
は鐘楼と大師堂があり、6 月には大師堂裏

の桧林から「ツキヒホシ・ホイホイホイ」
と、サンコウチョウのさえずる声が聞かれ
る事もあります。 
もうここまで来ればほとんどの鳥も出揃
いますので、あとは足元に気を付けながら
緩やに高度を下げて吾妻山で休憩です。こ
こから 30 分も下れば小田急線鶴巻温泉駅
に出ます。        （浅川久子） 
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17.渋沢丘陵（神奈川県西部） 

震生湖、頭高山などで渋沢丘陵は既によ
く知られていますが、今回は、頭高山の東
南に位置する峠に行ってみましょう。 
バスは自由乗降なので声をかけ、ハイキ
ングコース入り口で降ります。急坂を一気
に登れば表丹沢と盆地が眺め渡せます。雑
木とスギのほの暗いコースは冬であればル
リビタキ、若葉のころならキビタキ。右折
してトンネル上の舗装道路にでると箱根の
山々を遠景に、林と畑がパッチ状に入り組
んだ典型的な里山の風景が眺められます。
配水場の先で右折、竹やぶのトンネルや
畑の間をツグミ、ホオジロ、ジョウビタキ
など見ながら進むと、左に登るコンクリー
トの細道があるので登ってみましょう。箱
根、金時、矢倉、表丹沢の一部が眺めら
れ、ワシタカの飛ぶのが望めます。 
元に戻って道なりに曲り、トトロの木

（スダジイ）、墓地わきの幅１ｍ位の小道を

突き抜けると小さな丘のふもとです。左折
して、落葉でいっぱいの竹やぶにそった道
をゆるやかな登りで進めば、そこは時間の
流れもゆったりとした別世界。何のへんて
つもない畑と雑木林が広がるこの丘が今日
のメインです。アズマネザサの繁った林で
は決して出会うことのない花がひっそりと
咲く、懐かしい林のたたずまいです。 
ここ峠の集落には、心を込めて林や土と
向き合う暮らしがまだ僅かにのこされてい
るのでしょう。クスノキのむこうのガード
レールにそって下ればさきほど登った地点
に戻ります。 
半日の観察であれば集落の中を右に

400m ほどで峠バス停です。ゆっくり出来
るならば、左、小さな流れに沿って休耕田
の中の小道を行くと、山の根を沢ぞいに丸
太橋を渡り静かな鉱山廃坑跡です。戻って
畑の中程、轍の跡を行くとコンクリートの

コースタイム 
コース入口－（50 分）－別世界入口－（20 分）－出口－（20 分）－鉱山跡－（25 分）－車道－

（20 分）－頭高山分岐 
案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

渋沢丘陵 
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観察できた鳥 
1999 年 12 月 20 日 
カケス・ノスリ・ルリビタキ・エナガ・オオタカ・ウグイス・ジョウビタキ・ホオジロ・モズ・アオジ・シロ

ハラ・アカゲラ・メジロ・ツグミ・キジバト・ヤマガラ・スズメ・オナガ・チョウゲンボウ・ハシブトガラ

ス・ヒヨドリ 
2000 年 2 月 1 日 
モズ・ヒヨドリ・キジバト・ホオジロ・アオジ・ツグミ・シメ・ジョウビタキ・カワラヒワ・ルリビタキ・ハ

シボソガラス・ウグイス・シジュウカラ・エナガ・コゲラ・ヤマガラ・ノスリ・トビ・アオゲラ・オオタカ・

メジロ・マヒワ・カシラダカ・ミヤマホオジロ・イカル・シロハラ・カケス 
過去のデータ（1999 年 2 月～2000 年 1 月） 
トラツグミ・ビンズイ・コジュケイ・フクロウ・ウソ・ムクドリ・セグロセキレイ・ハクセキレイ・コサギ・

ムクドリ・キセキレイ・ツバメ・キジ・カワセミ・オオルリ・イワツバメ・ガビチョウ・センダイムシタイ・

クロツグミ・ヤプサメ・ツツドリ・サンショウクイ・キビタキ・アオバト・ヒバリ・ホトトギス・サンコウ

チョウ・オナガ・アカショウビン・アオバズク・アマツバメ・ハチクマ・アオサギ・カルガモ・エゾビタキ・

ヤマドリ・サシバ・コシアカツバメ・アトリ・ハヤプサ・ヒガラ・ヒメアマツバメ・ゴジュウカラ・ソウシ

チョウ 

・小田急線渋沢駅下車 神奈川中央交通バス 峠行き 途中ハイキングコー

ス入り口で下車（運転手に声を掛け）。終点（峠）まで行っても良い。 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

細通が斜面上の車道に通じてい
ます。更に上の斜面を舗装農道
で登りきり、右に行くと頭高山
分岐を経て朝の「典型的な里山
の風景」地点です。 
頭高山分岐を選んでも朝の
コースを選んでも渋沢駅までは
同じくらいでしょう。雄大な風
景が色々なポイントから望むこ
とができ、里山の多様な良さを
しみじみと味わえるこのコー
ス、おすすめは晩秋から６月こ
ろまでです。  （日置乃武子） 
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18.
やどろぎ

寄 （神奈川県西部） 

寄は、西丹沢東部の山麓にひろがり、丹
沢を源とする清流中津川・自然豊かな緑・
野鳥の観察をしながらちょっとしたハイキ
ングを楽しめる所です。 
小田急線新松田駅前から寄行きのバス
で、揺られること約 30 分、終点の寄に到
着します。バスを降りたところに自然休暇
村管理センターが有るので、立ち寄って
色々な情報を得ることが出来ます。 
探鳥コ－スに使用可能なトイレは、バス
終点の南側に隣接する“みやま運動公園”
内、“寄テニスコ－ト”そば、“寄大橋”の
たもとの３カ所です。 
また帰りのバスの時刻は、季節により運
行時刻が変わるので出発前に確認しておく
のが賢明です。ここからコ－スの折り返し
地点迄約４km、高低差約 120m の緩やか
な登り勾配で、道路は全部舗装されている
ので運動靴でも良いが出来れば軽登山靴が
いいです。寄大橋までは、車道を歩くので
車には注意が必要です。特に
キャンプや釣りのシ－ズンは
路上駐車が多いので充分注意
して下さい。 
コ－スの途中には雨宿りす
る場所が無いので雨具の用意
を忘れないこと。また飲料水
の補給場所も無いので特に夏
場のカンカン照りの時は、猛
暑の対策と水筒は欠かせませ
ん。ジュ－スの自動販売器は
清流荘の１カ所のみです。 
出発点の大寺橋の付近、川
岸にはハクセキレイやキセキ

コースタイム ３～４時間 
地形図：1:25,000 秦野 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

レイ、対岸の木々の間や草原では、ホオジ
ロ・カワラヒワが見られ、ときにはメジ
ロ・シジュウカラ・オナガの混群に出会え
ます。進行方向右側には畑が少しの間続
き、冬場はヒバリ・アオジ・カシラダカ等
が観察できます。通年ではスズメ・キジバ
ト・ヒヨドリ・ムクドリ・ハシブトカラ
ス・ハシボソカラスが見られます。 
出発地点から約 800m 進むと、進行方向
右から新梨沢が流れ込んでいる場所が有
り、このあたりではカワセミやキセキレイ
に出会う事も出来ます。稲郷沢と中津川の
合流地点にあたる大きく曲がっている場所
の河原では、カワガラス・コサギ・アオサ
ギ・ヤマセミに注意。 
ここから少し上流の崖下の樹間や草むら
からは、ウグイスやミソサザイの声も聞か
れます。特に清流荘付近では、ミソサザイ
が繁殖している可能性があります。ここか
ら秦野峠林道が始まり、杉ノ沢出合を右に

寄大橋
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観察できた鳥（1998 年 10 月～から 2000 年 9 月） 
カルガモ・コサギ,ダイサギ,アオサギ,クマタカ,トビ,ノスリ,オオタカ,ハイタカ,ツミ,チョウゲンボウ・コジュケ

イ・キジ・キジバト・アオバト・カッコウ・ツツドリ・アマツバメ・カワセミ・アオゲラ・アカゲラ・コゲ

ラ・イワツバメ・ツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モズ・カワガ

ラス・ジョウビタキ・ルリビタキ・クロツグミ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・オオルリ・ヒガラ・シジュウ

カラ・ヤマガラ・エナガ・メジロ・ホオジロ・ホオアカ・アオジ・カワラヒワ・マヒワ・イカル・シメ・スズ

メ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・小田急線新松田／ＪＲ御殿場線松田駅下車 富士急行バス 寄行き 終点

下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

行くと三廻部（みくるべ）林道
に、寄大橋を左に曲がると秦野峠
に行けます。寄大橋の袂には、ひ
かん桜が数本有り秋には可憐な淡
いピンクの花を楽しむこともでき
ます。 
ここから更に直進するとキャン
プ場の跡地に入り、冬場このあた
りの山の傾斜面では、シロハラ・
ジョウビタキ・ルリビタキ等の声
を耳に出来ます。樹間をコゲラが
忙しく餌を探しているのに出会え
るのもこのあたりです。 
さらに進んでウシロ沢の流れを
越えるあたりが折り返し地点とな
ります。この付近でゆっくり昼食
を取り、あたりに注意をしている
とアオゲラ・アカゲラを観察でき
ることも出来ます。たまには上空
にも注意して下さい、トビ・クマ
タカ・オオタカ・ノスリ・ハイタ
カなどの猛禽類を観察する事が出
来ます。 
寄からはハイキングコ－スや登
山コ－スも多く、帰りのバスは何
時も込むので 30 分位は待つ積り
で早めにバス停へ向かいましょ
う。 

春休み･夏休み・ゴ－ルデンウイ－ク等の土日
は、キャンプや釣りを愉しむ人たちが多いので、探
鳥するにはその時期を避けると沢山の鳥に会う事が
出来ます。                       （上野宗弘）
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19.酒匂川中流（神奈川県西部） 

酒匂川は、谷峨付近を分水嶺にして神奈
川県西部の山北町・開成町・小田原市など
を通って途中狩川と合流し相模湾に注ぐ
20km 程度の川で、県内の大きな川では一
番自然が残っている河川と言えます。 
小田急線栢山駅を降りて改札を出たとき
からバードウォッチングが始まります。初
夏は駅舎でツバメが子育てをしています。
1999年はコシアカツバメも繁殖しました。
駅前の電柱にコサギが止まっていたり、上
空をセグロセキレイやチョウゲンボウが通
り過ぎたりします。駅が酒匂川と狩川に挟
まれていて、二つの川を行き来しているた
めでしょう。 
駅から東へ７～８分足らずで報徳橋に着
きます。右岸を遡りながら川・中洲・上
空・土手など耳を澄まして四方八方に目を

配りましょう。上空ではヒメアマツバメが
乱舞しています。また越冬ツバメが飛んで
いるかもしれません。夏はササゴイ・セッ
カ・行行子行行子とにぎやかに鳴くオオヨ
シキリ、そしてコアジサシのふわふわと涼
しげに飛ぶ姿や華麗なダイビングなどが見
られるでしょう。 
土手の方に目をやれば冬はビンズイ・タ
ヒバリ・モズ・ジョウビタキ・アオジなど
たくさんの鳥に出会うことができます。中
洲ではイカルチドリが砂利の模様に溶け込
むようにじっとしています。イソシギが水
面近くをすーっと飛んできて尾羽をピョコ
ピョコやっているでしょう。 
開成町吉田島と言っても島ではありませ
ん。この堰の下流側は、冬はカワアイサ、
夏はアマサギや目先が緑青色に変わったダ

所要時間：４～６時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

酒匂川から丹沢山塊を

望む 
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小田急線栢山駅下車 徒歩 

イサギが見られるでしょう。堰の
上流側では、冬はマガモやコガモ
などたくさんのカモやカイツブリ
が集っています。この堰の西側
500m に開成駅があります。近く
に県内で数少ないサギのコロニー
があります。物足りない人は、さ
らに遡って足柄大橋をくぐり、十
文字橋を渡って新松田まで歩くの
も良いでしょう。 
なお、６月のアユ釣り解禁の時
期は避けた方が良いでしょう。 

（倉川典夫）

観察できた鳥 
2000.2.6 神奈川支部探鳥会（43 種） 
カイツブリ・カワウ・ダイサギ・アオサギ・コハクチョウ・オカヨシガモ・カワアイサ・ミサゴ・オオタカ・

ユリカモメ・ヒメアマツバメ・カワセミ・ビンズイ・タヒバリ・ジョウビタキ・カシラダカ・シメなど 
1999.5.30 神奈川支部探鳥会（36 種） 
カイツブリ・ゴイサギ・ササゴイ・アマサギ・ダイサギ・アオサギ・オオタカ・キアシシギ・コアジサシ・ヒ

メアマツバメ・カワセミ・コシアカツバメ・イワツバメ・オオヨシキリ・セッカなど 
1999.3.7 神奈川支部探鳥会（32 種） 
カワウ・ダイサギ・アオサギ・カワアイサ・クイナ・セグロカモメ・ヒメアマツバメ・カワセミ・ジョウビタ

キ・アオジなど 
1998.12.20 ふれあい探鳥会（42 種） 

カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・アオサギ・カワアイサ♀３・ハイタカ・ハヤブサ・チョウゲンボ

ウ・アマツバメ・ヒメアマツバメ・カワセミ・ビンズイ・タヒバリ・モズ・ジョウビタキなど 
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20.丹沢湖（神奈川県西部） 

丹沢湖は冬が良い。特に丹沢の山々が白
く染まり、湖畔にも白いものが残って湖面
から吹き付ける冷たい風が耐えがたいぐら
いの時期が鳥影も濃くなり面白い。ただ
し、最近は暖冬ぎみで面白さが半減なのは
寂しい限りです。 
丹沢湖での観察ルートは２コースが考え
られます。1 のコースは丹沢湖バス停起点
に世附川橋の往復と、もうひとつのコース
はバス停起点の丹沢森林館経由、玄倉川橋
の往復です。２のコースも面白いが車道を
歩く個所が多く交通量も増えてきて落ち着
いて観察しにくいという欠点があります。
２つのコースともやはり目玉はヤマセミで
す。ここで初めて観察できたという人は数
しれません、暖冬気味の今般でも個体数の
多いのは変わらないようです。 
今回は世附コースを紹介いたします。 

“丹沢湖バス停→記念館→駐車場→三保ダム
サイト→世附大橋→世附川橋” 
復路は同じコースを戻ります。トイレは
駐車場と世附川橋の近くにあります。 
ここの魅力はヤマセミの他にオシドリや
ベニマシコ、カモ類やたま

．．
にカワアイサを

観察できることです。コースの３分の２が
歩道と自転車専用道路のため観察しやすい
ことがあげられます。 
バス停を降り、さっそくメジロやシジュ
ウカラを観察しながら、駐車場脇の公衆ト
イレに寄ります。周辺でアオジが見られま
す。道路を渡り帰りに利用するバス停の裏
から遊歩道に入ります。ヤマガラ、エナ
ガ、ウグイス、湖面に近い斜面林でホオジ
ロやカシラダカを観察しながら、記念館裏
に向かいます。湖面でカワセミを探しなが

ら先ほどのトイレまで一周します。ダムサ
イトに出てセキレイ類を探しながら、タヒ
バリやイソシギを観察します。ダムの下の
川でダイサギが観察でき、ヤマセミも運が
良ければ観察できます。ダムサイトから湖
面を観察してみましょう、湖面の「浮き」
の上にマガモ、カルガモそしてオシドリが
数羽混じっていることがあります。 
ダムサイトから自転車専用道路の柵を越
えます。道路の欄干にジョウビタキがいま
す。欄干から湖面を見るとキンクロハジロ
の集団が観察できます、中にキンクロハジ
ロではないものも混じることがあるので良
く観察してみましょう。斜面林にはルリビ
タキ、ヒガラ、そして、カヤクグリが観察
でき、先に進みます。道路と湖面の間の広
い藪の中からベニマシコの地鳴きが聞こえ
てきます。頑張って探してみましょう。 
さあそろそろ、オシドリのポイントで
す。対岸の落合トンネル下の湖岸をフィー

コースタイム ５時間 
丹沢湖バス停～記念館～駐車場～三保ダムサイト～世附大橋～世附川橋 
復路は同じコースを戻る。 
地形図：1:25,000 山北 案内図：丹沢（昭文社）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

丹沢湖でよく見られるヤマセミ 
絵：清水道夫
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・小田急線新松田駅／ＪＲ御殿場線松田駅 下車 富士急行バス 西丹沢行

き丹沢湖下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117参照 

ルドスコープで探してみましょう。多数の
オシドリが観察できるはずです。カワアイ
サの観察されたポイントもこの湖面付近で
す。世附大橋まではシロハラやウソも探し
てみましょう。時によってはマヒワの大群
やハギマシコも観察されています。大橋の
トンネルの手前と出口もポイントです、カ
ラの混群に出会えるかもしれません。世附
川橋までは対岸が近く、ヤマセミが見やす

観察できた鳥 
2000.2.27（ふれあい）探鳥会の記録（33 種） 
アオサギ・マガモ・ノスリ・ヤマセミ・ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・コガ

ラ・アオジ・ベニマシコ・ウソなど 
1999.2.21（ふれあい）探鳥会の記録（30 種） 
アオサギ・マガモ・オシドリ・ヤマセミ・タヒバリ・カヤクグリ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・カシラダ

カ・アオジ・ベニマシコ・ウソなど 
1997.1.19（ふれあい）探鳥会の記録（42 種） 
カイツブリ・オシドリ・マガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・カワアイサ・ノス

リ・ヤマドリ・カワセミ・アオゲラ・カワガラス・イワヒバリ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・ベ

ニマシコ・ウソなど  

い場所となります。湖上に張られた電線に
注意しましょう、良くヤマセミが止まって
います。 
世附ロッジの周辺も観察ポイントとなっ
ています。イカルやカラ類、カシラダカな
ど。昼食もこのあたりで済ませます。 
復路は同じ道を帰ります。往路で観察で
きなかった新しい発見を期待しましょう。
対岸の道は交通量が多いのと、逆光のため
観察には不向きです。   （小林 力）

永歳橋 
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21.２１世紀の森（神奈川県西部） 

21 世紀の森は、静岡県境に近く神奈川県
足柄町矢倉岳北側につづく小高い丘陵にあ
ります。ここは 107ha の広大な森で、中に
は資料展示室のある森林館と木工工芸セン
ターがあります。 
アクセスは、小田急新松田駅より富士急
行バスで「山北経由内山行き」に乗車し終
点の内山まで行くか、ＪＲ御殿場線山北駅
より同じく富士急行バス「山北経由内山行
き」終点の内山で下車する方法があります。
（バスの便は 1 日 4 本位しかありませんの
で事前に調べておきましょう。平日と土休
日の時間が違います、ご注意ください） 
終点の内山バス停前の小学校を背に川沿
いを登って行くと、間もなく森の周りから
カラ類の声が聞こえてくるでしょう。運が
よければ、初夏には左右の杉林でサンコウ
チョウが見られるでしょう。川沿いでは、
オオルリやカワセミに出会う事もありま

す。歩き始めて１時間くらいで森林館に着
きます。（無料駐車場があります。） 
ここより登るコースは幾つかありますが
天然の森コースではホオジロ､キビタキなど
の小鳥類が迎えてくれます。野草の種類も
多くいろいろと楽しませてくれることで
しょう。セントラル広場では、地上に降り
採餌している小鳥達に遭うことでしょう。 
遠くの山からクロツグミの声も聞こえま
す。舗装道路を下ってくると森林館に戻り
ます。時間があれば森林館を覗くのも良い
でしょう。 
秋の渡りのシーズンにはワシタカの渡り
に出会う事もあります。晴れた日の午前中
に東の方から西方向（万葉公園の方向）へ
続けて 100 羽位渡っていくのを確認しまし
た。           （小椋夏美） 

コースタイム 
内山バス停－（60 分）－森林館－（50 分）－セントラル広場－（20 分）－野鳥の森 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

２１世紀の森 
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・小田急線新松田駅下車 富士急行バス 山北経由内山行き 終点下車 
・ＪＲ御殿場線山北駅 富士急行バス 山北経由内山行き 終点下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

観察できた鳥 
1992.2.20（24 種） 
ホオジロ・ジョウビタキ・ハイタカ・ヤマガラ・メジロ・ビンズイ・ウソ・シメ・アカゲラ・シロハラ・ルリ

ヒビタキ・イカル・ジョウビタキ・スズメ・ヒヨドリなど 
1999.6.10（24 種） 
ノスリ・ツミ・クロツグミ・アカゲラ・アオゲラ・キクイタダキ・キビタキ・サンコウチョウ・オオルリ・ア

オジ・シジュウカラ・メジロ・カケス・コゲラ・ヒヨドリ・ウグイス・キジバト・ハシブトガラス・ハシボソ

ガラス・ツバメ・ヒヨドリなど 
1999.10.2（33 種） 
ハチクマ・サシバ・ノスリ・オオタカ・チゴハヤブサ・アマツバメ・エゾビタキ・キビタキ・キセキレイ・カ

ワウ・カルガモ・トビ・コジュケイ・キジバト・アオバト・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・イワツバメ・ウ

グイス・エナガ・ヤマガラ・シジョウカラ・メシジロ・ホオジロ・イカル・スズメ・カケス・ハシブトガラ

ス・ムクドリ・ルリビタキ・ヒヨドリなど 



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 

 54

 
22.箱根 仙石原（神奈川県西部） 
 ＪＲ小田原駅海側改札口から箱根登山鉄
道バス桃源台行きで約１時間、白百合台で
下車します。バス停前の箱根ビジターセン
ターでトイレを借り、箱根の自然情報を入
手すると良いでしょう。 
仙石原コースは、中央火口丘と外輪山に
囲まれたのどかなカルデラ平原の縁を歩く
散策路です。相模湾からの湿った風は、箱
根に年間 150 日・3000mm(横浜の２倍)の
雨を降らせ、特に仙石原は外輪山の急な山
壁を空気が上昇し、霧や雨が発生しやすく、
「仙石原だけが降っている」と言う現象が多
い所です。この多雨と濃霧が仙石原の湿原
を形成し、高原のさまざまな野鳥や草花の
季節変化を楽しませてくれます。 
特にスミレはこのコースだけで 15 種も
あると言われています。ビジターセンター
から芦ノ湖畔・キャンプ場・早川口・耕牧
舎跡･展望台・温湯を経て湿生花園に至る、
高低差もほとんど無く緩やかな下りで、「歩
くだけなら約２時間」「鳥を見ながら約４時
間」の歩きやすいハイキングコースです。
ビジターセンター園内の開けた樹林から

探鳥は始まります。芝生の斜面が
湖畔近くまで続き、芦ノ湖・三国
山が展望できます。芦ﾉ湖畔に下り
桃源台北側の樹林帯から県営キャ
ンプ場を抜け、早川口の水門を渡
り、箱根湖畔ＧＣクラブハウス手
前から早川沿いの「仙石原自然探
勝路」に入ります。 
ここまでが前半の探鳥ハイライ
トで、園内には「草原の鳥」、湖畔
は「水鳥」、樹林帯はアオゲラ・ア
カゲラ・シロハラ等多くの鳥達と
の出会いの場となります。 
早川沿いの探勝路に入ると水辺
と樹林の鳥が中心となります。こ

コースタイム 
箱根ビジターセンター－（1 時間）－仙石原自然探勝路入口－（1 時間）－耕牧舎跡－（1 時間）

－温湯－（1 時間）－湿生花園前 
地形図：1:25,000 箱根 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

こは鳥だけでなく足もとの草花にも充分注
意をしながら進んでいただきたい。道の左
右が針葉樹で暗くなり、鳥も花も少なく
なったら先を急ぎましょう。 
暗い針葉樹林帯をしばらく進むと開けた
芝生に出ます。この辺は先の笹原も含めて
鳥影が遠くなり「鳥の囀り」を楽しみなが
ら進むと間もなく中間地点の耕牧舎跡、こ
こで一息入れるか昼食にすると良いでしょ
う。芝生から耕牧舎跡までが中間のハイラ
イトでキジ・トラツグミ・クロツグミ・ホ
トトギス・カッコウ等の声が楽しめます。 
耕牧舎跡を出発したら少し急な登りの針
葉樹林帯を進み展望台に向かいます。展望
台からは広々とした仙石原と大涌谷の噴
煙・神山・駒ヶ岳の中央火口丘が一望でき
ます。更に進み再び早川沿いの小道に出た
らそこが温湯です。小さな池が四つあり、
大涌谷辺りからの地下水と言われており、
水温 20 度前後で冬は湯気が立ち込めてい
ます。ハヤ・フナ・ドジョウが生息してお
り、これらを採餌する鳥の観察に格好の環
境です。 

箱根仙石原 
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ぬるゆ

温湯から浄水センター脇までは後半のハ
イライトでウソ・ベニマシコ・カッコウ・
ノジコ・カワセミ等が見られます、視界の
開けた遊歩道を、上空・梢・川面の鳥影に
充分注意しながら進みましょう。橋を渡り
反転し、浄水センターから別荘地を抜けて

観察できた鳥 
1997.7.20（ガイド作成探鳥）（24 種） 
ヒヨドリ・ハシボソガラス・ウグイス・コゲラ・コジュケイ・ツバメ・セグロセキレイ・ホオジロ・スズメ・

キセキレイ・ノスリ・トビ・シジュウカラ・ヤマガラ・ヒガラ・カッコウ・キジバト・ノジコ・オナガ・クロ
ツグミ・ムクドリ・イワツバメ・メジロ・ハシブトガラス 

1999.2.20（ガイド作成探鳥）（31 種） 
キジ・ヒヨドリ・ハシボソガラス・ウグイス・コゲラ・セグロセキレイ・ホオジロ・スズメ・キセキレイ・シ
ジュウカラ・ヤマガラ・キジバト・オナガ・ムクドリ・ハシブトガラス・イカル・カシラダカ・ツグミ・シロ

ハラ・アオジ・カケス・トラツグミ・ミソサザイ・ジョウビタキ・エナガ・ベニマシコ・ウソ・ルリビタキ・

コガモ・キンクロハジロ・カルガモ 
1999.5.22（ふれあい定例会）（27 種） 
キジ・ヒヨドリ・ハシボソガラス・ウグイス・コゲラ・コジュケイ・セグロセキレイ・ホオジロ・スズメ・キ

セキレイ・シジュウカラ・ヤマガラ・カッコウ・キジバト・ノジコ・ムクドリ・イワツバメ・ハシブトガラ
ス・イカル・エナガ・ハクセキレイ・マガモ・キンクロハジロ・カルガモ・カワラヒワ・ツツドリ・ホトトギ

ス 
1999.10.17（ふれあい定例会）（34 種） 
キジ・ヒヨドリ・ハシボソガラス・ウグイス・コゲラ・ツバメ・セグロセキレイ・ホオジロ・スズメ・キセキ

レイ・トビ・シジュウカラ・ヤマガラ・オナガ・ムクドリ・イワツバメ・メジロ・ハシブトガラス・イカル・

アオジ・カケス・エナガ・マガモ・カルガモ・カワラヒワ・アカゲラ・アオサギ・モズ・オオタカ・カワセ

ミ・アオゲラ・ヒメアマツバメ・アマツバメ・コガモ 

・行き ＪＲ東海道線小田原駅下車 箱根登山鉄道バス 桃源台行き 白百

合台下車 
・帰り 箱根登山鉄道バス 仙石案内所前 小田原行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

コースの終着地点・湿生花園前に出ます。
ここでトイレを借り一息つきます。帰りの
バスは、少し北側に歩いた仙石案内所が、
小田原までの便数が多く便利です。 

（長井健樹・古川耕二）
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23.仏果山・経ヶ岳（神奈川県中部 標高 747 m） 
本厚木駅から半原行きバスに乗り終点の
一つ手前、撚糸組合前で下車するとすぐ前
が半原神社です。神社の左脇の松葉沢に
そって、舗装された道をゆるやかに登りま
す。樫原の集落を過ぎ、杉・檜の植林帯を
たどること約１時間で林道にでます。この
間は里の鳥たち、松葉沢ではセキレイの仲
間も見られるでしょう。 
林道の右脇の階段を上るとここから山道
となりますが、よく整備されていて仏果山
まで一本道です。送電線の下を過ぎると、
樹相は雑木の天然林となり、新緑の頃とも
なれば南からの渡り鳥も加わり、山の鳥た
ちのコーラスが楽しめます。 
仏果山（747m）の頂上には展望台が設
けられ、天気が良ければ、眼下の宮ヶ瀬湖
から丹沢の山なみ、転ずれば房総半島ま
で、360 度の眺望を楽しむことができま
す。 
経ヶ岳へは南に尾根をたどります。初夏

の頃には、左右の谷からオオルリの囀りが
聞こえますが、道が狭いところでは足元に
十分気をつけて下さい。 
約１時間の下りで、半原と煤ヶ谷方面を
結ぶ半原越に出ます。経ヶ岳へは、ここか
ら本日最後の上りです。ゆっくり歩いて、
40 分も頑張れば経ヶ岳（633m）の頂上
で、ここからも表丹沢の景色が眺められま
す。 
経ヶ岳から田代には東に尾根を下りま
す。40 分も歩けば林道に出ますが、右に
50m ほど行き再び植林地帯を下るとまもな
く水場、さらに宮ノ入沢沿いの道をたどる
と、ほどなく半原街道に出て左に下れば
「半僧坊」のバス停が間近です。 
［ワンポイント・アドバイス］ 
本厚木駅から半原行きのバスは新道を通
るセンター経由と旧道経由があり、仏果山
登山にはセンター経由で「愛川ふれあいの
村センター」で下車するほうが 20 分ほど

コースタイム 
撚糸組合前－（1 時間）－仏果山登山口－（20 分）－送電線－（1 時間）－仏果山－（1 時間）－

半原越－（40 分）－経ヶ岳－（1 時間 30 分）－半僧坊バス停 
地形図：1:25,000 上溝・青野原 地図：昭文社 丹沢 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

仏果山   山頂から
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観察できた鳥 
カルガモ・コジュヶイ・キジバト・ツツドリ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒ

ヨドリ・モズ・コルリ・ヤブサメ・ウグイス・センダイムシクイ・オオルリ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマ

ガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・カヶス・オナガ・ハシボソガラス・

ハシブトガラス 
2000 年 3 月 18 日 第 84 回山岳探鳥会 

トビ・ノスリ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・ヒガラ・ヤ

マガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラ

ス・ハシブトガラス 

・行き 小田急本厚木駅 神奈川中央交通バス 半原行き 撚糸組合前下
車 

・帰り 半僧坊バス停 神奈川中央交通バス 本厚木行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

 短縮されます。しかし、本数が少なく、ま
た、松葉沢で水鳥たちにも会えないので旧
道経由のバスの利用をおすすめします。尚、

「半僧坊」のバス停は、旧道と新道の２箇所
あるのでご注意下さい。 

（相田常昭）
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24.辺室山（神奈川県中部 標高 644 m） 
辺室山は、丹沢大山の北、宮ヶ瀬湖にほ
ど近い標高 644m の低山です。宮ヶ瀬湖の
南東端、土山峠から辺室山を経て物見峠を
超え煤ヶ谷へ下るコースは、ゆっくり歩い
ても半日行程。鬱蒼とした広葉樹林の中を
野鳥の声に耳を傾けながら、のんびり歩く
快適なコースです。手頃なハイキングコー
スとして、四季を通じて自然とのふれあい
を楽しむことができますが、ここでは夏鳥
シーズンのコースを簡単にご紹介します。
小田急線本厚木駅から宮ヶ瀬湖行きのバ
スで土山峠下車、バス停から少し戻った所
に登山口があります。出だしはしばらく急
な登りで一気に高度を稼ぐ感じです。整備
された登山道の両側からはウグイス、ヤブ
サメ、センダイムシクイ、イカルなどの囀
りが歩き始めの疲れを癒してくれます。メ
ジロやエナガ、それにカラ類の声も賑やか
です。 

やがて登りも緩やかになり、林の中の静
かな登山道を一息つきながら登っていく
と、すぐ脇の下藪でなにやらガサガサ動く
気配が…。一瞬の緊張に息を殺して音の方
に目をやると、藪の中からこちらも緊張気
味のニホンリスがひょっこり顔を出したり
します。 
遠くにカッコウ、ツツドリ、近くの林で
盛んに囀るキビタキの声に耳を傾けながら
歩を進めると、山頂はもうすぐです。山頂
にほど近い登山道脇の藪の中からはコマド
リの声量のある囀りが聞こえてきます。運
がよければ姿を現すかも…。 
広葉樹に囲まれた山頂で一休みのあと、
一気に物見峠まで降りて昼食。帰りは
“煤ヶ谷方面”の道標を頼りに緩やかな斜面
を下ります。始めは足場が悪く(特に降雪後
は凍結のため)要注意ですが、すぐに整備さ
れた歩きやすい道になります。前半に見聞

コースタイム：５時間 

土山峠バス停－（1 時間）－辺室山－（35 分）－物見峠－（1 時間 5 分）－煤ヶ谷バス停 
地形図：1:25,000 上溝・青野原 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

辺室山への道 
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観察できた鳥 
春（2000 年 4 月 29 日、5 月 8 日） 
カルガモ・コジュヶイ・キジバト・カッコウ・ツツドリ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレ

イ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・コマドリ・ヤブサメ・ウグイス・センダイムシクイ・キビタ

キ・オオルリ・エナガ・コガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・イカ

ル・スズメ・ムクドリ・カヶス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
冬（2000 年 12 月 23 日） 
トビ・アカゲラ・コゲラ・ヒヨドリ・カヤクグリ・ルリビタキ・ツグミ・ウグイス・キクイタダキ・エナガ・

コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・イカ

ル・スズメ・ムクドリ・カヶス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・（ソウシチョウ） 

・行き 小田急本厚木駅 神奈川中央交通バス 宮ヶ瀬湖行き 土山峠下車

・帰り 煤ヶ谷バス停 神奈川中央交通バス 本厚木行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

す。いくつかのシカ柵を通り抜け高度を下
げていくと、やがて民家の裏畑を抜けて県
道に出ます。煤ヶ谷バス停はすぐそこで
す。                      （安芸璋一）

きした鳥達に加えアオゲラやコゲラの姿、
それにふんだんに聞こえるオオルリの囀り
などを楽しみながらどんどん下っていきま
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25.大山三峰山（神奈川県中部 標高 935m） 
本厚木駅北口、8時 40分発の宮ヶ瀬湖行
きのバスに乗りました。この日は利用客が
多く臨時バスが１台増発されました。約 30
分後、煤ヶ谷バス停に到着。やはり大山
三ッ峰山に向かうのでしょうか３組ほどの
登山客が降りました。バス停からすぐ谷太
郎川にかかる橋を渡り左に折れ、谷太郎林
道に入ります。 
５分ほど行くと大山三ッ峰山へ向かう登
山道の標識が右手に見えてきますが、まず
はそのまま 100ｍほど林道を進むとトイレ
が有るので、ここで登山前の準備をしまし
よう。そして近くの橋から谷太郎川をのぞ
いて見てください、もしかしたらカワガラ
スが川底で採餌している姿が見られるかも
知れません。またキセキレイが尾を振って
いる姿も見られるでしょう。春先川岸の樹
木にイカルが群れていたこともありまし
た。 
準備が出来たら先程の登山道の分岐まで
戻り、大山三ッ峰山へ向かいます。登山道
入り口付近に“この場所でヒルを落とさな
いで！！”の看板が立てられているよう
に、春先から梅雨どきにかけヒルが多く生
息する一帯ですので注意が必要です。ヒル
は塩が苦手なようなので、布に塩を棒状に
巻き登山靴の足首に巻いておくとヒルが上
がって来られないと聞いたことがありま
す。 
登山口は明るい林縁で、ジョウビタキや
ホオジロ、モズなどが見られると思いま
す。また、春にはオオイヌノフグリ、スミ

レ、ヤマルリソウなどの小さくてかわいら
しい花が咲いています。登り始めは暗い針
葉樹の林が続きますが、30～40分歩くと鹿
の防護柵に突き当たります。ここで一息つ
いて衣類の調整をすると良いでしょう。秋
口、ジョウビタキが縄張り争いをしていま
した。この後も杉や檜の針葉樹の林です
が、ちょっと行くと落葉樹の林になり、
ほっとしますね。11 月末ですと紅葉の見ご
ろでしょう。さらに 40～50 分行くと物見
峠を右に分ける分岐に着きます。ここは間
違いやすい場所ですが、物見峠の方に向っ
たとしても 20 分ほどの余分な回り道で元
の三峰山へ向う道に合流できます。ただこ
の道は右斜面に崩れた場所があり注意が必
要です。特に雪がついた冬場はなおさらで
す。 
その後、頂上直下の急登を登り、鎖場の
あるピークを一つ二つ越えると頂上です。

コースタイム ５時間 

煤ケ谷バス停－（65 分）－山の神（物見峠分岐）－（50 分）－大山三峰山－（80 分）－不動尻

－（50 分）－広沢寺温泉－（15 分）－広沢寺温泉入り口 
地形図：1:25,000 厚木、大山 案内図：丹沢（昭文社） 
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冬の大山三峰山 
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観察できた鳥 
早春から初夏にかけて（1994.4.24 , 1996.3.24） 

トビ・コジュケイ・キジ・キジバト・アオバト・ツツドリ・アマツバメ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・キセ

キレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・コマドリ・コルリ・トラツグミ・クロツグミ・ツグミ・ヤブサ

メ・ウグイス・センダイムシクイ・オオルリ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジ

ロ・アオジ・カワラヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

秋（1999.10.24 , 2000.11,19） 

アオバト・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ウグイス・エナ

ガ・コゲラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラ

ス 

・行き 小田急本厚木駅 神奈川中央交通バス 宮ヶ瀬湖／上煤ヶ谷行き

煤ヶ谷下車 
・帰り 広沢寺温泉入り口 神奈川中央交通バス 本厚木／伊勢原行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

ので鳥の気配はちょっと少ないですが、春
は新緑・秋は紅葉となかなか良い雰囲気で
す。そして不動尻のキャンプ場に下ればそ
の先は別掲の探鳥地“谷太郎林道”にも記
述されている長い二の足林道

．．．．．
をへて広沢寺

温泉に出ます。温泉につかりビールで喉を
潤すのも一興でしょう。  （渡部 徹）

額に汗して登っている時、思いがけずコガ
ラの伸びやかなさえずりがしてほっと心が
洗われる思いがしました。 
この山も結構人気が高く狭い山頂は昼時
混雑します。昼食後下山ですが、しばらく
痩せ尾根のアップダウンが続き鎖場なども
あり慎重に降りていきましょう。昼過ぎな
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26.大山（神奈川県中部 標高 1252 m） 
大山は神奈川県の中央にあり、小田急線
伊勢原駅から大山ケーブル行きのバスに乗
車して 20 分程で大山ケーブル駅に着く事
が出来るなど、交通の便が比較的良く、多
くの観光客やハイカーで賑わつています。
ケーブルを利用して標高 700m の下社まで
行き、下社周辺を散策すれば、体力に自信
の無い方も山の鳥が楽しめます。 
静かに探鳥を楽しむには休日の喧騒を避
けて平日がお勧めです。 ケーブルの乗り
場まではバス停から土産物屋の並ぶ石段を
15 分程歩きますが、探鳥には、大山川沿い
の車道を車に気を付けながら登ります。川
ではキセキレイ、時にはカワガラスが見ら
れる事もあります。やがて石段の道と合流
してケーブルの乗り場を横目に進みます。
下社まで急登の男坂とやや緩やかな女坂と
に別れます。 
探鳥には女坂の方がお勧めです。初夏に
は足元でヤブサメが鳴き、高い
梢からオオルリ・クロツグミの
さえずりが聞こえます。冬には
カラ類の混群、ルリビタキや落
葉返しをしているシロハラなど
が見られ、深山に分け入った気
分になります。時にはリスやシ
カ出てきます。 
大山寺を過ぎた石段にアカガ
シの葉や椿の蕾など、ムササビ
の食痕が落ちています。男坂と
の合流点にベンチやあずまやの
ある休憩所があります。オオル

コースタイム：５時間 
大山ケーブル駅（バス停）～大山寺～下社～山頂～見晴～下社～大山寺～バス停 

地形図：1:25,000 大山 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

リ・ツツドリ・ミソサザイなどの囀りを聞
きながら一休みすると良いでしょう。 
大山のこのコースは、ほとんど樹林の中
を歩き見晴らしが望めない中で、下杜の境
内は空が広く広がりワシタカの飛翔がしっ
かり観察できます。冬、茶屋の裏の斜面で
カヤクグリが採餌しているのが見られる事
もあります。 
頂上には下社境内脇の急な石段を登って
行きます。モミの原生林では、枝先でホバ
リングしているキクイタダキやアカゲラ・
ゴジュウカラ・ヒガラ等が見られます。 
標高が上がるにつれてコルリ・コマドリ
の声も聞かれ始めます。下社から山頂まで
に１丁目から 28 丁目の石塔が建っていま
す。石塔には名称や標高、頂上までの距離
などが刻まれていて、頂上までの目安に出
来ます。また、出現した鳥の記録にも役立
ちます。 

大山 
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観察できた鳥 
1999.4.29 曇 
キジバト・ツツドリ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・ミ

ソサザイ・コマドリ・クロツグミ・ヤブサメ・ウグイス・センダイムシクイ・オオルリ・コガラ・ヒガラ・ヤ

マガラ・シジュウカラ・メジロ・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
1999.6.23 曇 
キジバト・アオバト・ジュウイチ・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・カワ

ガラス・ミソサザイ・コルリ・クロツグミ・ヤブサメ・ウグイス・オオルリ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シ

ジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシブトガラス 
20002.24 晴 
キジバト・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタ

キ・ジョウビタキ・シロハラ・キクイタダキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウ

カラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・小田急線伊勢原駅下車 神奈川中央交通バス 大山ケーブル駅行 終点下

車 
・交通機関問い合せ先：ページ 参照

山頂は眺望がきき、ワシタカやアマツバ
メを見る事が出来ます。下山コースは、見
晴台から二重の滝経由下社や、日向薬師、
ヤビツ峠、不動尻、北尾根から札掛など体
力、時間によって選択出来ます。どのコー
スも探鳥しながら歩く事が出来ます。 

大山は身近な山と親しまれていますが、
標高 1252m もあり天気の変化もありま
す。頂上まで行かれる場合は、探鳥と言え
ども登山の支度をしっかり整えてお出かけ
下さい。特に厳冬期には積雪のある場合が
あります。         （船木曄子)
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27.丹沢主脈（神奈川県西部 標高 1673 m） 
小田急線渋沢駅から神奈川中央交通バス
で終点、大倉下車。ここから大倉尾根また
は鍋山稜小丸（ 1341m）を経て塔ノ岳
（1491m）に登ります。そして北行する尾
根筋を辿って丹沢山塊の主峰蛭ヶ岳に至
り、更に焼山（1060m）経由、道志川沿い
の集落に下山する長距離コースです。 
この経路は通常「丹沢主脈」と呼ばれる
丹沢を代表する縦走コースの一つで、古く
から多くの登山者に歩かれてきました。日
没が遅い晩春であれば超健脚者による日帰
り山行も可能ですが、ここでは塔ノ岳山頂
の尊仏山荘、あるいは蛭ヶ岳山荘（いずれ
も通年営業、予約要）を利用する１泊２日
コースとして記します。 
いずれにしても、塔ノ岳以北蛭ヶ岳まで
の間には丹沢山（ 1567m）、不動ノ峰
（1614m）、棚沢ノ頭（1590m）および鬼ヶ

岩ノ頭（1608m）など、幾つものピークを
上下します。登降りに加えての探鳥を目的
とする場合、かなりの体力が必要となりま
す。しかし、夏鳥のさえずりに満ちあふれ
る初夏６月の縦走路は、丹沢名花シロヤシ
オ（ツツジ）や、ミツバツツジ類の彩りも
加わり、まことに魅力的なコースです。 
この一帯は丹沢山地に生息するニホンツ
キノワグマの活動圏でもあり、真新しい排
泄物に出くわすことも稀ではありません。
数年前、筆者ら「ふれあい山岳探鳥会」
パーティーがこの主脈縦走路で一頭の成獣
に遭遇、互いに交差したことは、メンバー
のなつかしい思い出となっています。 
本コースの盛夏は、暑熱のため探鳥には
不向きです。一方冬季（１月から３月）
は、ハギマシコ、アカウソ、あるいはイワ
ヒバリなどの冬鳥に出合う年もあります。 

コースタイム（参考、無雪期） 
・１日目 大倉 8：30～二股 10：30～鍋割山稜小丸 13：00～大丸 13：40～塔ノ岳 15：30（尊仏山

荘泊） 
・２日目 塔ノ岳 6：50～丹沢山 8：15～不動の峰 9：40～棚沢ノ頭 9：50～鬼ヶ岩ノ頭 10：40～

蛭ヶ岳 12：00～姫次 14：30～東野バス停 16：50 
地形図：1:25,000 秦野、大山、青野原 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

蛭ヶ岳 
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観察できた鳥 
1998.4.21-22 
クロツグミ・ホオジロ・コゲラ・オオルリ・シジュウカラ・センダイムシクイ・ミソサザイ・ヤブサメ・コガ

ラ・ヒガラ・カケス・ルリビタキ・ゴジュウカラ・コマドリ・アオゲラ・マミジロ・アカハラ・ヤマガラ・ア

オバト・ツツドリ・エゾムシクイ・アカゲラ・ビンズイ 
1998.6.21 
ホトトギス・アカハラ・カッコウ・クロジ（さえずり）・オオルリ・シジュウカラ・センダイムシクイ・ヤブサ

メ・コガラ・ヒガラ・コマドリ・ヤマガラ・ツツドリ・ルリビタキ 
1998.12.23 

コガラ・ウソ・シジュウカラ・トビ・ジョウビタキ・カワガラス・ルリビタキ・エナガ・ミソサザイ・マヒ

ワ・コガラ・コゲラ・ゴジュウカラ・コゲラ・カヤクグリ・キセキレイ・ヤマガラ・ホオジロ・ハシブトガラ

ス 
1999.6.8-9 
オオルリ・ミソサザイ・ツツドリ・ヒガラ・クロツグミ・アオゲラ・アカゲラ・ジュウイチ・ホトトギス・ト

ラツグミ・イカル・コルリ・コガラ・ヤブサメ・ビンズイ・ウグイス・シジュウカラ・メボソムシクイ・ルリ

ビタキ・マミジロ・コマドリ・ホオジロ・エゾムシクイ・カッコウ・コガラ・コゲラ・ハシブトガラス 
1999.11.3 
ゴジュウカラ・アトリ・コガラ・ヒガラ・コゲラ・ソウシチョウ・オオアカゲラ・メジロ・ハシブトガラス・

ホオジロ・ジョウビタキ・シジュウカラ・エナガ・コガラ・トビ・ウグイス・ヤマガラ・アオゲラ・ツグミ・

ミソサザイ・カケス・モズ 
1999.11.23 
エナガ・シジュウカラ・カワガラス・ウソ・ゴジュウカラ・イワヒバリ・コゲラ・ウソ・コガラ・ヤマガラ・

メジロ・ウグイス 

・行き 小田急線渋沢駅下車 神奈川中央交通バス 大倉行き 終点下車 
・帰り 東野バス停 神奈川中央交通バス 三ヶ木（みかげ）経由 ＪＲ橋

本駅 
・交通機関問い合せ先：ページ 117参照

しかし、積雪期であり山慣れたリー
ダーの同行を望みます。蛭ヶ岳周辺の
急斜面は、年末から早春にかけ氷結し
たアイスバーンを呈することが多く、
不幸な転帰となった滑落事故が複数記
録されています。特に慎重な行動が必
要です。 
なお帰路は、焼山までの完全縦走を
省略して姫次（1433m）の北方、八丁
坂ノ頭から東野バス停（神奈中バス）
に下り、三ヶ木（みかげ）経由ＪＲ橋
本駅に出る簡便なルートもあることを
付記しておきます。（東野発最終バスは
20時まであり）    （畑 俊一）
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28.丹沢主稜（神奈川県西部 標高 1673 m） 
丹沢主稜とは蛭ヶ岳を基点に西に檜洞丸
から三国山方面に延びる長大な山稜で、文
字どおり丹沢の主稜を形成しています。平
地の探鳥とは異なり、山岳探鳥では本格的
な登山装備と経験が必要になりますが、平
地では見ることのできない沢山の鳥と出会
える魅力が有ります。主稜は丹沢の中でも
起伏が激しく、登山としても上級者コース
に入ります。 
鳥を見ながら歩くと、コースタイムに比
べ２倍近く時間がかかりますので十分な行
動計画を立てる事が必要です。なおここで
は、あくまでも探鳥のガイドとして説明を
おこないますので、登山に関しては別途登
山の案内書を御参照下さい。新緑の頃は日
も長く余裕を持って歩けるので山岳探鳥に
はお勧めの時期と言えるでしょう。この頃
に塩水橋から丹沢山経由で蛭ヶ岳へ行く
ルートを紹介します。 
小田急線秦野駅からタクシーに乗り、塩
水橋の登山口に行きます。塩水橋からです
と丹沢山まで最短距離で登れるので、探鳥
しながら比較的ゆったりと歩けます。 

舗装された林道をミソサザイ、センダイ
ムシクイ、オオルリ、クロツグミなどの囀
りを聞きながら歩きます。林道は視界が良
く、途中でオオルリの姿も見られるでしょ
う。アオバトが数羽飛んで行きます。約３
時間歩くと林道も終わり、細い登山道に変
わります。 
薄暗い針葉樹の登山道にはエンレイソウ
が群落となって咲き、アカハラやキクイタ
ダキに出会えるかも知れません。しばらく
歩くと突然明るい緑色の光が目に飛び込ん
できます。堂平のブナ林です。この辺には
マミジロやゴジュウカラがいます。天王寺
尾根にかけてのブナ林にはオオアカゲラも
いるので運が良ければ見られます。上空に
はクマタカが飛んでいるかも知れません。 
丹沢山で一休みして蛭ヶ岳へ向かいま
す。急な岩場を降りるときに足元に注意し
てください。ツツドリやカッコウの声を聞
きながら蛭ヶ岳山荘へ着きます。山小屋で
一泊しますが、ツツジの咲く５月下旬頃は
登山者で大変混みますので予め予約をして
おいたほうが良いでしょう。夜になると遠

コースタイム 
塩水橋～堂平～天王寺尾根～丹沢山～蛭ヶ岳（蛭ヶ岳山荘宿泊）～桧洞丸～ 石棚山～箒沢 

地形図：1:25,000 秦野、大山、中川 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

鍋割山稜からの蛭ヶ岳 
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観察できた鳥 
新緑の頃見られた鳥 
トビ・ノスリ・クマタカ・アオバト・ジュウイチ・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・コノハズク・フクロ

ウ・ヨタカ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・コ

マドリ・コルリ・ルリビタキ・トラツグミ・クロツグミ・アカハラ・ヤブサメ・ウグイス・メボソムシクイ・

エゾムシクイ・センダイムシクイ・キビタキ・オオルリ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュ

ウカラ・メジロ・ホオジロ・クロジ・イカル・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
秋に見られた鳥 
ハイタカ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・アカハラ・ウグ

イス・キクイタダキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジ

ロ・アトリ・マヒワ・イカル・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・行き 小田急線秦野駅下車 タクシー（ヤビツ峠、札掛経由） 塩水橋 
・帰り 箒沢バス停 富士急行バス ＪＲ御殿場線松田駅／小田急新松田駅

・交通機関問い合せ先：ページ 117参照 

くからトラツグミ、コノハズク、フクロ
ウ、ヨタカなどの声が聞こえてきます。 
朝はなるべく早く出発しましょう。ルリ
ビタキなどの声を聞きながら急坂を一気に
降りて、臼ヶ岳に着きます。この辺は鳥の
数が豊富で、ルリビタキ、コマドリ、コル
リ、ビンズイ、エゾムシクイ、ツツドリ、
ホトトギス、ジュウイチなどのコーラスが
聞こえます。尾根沿いに沢山の鳥のコーラ
スを聞きながら、アップダウンを繰り返し
檜洞丸に着きます。この辺は新緑の頃です
とツツジが綺麗です。檜洞丸からツツジ新
道を経由して西丹沢自然教室へ下ります。
沢ではキセキレイやカワガラスが出迎えて

くれます。 
秋の主稜もブナ林が黄色く紅葉し素晴ら
しい季節です。カラ類の混群に出会ったら
暫く眺めてみましょう。何種類見られるで
しょうか。ウソ、アトリ、マヒワなども見
られるでしょう。この頃は日が短いですの
で、余裕を持った計画を立て慎重な行動を
してください。 
冬季は、蛭ヶ岳を降りる道が凍結して滑
落する危険性も有りますので十分注意して
ください。丹沢ではむしろ春先に積雪量が
多くなるので、この時期にはアイゼン等雪
山の装備が必要です。   （原 一利）
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29.大室山（神奈川県西部 標高 1588m） 
県西部を集水域とする酒匂川(中流域では
河内川と呼ばれる)は、その源を丹沢湖に発
します。ここより上流部は、西から世附川
（よずくがわ）、北に中川川（なかがわが
わ）、そして東方に玄倉川（くろくらがわ）
と更に長大な支流が連なり、その源流はい
ずれも丹沢山塊の急峻な稜線に突きあげて
います。つまり、丹沢湖の完成（昭和４５
年）により湖底に沈んだ当時の集落「落
合」の地名は、これら三川が合流する地理
的拠点を意味していたわけです。 
大室山はこの中川川の最奥部に位置し、
その北側は山伏峠に発する道志川の右岸に
接しています。道志村から見上げる大室山
は実に 1000m を越す標高差があり、大変
登高欲をそそられる山です。 
また八王子の方角からの富士山の眺望は
この山に遮られ、別名「富士隠し」とも呼
ばれています。いずれれもその膨大な山容
のなせるわざですが、この意味では昭和 30
年代後半まで使われていた「大群山（おお
むろやま）」の字体をなつかしく思います。

神奈川県側から大室山を目指すにはニつ
の登路があります。小田急線新松田駅から
富士急行バスを利用して終点、西丹沢自然
教室で下車。ここから、大室山を挟む２つ
の峠、犬越路（いぬこえじ、1169m）ある
いは白石峠（1307m）のいずれかを起点と
して、周回コースをとることになります。 
なお、犬越路の異名は昔、武田信玄の軍
勢が相州小田原攻めを行った際、犬を先頭
にこの峠を越えた故事によります。 
通常、用木（ようき）沢沿いに犬越路に
登 り 、 さ ら に 大 室 山 、 加 入 道 山
（1418m）、白石峠および白石沢を経て下山
する東回りのルートが一般的でしょう。 
数年前、犬越路から大室山に至る急登の
南東斜面で、クロジの繁殖が確認されまし
た。これは県内、初の記録です（鈴木茂
也・現日本野鳥の会神奈川支部・副支部長
らによる）。このあたりでは、毎年６月頃を
中心に、クロジのさえずりを聞くことがで
きます。 
犬越路と加入道山には避難小屋（無人）

コースタイム 
西丹沢自然数室 9：00～犬越路 11：35～大室山 13：40～加入道山 14：48～白石峠 15：05～西丹

沢自然教室 17：00 
地形図：1:25,000 中川、大室山 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

大室山を目指し 
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観察できた鳥 
1998.6.12 の記録 
キセキレイ・センダイムシクイ・ミソサザイ・コルリ・オオルリ・ヤブサメ・アオゲラ・イカル・トラツグ

ミ・ヒヨドリ・ウグイス・ツツドリ・ホトトギス・ルリビタキ・クロツグミ・クロジ（さえずり・計４個体）・

ヒガラ・エゾムシクイ・コマドリ・コガラ・ジュウイチ・アカハラ・マミジロ・カケス・ハクセキレイ 
１999.7.4 の記録 
ヤマセミ・オオルリ・ホオジロ・イワツバメ・ヒヨドリ・トラツグミ・コゲラ・センダイムシクイ・ミソサザ

イ・クロジ（さえずり・計４個体）・コルリ・コマドリ・ジュウイチ・ヒガラ 
1999.9.26 の記録 
アカゲラ・カケス・ヒガラ・ソウシチョウ・ヒヨドリ・シジュウカラ・メボソムシクイ・コゲラ・コガラ・ゴ

ジュウカラ・カワガラス 
2000.2.11 の記録（積雪期） 
カワガラス・カケス・ルリビタキ・コゲラ・ヤマドリ♂・コガラ・メジロ・ミソサザイ・アオゲラ・ゴジュウ

カラ・ウソ・ヤマガラ 

・小田急線新松田駅／ＪＲ御殿場線松田駅下車 富士急行バス 西丹沢行き

終点下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117参照 

す。これら徒渉個所の通過の可否について
は、ぜひ山慣れたリーダーの的確な判断と
指示に従ってください。 
なお、白石沢の源流部には大理石からな
る「白石の大滝」があり、一見の価値があ
ります。西丹沢自然教室発（新松田行き）
最終バスの時刻は現在、17時 15分です。

（畑 俊一）

があり、いずれも緊急時の利用が可能で
す。一方、増水時には、犬越路までの用木
（ようき）沢経路に 4 個所、また白石沢に
は１個所、それぞれ徒渉となる個所があり
ます。増水時の白石沢の徒渉はほとんど不
可能であり、また用木沢の増水時も膝まで
達する強い水勢の中の徒渉を強いられま
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30.檜洞丸（神奈川県西部 標高 1600m） 
桧洞丸は 1600m の標高を持つ丹沢主稜
のひとつです。スミレが咲き始める４月～
６月、９月から紅葉が見られる 11 月まで
楽しめます。私はシロヤシオが咲く６月を
お奨めします。小田急線新松田駅から富士
急バスに乗り西丹沢バス停で下ります。東
沢の橋を渡り先に進むと右側につつじ新道
に入る登山口の道標があります。 
小さなアップダウンを繰り返す尾根道を
歩き、オオバアサガラの林を抜けるとゴー
ラ沢出合に出ます。ここで一息入れてこれ
からの急な登りにそなえるとよいかもしれ
ません。 
石段を登り山道に入るとキッコウハグマ
の株や、ツルリンドウの白い花、コアジサ
イの花が足元で見られます。 
標高 1000m を過ぎるとブナの大木が見
られますが、近年立ち枯れが目立ちその姿
も哀れなものがあります。さらに次代を受
け継ぐべき、幼木も若木も少ないのが残念

です。 
木々の新緑とともに、トウ
ゴクミツバツツジ、シロヤシ
オが咲き始めます。1995 年６
月 10 日～11 日ふれあい山岳
探鳥会で丹沢主稜を歩いた
時、30 年振りの花付をみせた
シロヤシオはまさしく雪をか
ぶったように全山真白に咲き
乱れていました。 
展望園地から続く急な山道
も、この季節ツツドリ、ホト
トギス、ジュウイチ、ヤブサ
メなどの夏を告げる鳥、コマ

コースタイム 
西丹沢自然数室～登山道入り口～ゴーラ沢出会い～展望台～檜洞丸～石棚沢分岐～石棚山～箒沢

公園橋～箒沢バス停 
地形図：1:25,000 中川 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ドリ、オオルリの囀り、葉陰で見え隠れす
るセンダイムシクイ、メボソムシクイ、コ
ルリの声を耳にすると疲れも和らぐ気がし
ます。頂上近くになると、木のガッチリし
た階段になります。色々な原因で登山道が
どんどん崩壊してきています。これ以上痛
めないために登る者として登山ルールを守
るのは当然ですが、何か打つ手はないので
しょうか。 
一面オオバイケイソウの上の木道を過
ぎ、登りきった所が頂上です。山小屋の
青ヶ岳山荘は、蛭ヶ岳側へ２～３分下った
所にあります。頂上からの展望は犬越路側
に立つと富士山、西丹沢、箱根方面の山々
が見られます。 
帰りは、変化をつけて箒沢へのルートを
下ります。石棚山分岐までは来た道を下
り、ユーシン分岐まで来たら石棚山への道
をとります。登りの時には、立ち枯れが目

シロヤシオ 
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観察できた鳥 
1999.6.29（21 種） 
ホオジロ・ウグイス・カケス・ヤブサメ・オオルリ・ミソサザイ・キセキレイ・コゲラ・ヤブサメ・ヤマガ

ラ・シジュウカラ・ジュウイチ・コルリ・ルリビタキ・ゴジュウカラ・アカゲラ・ビンズイ・ホトトギス・ア

カハラ・アオバト・エナガ 
1997.6.15（21 種） 
キセキレイ・ヒヨドリ・ヤマガラ・ヤブサメ・カケス・オオルリ・ミソサザイ・ウグイス・センダイムシク

イ・コゲラ・コマドリ・ホトトギス・ツツドリ・ジュウイチ・コルリ・エゾムシクイ・イカル・アカゲラ・ル

リビタキ・アカハラ・クロジ（ツツドリのデュエットを聞いた） 
1995.6.10～11 ふれあい山岳探鳥会（40 種） 
オナガ・ヒヨドリ・ムクドリ・スズメ・シジュウカラ・コジュケイ・カケス・イワツバメ・キジバト・メジ

ロ・ウグイス・ツツドリ・イカル・ホオジロ・ヤマガラ・ヤブサメ・ホトトギス・トラツグミ・ヒガラ・コゲ

ラ・アオバト・オオルリ・アカゲラ・コマドリ・メボソムシクイ・コルリ・ルリビタキ・マミジロ・ジュウイ

チ・ハシボソガラス・センダイムシクイ・ミソサザイ・アオゲラ・ゴジュウカラ・ビンズイ・コガラ・エゾム

シクイ・ソウシチョウ・アカハラ・オオアカゲラ 

・行き 小田急線新松田駅／ＪＲ御殿場線松田駅下車 富士急行バス 西丹

沢行き 終点下車 
・帰り 箒沢バス停 富士急行バス 小田急線新松田駅／ＪＲ御殿場線松田

駅 
・交通機関問い合せ先：ページ 117参照 

立ったブナの木々もテシロノ頭を過ぎたあ
たりから元気な姿で林立しています。板小
屋沢までは急な下りになります。えん堤を
越え左岸の山道に再び入り、箒沢公園橋を

渡ると県道に出、バス停は橋の脇にありま
す。箒沢バス停近くには県天然記念物の高
さ 45mの箒杉が立っています。 

（神戸 邑）
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31.鍋割山（神奈川県西部 標高 1273m） 
塔ノ岳直下の金冷シの頭から西に雨山峠
へと連なる尾根を鍋割山稜と呼び、その中
心となるピークが鍋割山（1272.5ｍ）で
す。ここでは比較的登りやすい、大倉より
林道沿いに二俣を経て登るコースを紹介し
ます。 
大倉バス停より塔ノ岳に向かって左側
の、鍋割山への道標に従って行くと農家に
続く畑に出ます。秋冬はタヒバリ、ツグ
ミ、ハクセキレイが採餌していたり、春に
はヒバリが麦畑で囀っているのが見られる
でしょう。 
やがて四十八瀬川沿いの林道に出ると、
冬にはルリビタキやジョウビタキが時々見
え隠れします。フサザクラ、キブシ、ダン
コウバイ等の木に花が咲く頃になると、ミ
ソサザイが高らかに囀りはじめます。足下

にはスミレやヤマルリソウが可愛い花をつ
け、林道の水たまりにヒキガエルの卵が産
みつけられていたりします。初夏にはヤブ
サメのシシシシという虫のような声や、オ
オルリの美しい囀りが響きます。 
旧登山訓練所が左に見えるとまもなく二
俣に到着。林道は勘七ノ沢を渡り、小丸へ
の尾根を右に見てぐるっと回り込むと広い
河原に出ます。春には群生しているヒメレ
ンゲの黄色い花が見られるでしょう。 
林道にお別れしてミズヒノ沢を渡り、登
山道は杉林の急登に変わり、ジグザグを何
度か繰り返すとやがて後沢乗越に到着。吹
き抜ける風に汗を拭って一休みしている
と、初夏にはホトトギス、ツツドリ、ジュ
ウイチが飛びながらけたたましく鳴いてい
ます。左へ行くと栗ノ木洞、右へカヤトに

コースタイム 
大倉－（1 時間 15 分）－二俣－（45 分）－後沢乗越－（1 時間）－鍋割山－（30 分）－小丸－

（1 時間 10 分）－二俣－（1 時間 15 分）－大倉 
地形図：1:25,000 大山、秦野 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

鍋割山荘と筆者 
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観察できた鳥 
1998.12.28  1999.2.1  1999.3.27  1999.5.28  1999.7.24  1999.10.25  1999.12.30 
トビ・オオタカ・ノスリ・キジバト・ツツドリ・ホトトギス・ジュウイチ・アマツバメ・ヒメアマツバメ・ア

オゲラ・アカゲラ・コゲラ・ヒバリ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビ

ンズイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・カヤクグリ・ジョウビタキ・ルリビタキ・コルリ・トラツ

グミ・アカハラ・クロツグミ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・キクイタダキ・センダイムシクイ・キビタキ・

オオルリ・ヒガラ・コガラ・シジュウカラ・ヤマガラ・エナガ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダ

カ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラ

ス 

・小田急線渋沢駅下車 神奈川中央交通バス 大倉行き 終点下車 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

覆われた登りとなります。 
ここではアカゲラやアオゲラに出
合ったり、ヒガラやコルリの囀りが
聞こえてくるでしょう。冬季にはウ
ソの群がフィ、フィ、と優しい声で
鳴き交わしながら飛んで行きます。
また、夏期にはニイニイゼミやエゾ
ハルゼミのミョーキンと鳴く声、ア
サギマダラ等の蝶にも出会えます。
二つほど頂上かと惑わせるピーク
を越えると最後の急登の後、鍋割山
の広い頂上に着きます。頂上にある
鍋割山荘のご主人、草野さんは今で
も物資はすべてボッカで担ぎ上げて
いるとのこと。ここの鍋焼きうどん
は愛情のこもった美味しい一品で
す。(注、土日のみ) 
ここから金冷シまでは美しいブナ
の樹林帯で、コルリ、ビンズイ、コ
ガラの囀りに心が弾みます。林下に
はツルシロカネソウ、シコクスミレ
等の花が目を楽しませてくれるで
しょう。 
帰路は、大倉尾根を下っても小丸
から二俣へ下っても良いでしょう。

長いコースですので、特に秋から冬にかけては早
立ちして時間にゆとりを持って行動して下さい。

（関野祥子）
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32.
ひのきだっか

檜岳 （神奈川県西部 標高 1167m） 

鍋割山から南西方向に伸びている尾根の
稜線上に位置するこの檜岳は、一般登山者
がほとんど入らない静寂な尾根歩きの出来
る、私の大好きなコースのひとつです。し
かし、雨山峠まで入るには、寄（やどろ
ぎ）から稲郷を経て雨山峠に至るコース
と、玄倉（くろくら）から玄倉林道を歩き
雨山橋から雨山峠に至るコースとがありま
すが、いずれも沢沿いを歩くコースとなり
大雨の後などは経路が荒廃し、かなり難し
いコースと言えます。 
春は、オオルリやコマドリの声を楽しみ
ながら沢沿いを歩くと気持ちの良いもので
すが、ここ数年スズタケの枯れこみが進み
コマドリの姿がめっきり少なくなったのが
気になります。それでもブナ林の林床には
春にはシコクスミレやツルシロカネソウが
楚々と咲き、コガラの優しいさえずりが聞
こえてくれば私の最高の至福のひとときで
す。中でも、雨山峠～雨山～檜岳～伊勢沢
の頭の稜線部は春の芽吹きと秋の紅葉が素
晴らしく、静かな山歩きと探鳥が楽しめる
コースと言えましょう。 
檜岳の頂上を過ぎると、ヒコサンヒメ
シャラやエゴノキ、マユミ等からなる雑木
林となります。木漏れ日射す中、足下から
はふかふかとした感触が伝わってきて何と
も心地の良い山歩きができます。この先の
カヤトに覆われた草原には、山中では珍し
くキジがよく見られます。また伊勢沢の頭
付近一帯はヤマトリカブトが群生してい

て、秋には紫の花で覆われます。 
ここから秦野峠まではところどころにガ
レ場が有り、足下に注意が必要となりま
す。秦野峠から舗装された広い林道に出た
ら、後は寄のバス停まで一時間半の長い林
道歩きとなります。林縁部は鳥も良く出ま
すし、寄までの中津川沿いではカワガラス
なども観察されますので楽しみましょう。 

（浅川久子）

コースタイム ８時間 
玄倉～小川谷出合～雨山橋～雨山峠～雨山～檜岳～伊勢沢ノ頭～秦野峠～稲郷～寄 

地形図：1:25,000 大山、秦野、中川、山北 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

トリカブト 
絵：大塚裕美 
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観察できた鳥 
1999.5.3  1999.10.9  1999.11.7 
チョウゲンボウ・セグロセキレイ・キセキレイ・ハクセキレイ・ホオジロ・キジバト・ジョウビタキ・ミソサ

ザイ・ヒヨドリ・シジュウカラ・ハシブトガラス・ヤマガラ・ウグイス・ヤマドリ・メジロ・モズ・カワガラ

ス・スズメ・ハシボソガラス・ツグミ・コゲラ・カケス・エナガ・カワラヒワ・アカゲラ・コゲラ・ヒガラ・

トビ・クロツグミ・コルリ・オオルリ・コマドリ・センダイムシクイ・ゴジュウカラ・ルリビタキ・ツツド

リ・ヤブサメ・アオゲラ・クマタカ・キジ・ウソ・アカハラ・シロハラ・エゾムシクイ・イワツバメ・ツバ

メ・イカル・コジュケイ・アオジ・コサメビタキ・ノスリ・トラツグミ 

・行き ＪＲ御殿場線松田駅／小田急線新松田駅下車 富士急行バス 西丹

沢行き 玄倉下車 
・帰り 寄バス停 富士急行バス 小田急線新松田駅行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

注１秋には沢沿いに咲き乱れるダイモンジソウやイワシャジンは一服の清涼剤となります
が、夏の大雨や台風の後の登山は道が荒廃していて危険です。 

注２檜岳一帯は猟区となっています。狩猟期間（11月 15日～2月 11日）  
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33.高松山（神奈川県西部 標高 801m） 
高松山は丹沢山塊の南西に位置する

801m の山です。新松田駅から山北行き、
西丹沢自然教室行きの富士急行バスに乗車
し高松山入口で下車します。少し趣向を変
えて、御殿場線を利用して東山北駅で下車
し尺里川（ひさりがわ）の鳥もセットにし
て探鳥するのも楽しいでしょう。尺里川は
護岸されていますが周辺には自然が残され
ているせいか、また適度に土も堆積してい
てカワセミ、セキレイ類、冬はタヒバリ、
ツグミなども観察できます。 
高松山入口バス停から東名高速の下を川
沿い(尺里川)に歩くとセキレイ類が川に落
ちた葉をひっくり返して虫を探している所
を観察できるかもしれません。この川では
カワガラス、ジョウビタキ、ホオジロ、ア
オジなども観察できます。また、冬はスイ
セン、早春はウメ、４月はスミレ・ユリワ
サビ・サクラ、夏はネムノキなどの花も楽
しめます。 
高松山へ登るコースは、林道沿いに歩い
て第六天から山頂へ行くコースもあります
が、ここではビリ堂経由で
行くコースを紹介します。 
ミカン畑の手前にこの
コースで唯一のトイレがあ
ります。ミカン畑に囲まれ
たコンクリートの少し急な
道を行くとメジロがチュル
チュル鳴いています。コン
クリートの道では農作業の
邪魔にならないよう、特に
ミカンの収穫時期は気をつ
けましょう。この場所は南
側が開けていてタカ類の観
察ポイントです。１時間ほ

コースタイム ６～７時間 
高松山入り口～ビリ堂～高松山～尺里峠～田代橋～田代向バス停 

地形図：1:25,000 秦野、山北 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ど歩くと鉄塔に着きます。ここは開けてい
て秋は野菊、冬はジョウビタキ、春はスミ
レやフデリンドウ、澄んだ日には高圧線越
しに富士山も見られます。 
さらに進むと石仏のあるビリ堂に着きま
す。夏はツリフネソウが群生しています。
さらに手入れされた植林を通る階段を登っ
て行く、ここはカラ類、ホオジロ類、そし
て冬はキクイタダキなども観察できます。
このあたりの土は黒くてさらさらしていま
す。1707年冨士山の宝永火口から噴出した
もので宝永スコリアと呼ばれるものです。
この植林地帯が終わると山頂は近い。山頂
の手前はなだらかな登りで、開けていてモ
ズがよく観察できます。山頂は広々してい
て周囲はカヤトが広がり南側は箱根の山々
が望めます。 
下りは第六天を目指します。途中アブラ
チャンの林があり、春は黄色い小さな花が
目を楽しませてくれます。廃バスのある開
けた場所も観察ポイントで、上空はタカ

高松山山頂 
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観察できた鳥 
1998.4.12 ふれあい山岳探鳥会（26 種） 
オオタカ・クマタカ・カワガラス・ツグミ・ヤブサメ・ヒガラなど 

1999.8～2000.3 に観察された種（53 種） 
ノスリ・チョウゲンボウ・イソシギ・アオバト・ホトトギス・アマツバメ・ヤマセミ・カワセミ・アオゲラ・

タヒバリ・カワガラス・ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・キクイタダキ・カシ

ラダカ・アオジ・ウソ・ガビチョウなど 
2000.4.9 ふれあい山岳探鳥会（33 種） 
オオタカ・ノスリ・カワセミ・ツバメ・イワツバメ・ミソサザイ・ツグミ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・アオ

ジ・ウソ・シメなど 

・行き ＪＲ御殿場線松田駅／小田急線新松田駅下車 富士急行バス 西丹

沢行き 高松山入り口 
・帰り 田代向バス停 富士急行バス ＪＲ御殿場線松田駅／小田急線新松

田駅行き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

類、斜面はツグミ類、ホオジロ類が観察で
ききます。第六天から右に行くと高松山入
口、左に行くと虫沢、田代向に出ます。こ
こでは田代向のコースを紹介します。林道
に沿って桜並木が続きますが、スギが育っ
て日当たりが悪いため病気や枯死している
木が多い。その中に開けた場所に元気に
育ったサクラがあり、３月にウソが観察で

きました。 
茶畑の脇の虫沢遊歩道を通り、虫沢川、
中津川沿いを歩くとサギ類、カモ類やヤマ
セミ、タヒバリなども観察できます。 
帰りは田代橋を渡って田代向から新松田
駅行きのバスに乗車します。本数が少ない
ので事前に調べておいた方が良いでしょ
う。           （倉川典夫）
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34.畦ヶ丸（神奈川県西部 標高 1293m） 
新緑と夏鳥が渡ってくる４月にこのコー
スを歩きました。 
バスを大滝橋で降りると、早速、上空に
忙しく飛びかうイワツバメが迎えてくれま
した。まず、沢沿いの道をはじめは幅広い
けれど、しばらくすると沢筋を右左にわた
りつつ遡ります。もうこの間で、沢にはキ
セキレイが石伝いに上下してくれたり、ミ
ソサザイがにぎやかに鳴き声を響かせてい
ます。そしてヤブサメ、センダイムシクイ
と夏鳥が鳴いています。 
コースは、沢筋から右手の沢沿いに作ら
れた登山道に上がって行きます。広葉樹の
木々の下につけられた登山道を、足元に気
をつけながら一軒屋避難小屋まで行きま
す。おっ、木々の間に響くのは、あー今年
もまた忘れずでこの沢筋に戻ってくれてい
ます。なつかしいオオルリの声です。沢の
両側で鳴いています。 
一軒屋で一休みして、ミソサザイの声を
聞きながら、沢筋の細くなった道を上がっ

て行きます。するとササヤブの中に鮮やか
な赤橙色の胸をしたコマドリがいます。尾
根にでるともうすぐに大滝峠上のベンチに
出ます。 
ここから最後の急登が始まりますが、４
月はまだブナの芽吹き前です。コマドリの
声が尾根の右側、左側と聞こえてきます。
忘れられては困るとセンダイムシイもチョ
チョビーとよく響く声で鳴きかわしてきま
す。さらにブナ林の鳥、ゴジュウガラがで
てきてくれます。そして、エナガ、ヒガ
ラ、ヤマガラとカラ類も負けじと樹上を飛
びかいます。 
急なザレた道をキョロキョロと鳥を探
し、鳥の声を聞きながら最後の登りで畦ヶ
丸の避難小屋につきます。そしてすぐに
畦ヶ丸頂上です。 
避難小屋か頂上で昼食にして、またもと
きた道に戻って、もう一度鳥に出会うのを
期待して下るのもいいでしょう。もっとブ
ナ林を見たいなら、善六のタワへ向って西

コースタイム 
大滝橋－（1 時間 50 分）－一軒屋避難小屋－（1 時間）－大滝峠上－（1 時間 20 分）－畦ヶ丸－

（50 分）－善六のタワ－（1 時間 40 分）－西丹沢自然教室 
地形図：1:25,000 中川 案内図：丹沢（昭文社） 
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山頂をめざして 
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観察できた鳥 
1999.2.7 

ヤマセミ・キセキレイ・シジュウカラ・ハシブトガラズ・カケス・ルリビタキ・エナガ・コガラ・シロハラ・

ミソサザイ・ヤマガラ・ゴジュウガラ・アオゲラ 
1999.4.17 
イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・カケス・ミソサザイ・キセキレイ・ハシボソガラス・シジュウガラ・オオ

ルリ・ヤブサメ・ソウシチョウ・コゲラ ・トビ・コガラ・コマドリ・エナガ・センダイムシクイ・ゴジュウガ

ラ・ヒガラ・ヤマガラ・ルリビタキ・アオゲラ・ハシブトガラス 
1999.7.31 
イワツバメ・ヤマガラ・ホオジロ・ウグイス・キセキレイ・ヒヨドリ・カケス・コマドリ・ホトトギス・クロ

ツグミ・アオバト・イワツバメ・ルリビタキ・イカル 
1999.11.14 
ジョウビタキ・シジュウガラ・ヒヨドリ・ガビチョウ・ホオジロ・アオジ ・ルリビタキ・ミソサザイ・カケ

ス・ウグイス・コゲラ・ヤマガラ・コガラ・ウソ 

・行き ＪＲ御殿場線松田駅／小田急線新松田駅下車 富士急行バス 西丹

沢行き 大滝橋下車 
・帰り 西丹沢 富士急行バス ＪＲ御殿場線松田駅／小田急線新松田駅行

き 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

一軒屋避難小屋まで続きます。更に大滝峠
上からはブナ林の中の急登になりますの
で、初心者の方は２人以上で登山して下さ
い。           （脇田信雄）
 

丹沢自然教室に下るのもいいでしょう。 
 このコースは途中、沢を２，３回渡りま
す。前日や２，3 日前に大雨が降った時に
は、増水により沢が渡れなくなることがあ
ります。また、登山道は沢沿いの狭い道が
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35.菰釣山（神奈川県西部 標高 1379m） 
神奈川・山梨・静岡三県の県境から、北
東方向に広がる西丹沢の深い山並みを一望
する時、ゆるやかな形状の双耳峰に気づか
れるでしょう。これこそ菰釣山です。西側
の「ブナノ丸」、その東隣の「菰釣本峰」か
ら成っています。 
山名は戦国の昔、山頂に菰を吊して急事
を知らせたからと伝えられています。昭和
30 年代後半までは「ブナノ丸」の名にある
とおり、深いブナの樹林が山頂一帯を覆っ
ていました。しかし、このブナ林は現在、
酸性降下物（酸性雨およぴ酸性霧）の影響
を受けて衰退の一途をたどっており、往年
の美林を知る者にとってはまことに残念の
きわみです。 
さて、菰釣山は神奈川・山梨両県の県界
をなす「甲相国境尾根」に位置しており、
神奈川県側からのアクセスは大変不便で
す。一方、これにより、高い自然度が残さ
れていることもまた事実です。「本峰」を

下ったやや東側にある避難小屋（無人）を
利用できますが、近くに水場はありませ
ん。 
日帰り山行を前提とするなら、ＪＲ御殿
場駅から山伏峠まで御殿場タクシーを利用
して入山。東に続く尾根径を菰釣山へ縦走
します。次いで、さらに尾根筋を東にた
どって城ヶ尾峠に至り、神奈川県側の地蔵
平に下るコースが考えられます。しかし、
城ヶ尾峠～地蔵平間の経路は現在荒れてお
り、道標もありません。経験あるリーダー
の同行をお勧めします。 
地蔵平からは林道歩きとなり、浅瀬を経
由して丹沢湖のバス停（浅瀬入口）まで、
３時間の道のりです。小田急線新松田駅行
きの富士急行の最終バスは 17 時 30 分で、
これに乗車できない際は浅瀬からのタク
シー利用に頼らざるを得ません。（中川ハイ
ヤー予約要）。       （畑 俊一）

コースタイム 
山伏峠 8：36～菰釣山 12：24～城ヶ尾峠 14：53～地蔵平 16：20～浅瀬 18：50 

地形図：1:25,000 御正体山、中川、山北 案内図：丹沢（昭文社） 
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菰釣山 
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観察できた鳥 
1997.5.31 
ホオジロ・イカル・ウグイス・コルリ・ヒガラ・ホトトギス・エナガ・メボソムシクイ・ヤマガラ・コマド

リ・キビタキ・エゾムシクイ・シジュウカラ・ジュウイチ・アオバト・ヒンズイ・ツツドリ・ルリビタキ・ク

ロツグミ・コガラ・マミジロ・センダイムシクイ・クロジ（さえずり）・ヤブサメ・ゴジュウカラ・アカハラ・

カッコウ・コゲラ・トラツグミ・カケス・メジロ・ヒヨドリ・ヒメアマツバメ・オオルリ・ハシブトガラス 
1999.4.25 
ミソサザイ・オオルリ・コマドリ・ツツドリ・コガラ・ウグイス・クロツグミ・センダイムシクイ・ヒガラ・

ヤマガラ・ホオジロ・ウソ・カケス・エゾムシクイ・シジュウカラ・ルリビタキ・コマドリ・アオゲラ・アカ

ハラ・ゴジュウカラ・コゲラ・ヤブサメ・ハイタカ・ソウシチョウ 
1999.5.8 
ウグイス・ツツドリ・オオルリ・カケス・ヒガラ・シジュウカラ・アオゲラ・コルリ・ミソサザイ・コマド

リ・ゴジュウカラ・センダイムシクイ・コガラ・ヤマガラ・アカゲラ・エゾムシクイ・トビ・ヤブサメ・メジ

ロ・ソウシチョウ・タカＳＰ 
1999.7.10 
ヒガラ・コマドリ・トラツグミ・ウグイス・ヤマガラ・ホオジロ・ミソサザイ・クロツグミ・オオルリ・クロ

ジ（さえずり）・アカゲラ・カケス・キビタキ・ノスリ・ヤマドリ♀・カワガラス・キセキレイ・コジュケイ・

トビ 

・行き ＪＲ御殿場線御殿場駅下車 タクシー 山伏峠 
・帰り 浅瀬よりタクシー（予約） ＪＲ御殿場線谷峨駅 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

フシグロセンノウ
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36.不老山（神奈川県西部 標高 928m） 
丹沢山塊の南西部、三国山稜から東にの
びて、世附川右岸を走る尾根に湯船山とそ
の東に不老山があります。アプローチは①
御殿場線の駿河小山から②浅瀬から③明神
峠から④山市場からなどのコースが考えら
れます。やや体力に自信があれば③からの
コースをお薦めします。このコースはバス
が無い為、前日までに駿河小山からのタク
シーを予約しなければなりません。 
明神峠からの道は軽いアップダウンの歩
きやすい登山道で、春は新緑の中からオオ
ルリ、コルリ、クロツグミ等夏鳥の囀りが
響き心が浮き立ちます。遠くから見ると湯
船の形に見える湯船山までは１時間くらい
で到着、一息入れたら白クラノ頭～峰坂峠
を越えて世附峠を目指しましょう。秋の紅
葉も美しく、足下にはトリカブト、セキヤ
ノアキチョウジの紫色、センブリ、サラシ
ナショウマの白い色にもこころひかれてし

まいます。 
世附峠の手前に「樹下の二人」という場
所があり、5 月の終わりから 6 月の始めに
かけてサンショウバラがピンクの美しい花
をつける林があります。初夏にはツツドリ
が鳴いたり、アカゲラが二羽で呼びかって
いたりするのが聞かれるかもしれません。 
カッコーやホトトギスの声に励まされて
不老山の頂上にたどりつきます。ここでも
見事な花が見られますが、これは地元の
「不老山を愛する会」の岩田さんのお骨折り
によるものです。植林をなさり、看板をた
て、道を整備し熱心な保護により守られて
おり、私達も見習いたいものです。早春に
はアブラチャンの黄色い花の林が私達を迎
えてくれることでしょう。 
昔、迷路だった道が歩きやすくなりまし
たので、生土（いきど）へ下ります。上空
のオオタカ、クマタカにも注意しましょ

コースタイム ６時間 
明神峠～湯船山～峰坂峠～世附峠～不老山～駿河小山 

地形図：1:25,000 駿河小山、山北 案内図：丹沢（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

サンショウバラ 
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観察できた鳥 
1999.6.5  2000.3.2  2000.6.3  2000.10.24 
キセキレイ・ウグイス・ツバメ・カワラヒワ・ヒヨドリ・シジュウカラ・センダイムシクイ・ヤマガラ・ホオ

ジロ・オオルリ・ヤブサメ・ミソサザイ・クロツグミ・ハシブトガラス・アカハラ・メジロ・ヒガラ・ツツド

リ・アカゲラ・アオバト・ホオジロ・カケス・オオタカ・カッコウ・ホトトギス・コルリ・ヤマガラ・クマタ

カ・イカル・セグロセキレイ・ハシボソガラス・ダイサギ・アオジ・モズ・コゲラ・エナガ・ルリビタキ・シ

ロハラ 

・行き ＪＲ御殿場線駿河小山駅下車 タクシー 明神峠 
・帰り ＪＲ御殿場線駿河小山駅 
・交通機関問い合せ先：ページ 117 参照 

   う。コルリやオオルリの歌声に聞き惚れな
がら下山すると、足下にはサイハイランや
イチヤクソウ等の花が目を楽しませてくれ
るでしょう。国道 246 号を渡ると間もなく
駿河小山駅に到着します。 （関野祥子）
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37.三国山（神奈川県西部 標高 1320m） 
山中湖南岸の県境尾根を歩くコースで、
御殿場駅から河口湖行きのバスに乗り籠坂
峠で降りるともうそこは標高 1000m を越
えます。火山灰をサクサクと踏みながら歩
き始めると、春はタチツボスミレやキジム
シロの群落、秋には楚々として咲くミズヒ
キやリンドウがかわいらしく出迎えてくれ
ます。 
三国山は四季を通して楽しめる山です
が、鳥のベストシーズンはやはり夏鳥で賑
わう 5～6 月頃でしょう。キビタキが芽吹
き始めたブナやヒメシャラの下枝に止ま
り、美しい囀りを聞かせてくれるのもこの
頃です。カッコウの声を遠くに聞きなが
ら、直ぐ近くではミソサザイやコルリ、コ
マドリの囀りのシャワーの中を、1 時間も
歩くと展望の開けるあざみ平に出ます。 
この広いあざみ平のお花畑は春から秋ま
で花の絶える事がありません。特に、初秋
から咲き始める巨大なフジアザミは見ごた
えがありますが、足元に可憐に咲くイカリ
ソウやカワラナデシコも見逃せない花達の
一つです。 
左に山中湖、右に駿河湾を望みながら歩
き、あざみ平を過ぎる頃後ろを振り返ると
畑尾山の上に雄大な富士山が姿を現しま
す。その右肩には南アルプスが遠くに連
なっていますが展望がきくのは晩秋から早
春のころ迄でしょう。ここから 10 分も歩
くと秋には一面にマツムシソウが咲き乱
れ、ウメバチソウがそこかしこに群生して

いる小さな原っぱに出ます。 
ここからは展望のきかない尾根歩きとな
りますが、ブナ､ミズナラ、ヒメシャラ等か
ら成る自然の雑木林なので少しも苦になり
ません。カラ類の声を聞きながら、ゆった
りした登り下りを繰り返しているとたちま
ち神奈川、静岡、山梨の三県境に当たる三
国山の頂上となります。 
冬は運が良ければ、アトリやマヒワの群
れが見られる事も有りますが、積雪期には
それなりの冬山装備が必要とされます。 
帰途は、東へ径を下り明神峠へ出たほう
がバスの便が良いでしょう。急坂を下り鉄
塔を過ぎると見ごたえのあるブナの巨木に

コースタイム ５時間 
籠坂峠～あざみ平～大洞山～楢木山～三国山～明神峠～明神峠入口 

地形図：1:25,000  案内図：富士・富士五湖、丹沢（昭文社） 
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富士をバックに歩く 
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観察できた鳥 
1998.９19  1998.10.8  1999.1.3  1999.5.8  2000.1.3 

エナガ・ヤマガラ・ヒガラ・ウソ・ハシブトガラス・コガラ・ホオジロ・シジュウカラ・コゲラ・ゴジュウカ

ラ・カワラヒワ・アトリ・マヒワ・ヒヨドリ・カシラダカ・ツグミ・トビ・ジョウビタキ・モズ・ルリビタ

キ・ムクドリ・シロハラ・カケス・キジバト・キジ・ジュウイチ・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・アオゲ

ラ・アカゲラ・ツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・ミソサザイ・コルリ・マミジロ・クロツグミ・ウグイス・セ

ンダイムシクイ・キビタキ・メジロ・スズメ・オナガ・ノスリ・ビンズイ・アカハラ・オオルリ・イカル・イ

ワツバメ・ハシボソガラス・セグロセキレイ・ハクセキレイ・エゾビタキ 

・行き ＪＲ御殿場線御殿場駅下車 富士急行バス 河口湖行き 籠坂峠下

車 
・帰り 明神峠入り口バス停 富士急行バス 駿河小山駅 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照

   出くわします。しばしブナの森に身を置いてのん
びりするのも良いものです。 
ここから数分で三国峠から明神峠への林道に出
ます。林道を横断して静かな山道に分け入れば 30
分で明神峠です。ここからは舗装された広い県道
を歩いて、１時間で明神峠入口のバス停となりま
す。              （浅川久子）

カワラナデシコ
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38.矢倉岳（神奈川県西部 標高 870m） 
矢倉岳はなんと言っても、９月下旬から

10 月中旬にかけての、タカ（特にサシバ）
の渡りにつきます。春、東南アジアから繁
殖のため渡って来て、全国の里山で子育て
を終え、秋一斉に越冬地を目指します。山
頂で待つと、どこからともなく集まったタ
カの集団が頭上で大きく旋回し、上昇気流
に乗り最高点に達した所で西に進路をと
り、まさに富士を目指し飛翔していく様は
圧巻で感動的です。“元気で来年もまた来い
よ”と声を掛けたくなります。 
矢倉岳の山頂を目指すにはいくつかルー
トがありますが、タカの渡りの観察にはな
るべく早い時間に山頂に立ちたい為、バス
利用の場合、矢倉沢からのルートが時間的
に早いでしょう。ただ、標高差が 600m 弱
あるので注意が必要です。車利用の場合は
万葉公園まで入りそこから山頂を目指す
と、標高差はわずか 150m 程度で済みま

す。 
矢倉沢バス停でバスを降り、す
ぐ道を右折しちょっと行くと矢倉
沢本村の公民館の広場がありま
す。ここで登山前の準備をすると
良いでしょう。この辺り、懐かし
い里山の雰囲気を残し、子供の頃
のトンボ取りや魚すくいに遊び興
じた頃を思い出します。 
道標に沿い、舗装されたちょっ
と急な登りの農道をしばらく進み
ます。秋から早春にかけモズ・ホ
オジロ・ジョウビタキなどに会え
るでしょう。また、ノスリが旋回

コースタイム ３時間 
矢倉沢～水道タンク～矢倉岳～山伏平～地蔵堂 

地形図：1:25,000 関本 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

しているかもしれません。 
農道が終わり、杉林の中の登山道はジグ
ザグの急な道です。シジュウカラ・ヤマガ
ラ・ヒガラなどのカラ類にエナガ・コゲラ
の混じった群れ、また、ジェーとカケスの
だみ声も。杉林を過ぎ雑木林、カヤトの尾
根道に出ればもう頂上です。頂上は周りを
カヤトに囲まれた草原、天気が良ければ、
箱根の外輪山（金時山・明神ヶ岳）その向
うに神山、そして西には美しい富士の眺め
が… 
頂上ではお茶などを沸かし、のんびり

“タカ見”の見物をしましょう。仰向けに寝
転がって、青い空に吸い込まれるように上
昇していくタカを見ていると、自分も一緒
に帆翔している気分になれるかも知れませ
ん。タカはサシバ・ハチクマ・ノスリ、ハ
ヤブサ・チゴハヤブサ・クマタカ、稀にミ
サゴなども飛来します。タカ以外にもアマ
ツバメ・ヒメアマツバメなどの飛翔も見ら

酒匂川河畔からの矢倉岳 
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観察できた鳥 
10 月上旬タカの渡りの頃 
ミサゴ・ハチクマ・トビ・ノスリ・サシバ・クマタカ・チゴハヤブサ・チョウゲンボウ・コジュケイ・キジバ

ト・アオバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・セグロ

セキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズ

メ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
早春の頃 
ノスリ・キジバト・ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・ヤマガラ・シジュウカ

ラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・イカル・ウソ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシ

ボソガラス・ハシブトガラス 

・行き ＪＲ御殿場線松田駅／小田急新松田駅 箱根登山鉄道バス 地蔵堂

行き 矢倉沢下車 
・帰り 地蔵堂バス停 箱根登山鉄道バス 小田急新松田駅行き 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照

   れるでしょう。頂上付近の樹木にはヒガラ
などがやって来て忙しく枝移りをしていま
す。 
タカの渡りは、気象条件に大きく左右さ
れますので、タイミングが悪いと全く見ら
れないときもあります。その時は潔くあき
らめ、“またの機会に”といたしましょう。
トンボや蝶などを観察するのも一興かもし

れません。 
帰りは万葉公園に下りそこからバスに乗
ります。また、万葉ファミリコースあるい
は足柄古道で地蔵堂へ行く道もあります。
さらに、山伏平から直接、地蔵堂へ下る
コースもありますが、沢を徒渉する地点が
あり増水時は注意が必要です。バスの本数
が少ないので事前調査は忘れずに。 

（渡部 徹）
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39.明神ヶ岳（神奈川県西部 標高 1169m） 
ここは一般の探鳥地とは違って山登りを
しながらの探鳥となります。その為には通
常の探鳥会とは違った準備が必要になりま
す。 
小さいアクシデントでも山岳上では平地
とは違う大きなハンディがあることを肝に
銘じて、心と体の準備及び装備や食料の備
えはしっかり行いましょう。水場はありま
すが、年や季節によって渇水していること
があります。水は必ず必要分持っていきま
しょう。天候も変わりやすく、晴れていて
も必ず雨具の携帯は必要ですし、もしもの
ことを想定して、懐中電灯も忘れないこと
です。望遠鏡は荷物になりますので双眼鏡
のみで、さあ出発です。 
小田原から大雄山線で行く方法では、大
雄山線の終点、大雄山駅（関本）よりバス
に乗車、大雄山最乗寺（終点）で下車しま
す。もう一つの行き方は、小田急線新松田
駅よりバスにて関本まで行き（約 20 分）、
関本で最乗寺行きのバスに乗替える方法が

あります。 
まず駅前の広場で空を眺め
てみましょう。腰が煉瓦色の
コシアカツバメが飛翔してい
ます。近くの建物に巣があり
ます、特徴のある巣を見つけ
ましょう。それと、囀りが周
辺から聞こえてきます、主を
探してみましょう。イソヒヨ
ドリを見つけることが出来ま
す。 
バスは、関本を出ると仁王
門をくぐり杉の巨木の参道を
走ります。初夏はシャガの花

コースタイム ５時間 
最乗寺～神明水～明神ヶ岳～宮城野分岐～宮城野 

地形図：1:25,000 関本、箱根 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

が、そして梅雨に入るとアジサイが美しく
迎えてくれます。最乗寺でバスを降りる
と、杉の巨木に囲まれてひんやりとした霊
気をを感じます。木立からはヒガラやオオ
ルリの声が聞こえてきます。冬はキクイタ
ダキの姿が観察できます。脇の谷川からの
キセキレイの囀りを聞きながら境内に入る
と、まずイカルの声が聞こえてきます。何
処にいるか探してみましょう。ここでは、
他にカワラヒワやウグイス、冬はアオジを
観察します。 
山道に入り、急な坂を登りきり少し平坦
な道にさしかかると、左からはコジュケ
イ、ヤブサメの声、前方にはキビタキの姿
を観察できます。林道を横切り広葉樹林帯
に入ると、ホトトギス、カッコウの声、見
晴小屋ではエナガ、シジュウカラ、ヤマガ
ラなどを観察し、広々とした草原の尾根に
出ます。 
ここは昔、リフトがあったところで現在
は錆びた鉄塔だけ残っています。遠くから
オオルリ、クロツグミの声が聞こえ、近く

さあ、出発（最乗寺） 
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観察できた鳥 1995 年より 2000 年まで 
ハイタカ・ノスリ・トビ・コジュケイ・キジバト・アオバト・カッコウ・ツツドリ・ホトトギス・ヒメアマツ

バメ・コシアカツバメ・アマツバメ・イワツバメ・ツバメ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨド

リ・モズ・ミソサザイ・コマドリ・コルリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・マミジロ・クロツグ

ミ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・センダイムシクイ・キビタキ・オオルリ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマ

ガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・マヒワ・イカル・スズメ・カケ

ス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・行き 大雄山線大雄山駅下車 関本バス停 箱根登山鉄道バス 最乗寺行

き 終点下車 
・帰り 宮城野バス停 箱根登山鉄道バス 小田原行き 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照

の梢ではヒガラ、ホオジロなどを観
察できます。神明水の水場を通り過
ぎ、ふたたび原生樹林帯に入りま
す。 
センダイムシクイやコガラ、明神
水の水場に来るとミソサザイ、コマ
ドリの声、右の林からはマミジロ、
ルリビタキの声が聞こえてきます。
ここまで来ると頂上も直ぐです。昼
食は山頂でイワツバメやワシタカ類
を探しながら摂りましょう。指呼の
間に箱根の主峰駒ケ岳や神山、そし
て遠くに雄大な富士の山が眺めら
れ、山岳探鳥会の醍醐味を満喫でき
ます。 
帰路は直接宮城野に降ります。こ
こで靴のひもを少しきつめに締め直
し、足腰に自信のない方は杖を使い
慎重に下りましょう。稜線上から鞍
部まではヤマガラ、ウグイス、コル
リの声を聞きながら歩きます。広葉
樹林帯に入るとアオゲラ、カケスな
ど、遠くにアオバトの声を聞きなが
ら小一時間で宮城野の集落に着きま
す。 
ここには宮城野温泉会館、勘太郎
の湯などの温泉があり、アフター
バードウォッチングに一風呂浴びる
のも一考でしょう。宮城野からはバ
スの本数も多く小田原や湯本に出る

ことが出来ます。トイレは、登山口の最乗寺と下
山口の宮城野にあります。 
季節として最も良いのは夏鳥の揃う５月の中旬
頃から７月初旬までで、７月中旬、８月、９月中
旬は暑くて不向きです。冬場は雪もあり一般的で
はありませんし鳥の数も少ないようです。 

（小林 力）
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40.神山（神奈川県西部 標高 1438m） 
神山は標高 1438m、箱根の最高峰で箱根
火山の中央火口丘の一部です。駒ヶ岳登り
口からロープウェイを利用して駒ヶ岳経由
で登るルートもありますが、一般観光客も
多いので、探鳥会でよく使う大涌谷から登
るコースを紹介しましょう。 
ケーブルカー・ロープウェイを利用して
大涌谷に出る方法もありますが、乗換が多
く時間も掛るので、小田原駅海岸側から伊
豆箱根バスの早雲山経由湖尻行きに乗車し
ます。 
乗換もなく８時ごろのバスに乗れば、箱
根湯本までの道路も比較的すいていて 50
分位で大涌谷に到着します。 
大涌谷から澄みきった日には雄大な富士
を見ることができます。 
大涌谷は観光客が多く残飯が出るせいか、
ハシブトガラスがうるさく鳴いています。
さっさと通り過ぎて登山道に入りましょ

う。ウグイスのさえずり、カラ類のさえず
りが聞こえてきます。道の両側にはアセビ
やミヤマシキミなどの花が咲いています。 
５月になると、濃いピンク色をしたヒメ
イワカガミの可憐な花を木陰や岩陰に見る
事ができます。登りの辛さをふと忘れさせ
てくれる花です。この時期は葉も繁って鳥
の姿はなかなか見えませんが、耳を澄ませ
ばポポッポポッ・チヨチヨビー、ヒーツー
キ、ヒンカラカラ・キョッキョキョキョ
キョキョ・キョロンキョロンジー・ピー
リュイピーリュイなど色々な声が聞こえて
きます。 
山頂附近はバイケイソウが群生していま
す。気軽に登れるせいか、ハイカーが置い
て行くゴミで汚れていてがっかりさせられ
ます。下りはつい早足になってしまいます
が、道沿いの花を見ながらゆっくり歩けば
思わぬ鳥に出会えるかもしれません。 

所要時間 ６時間 
地形図：1:25,000 箱根 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

雨の日のヒメイワカガミ 
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観察できた鳥 
1997.5.25 支部探鳥会（25 種） 
ノスリ・ジュウイチ・ホトトギス・アオゲラ・ミソサザイ・コマドリ・コルリ・ルリビタキ・ヤブサメ・エゾ

ムシクイ・センダイムシクイ・オオルリ・ホオアカなど 
1998.5.17 支部探鳥会（28 種） 
アオバト・ツツドリ・ミソサザイ・コマドリ・コルリ・マミジロ・アカハラ・エゾムシクイ・センダイムシク

イ・キビタキ・オオルリなど 
2000.3.30 調査 
ミソサザイ・ウグイス・エナガ・コガラ・シジュウカラ・メジロ・ハシブトガラス・大型キツツキ類 

・行き 東海道線小田原駅下車 伊豆箱根バス 早雲山経由湖尻行き 大涌

く谷下車 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照 

  帰りは、駒ヶ岳山頂からケーブル
カーとバスを使うか、早雲山に出て
ケーブルカーと登山電車を利用する方
法があります。    （倉川典夫）

大涌谷からの富士山
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41.浅間山（神奈川県西部 標高 802m） 
♪箱根の山は天下の剣♪ と歌われた箱根
越えの道として、延暦 21 年（802 年）の
富士山噴火によって通行不能になった足柄
道の代わりに開かれたのがこの湯坂道で
す。鎌倉時代に大改修が行われ、当時は人
馬の往来も多く主要街道として使われてい
ました。 
今では石畳や城址跡に往時の面影を残す
だけとなりましたが、金時山、明神ケ岳、
明星ケ岳等の山々の連なりは当時の人達も
見た景色なのでしょう。灯りのない鬱蒼と
した山道をどのような思いで越えたので
しょうか。 
今では交通も発達し手軽に頂上に立て、
春の新緑、初夏の草花、秋の紅葉と四季を
通じて楽しめ、そして下山後は箱根湯本で
の一浴が出来るという点で手軽に楽しめる
山となっています。その浅間山・湯坂道を
ご紹介します。 
箱根登山鉄道で小涌谷駅まで行きます。
水の補給とトイレを済ませ、駅前の国道１
号線を横断し保養所が建ち並ぶ坂をカラ類
やホオジロ類を見ながら千条ノ滝に向かっ
て歩きます。千条ノ滝が近づいたらミソサ
ザイやカワガラスを探してみましょう。こ
の千条ノ滝は、高さ３ｍ幅 20ｍほどの小さ
な滝で水は温めの温水プールのようです。
千条ノ滝から蛇骨川の橋を渡ると二股に
分れますが、まっすぐの道が楽に登れ、樹
林帯や広葉樹の中をジグザクにのんびり登
れば 40 分程で無理なく鷹の巣山下に出ま
す。植栽されたアジサイに沿って左にだら

だら登ったところが浅間山頂上で、ベンチ
のある広場はこのコース中一番ゆっくりで
き昼食には格好の場所です。キジ、ホオジ
ロ、ミヤマホオジロ、アオジ、カラ類、キ
クイタダキなどが見られると思います。 
広場での休憩後は広い尾根道を下って行
きますが滑らないように慎重に下りましょ
う。この辺りは両側にイノシシの掘り返し
跡が見られ、春にはスミレや桜が美しく、
秋にはススキの穂波が美しい所です。右に
箱根の山々、左に小田原方面が木立の間か
ら眺め、杉・檜の植林された防火帯の広い
道をダラダラ下り続けます。 
この辺りではクロツグミ、ルリビタキ、
カヤクグリ、キクイタダキ、カラ類などが
見られると思います。だいぶ下って、道が
大きく右に曲がると広い防火帯の道から樹
林帯に入ります。そして雑木林や植林され

コースタイム ４～５時間 
小涌谷駅－（20 分）－千条ノ滝－（40 分）－浅間山頂上－（10 分）－大平台分岐－（30 分）－

湯坂城址跡－（60 分）－湯本駅 
地形図：1:25,000 箱根 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

エイザンスミレ 
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観察できた鳥 
11 月～2 月 

エナガ・ヒヨドリ・コジュケイ・イカル・カワラヒワ・ルリビタキ・メジロ・コゲラ・ヤマガラ・ウグイス・

アオジ・ヒガラ・ウソ・キクイタダキ・ジョウビタキ・シジュウカラ・スズメ・ミソサザイ・ツグミ・シロハ

ラ・ホオジロ・ミヤマホオジロ・キジ・カヤクグリ・カケス・ハシブトガラス・ハシボソガラス・セグロセキ

レイ・ハクセキレイ・キセキレイ・カルガモ・コガモ・トビ・コサギ        
5 月 
ヒヨドリ・スズメ・メジロ・シジュウカラ・ヒガラ・ヤマガラ・コゲラ・アオゲラ・コジュケイ・クロツグ

ミ・キビタキ・オオルリ・イカル・ヤブサメ・ウグイス・ハシボソガラス・カケス・キセキレイ・セグロセキ

レイ・ミソサザイ 

・行き 箱根登山鉄道小涌谷駅下車 
・帰り 箱根登山鉄道箱根湯本駅 

   りますので怪我に注意して慎重に下りま
しょう。 
下りきると手すりのついた階段があり国
道に出ます。旭橋を渡り箱根湯本駅に向か
いますが、旭橋の下ではカルガモ、コガ
モ、セキレイ類が見られ、早川のせせらぎ
と水鳥の姿は疲れた体を癒してくれると思
います。右へ 10 分程歩けば箱根湯本駅で
す。           (石川美恵子)

た林が始まるころ石畳が出て来ます。 
この石畳は昭和の初め頃、電信幹線ケー
ブル保護のため敷かれたもので鎌倉時代の
ものではないようです。雨の日や雪が積
もっているときの石畳は滑りやすいので注
意が必要です。僅かな坂を登った所、照葉
樹林の中に湯坂山城址跡があり国道の車の
音もはっきり聞こえ木立の間から旅館の屋
根が見えてきます。石畳の段差が大きくな
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42.湯河原 幕山（神奈川県南西部 標高 615m） 
幕山は、神奈川県の西、湯河原にありま
す。そのふもとにある幕山公園の梅林は有
名で、花の季節は多くの人が集まります。
この時期さえ避ければ静かな山歩きができ
ます。 
湯河原駅から鍛冶屋行きバスで 15 分、
終点のバス停で降りると鎌倉権五郎景政を
祭る五郎神社があります。観察の準備をし
ながら、まずこの「鎮守の森」を見ましょ
う。少々うるさいヒヨドリのほか、カラ
類、アオゲラなど見られます。 
神社を左にまいて道を進むと、南郷山へ
の分岐がありますが、浄水場の方へ進みま
す。左右はミカン畑で、秋から冬は安いミ
カンの無人販売があります。荷物にならな
ければ買って、頂上で食べるのもいいです
ね。 
幕山公園に着くと右側に幕山の岩場が見
え、直登するコースと大石ケ原への道があ

ります。のんびり、ゆったりと鳥をみるな
らば大石ケ原へ進みましょう。新崎川沿い
いのコースで秋から冬はカシラダカ、ホオ
ジロが多く、ジョウビタキ、ルリビタキも
常連さんです。初夏は、オオルリやヒナを
連れたモズも観察されました。 
幕山頂上からは、真鶴半島、伊豆の
山々、海上には大島も一望できます。下り
は、今は水も枯れてしまっていますが、源
頼朝が顔を写したといわれる自鑑水を通り
白根林道に出ます。 
時間があれば南郷山へ登って下さい。上
り下りとも急ですが 20 分程で頂上に着き
ます。ここの登山路はカヤトと背の低い木
におおわれ、カラ類の混群などに出あう
と、目線の高さ、双眼鏡なし、手で届きそ
うな近さで見られます。カヤトと木々が人
を隠しているのでしょうね。南郷山を下
り、ゴルフ場を左に見て鍛冶屋のバス停へ

コースタイム ３時間 40 分 
鍛冶屋－（30 分）－幕山登山口－（30 分）－大石ケ原－（50 分）→幕山－（40 分）－南郷山入

口－（20 分）－南郷山－（50 分）－鍛冶屋 
地形図：1:25,000 箱根、熱海 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

山頂から真鶴半島を望む 
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観察できた鳥 1998.11.23 1999.1.2 1999.6.13 
オオタカ・キジバト・ホトトギス・コゲラ・アカゲラ・アオゲラ・ツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ル

リビタキ・ジョウビタキ・ウグイス・オオルリ・エナガ・シジュウカラ・ヤマガラ・メジロ・ホオジロ・カシ

ラダカ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

・東海道線湯河原駅下車 箱根登山鉄道バス  鍛冶屋行 終点下車 
・交通機関問い合わせ先：ページ117参照 

   向かいますが、右側の山林に注目して下さ
い。アカゲラ、カケスがよく見られるポイ
ントです。ミカン畑の急な道を下ると、も
うそこは出発した五郎神社です。 
湯河原は温泉の町です。汗を流し冷たい
ビールもまた楽しい思い出となります。 

（角田巳智夫）
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43.湯河原 城山・幕山（神奈川県南西部 標高 563m） 
 
小春日和にハイキングを兼ねて探鳥する
のに最適なコースです。湯河原駅前から大
観山経由元箱根行のバスに乗ります。乗車
して 30 分程で「城山入口」のバス停に着
き、２～30 分登ると標高 563ｍの城山で
す。なお、登るのが嫌いな方は、次のバス
停「しとどの巌」で降りれば、ゆるやかな
登り道を辿って城山に行かれます。山頂は
広々とした草地で、相模湾が一望できま
す。 
一休みしたら、「しとどの巌」に向かって
下りていきますが、その間が、探鳥ポイン
トです。カラ類やルリビタキなどに出会え
るでしょう。「しとどの巌」から幕山公園ま
での問では、「クスノキの美林」でアオゲラ
を確認できる確率が高く、沢沿いのブッ
シュ地帯「大石平」も探鳥ポイントです。
なお、幕山には「大石平」から山道があり
ますが、鳥の出現する割合は低いです。 

幕山公園はトイレもあり、休憩するには
良いのですが、２～３月の梅観の頃は、鳥
より人の方が圧倒的に多くなります。この
公園は新崎川沿いにあるため、セキレイ類
が見られ、運がよければカワガラスにも会
えます。 
同公園から鍛冶屋（始発バス停、湯河原
まで約 10 分で本数も比較的多い）まで
は、道沿いにみかん畑が広がり、湯河原町
の鳥であるメジロが多数おり、じっくり観
察できます。なお、この道は狭く、比較的
車も多いので注意が必要です。車をあまり
気にせず歩きたければ、公園の中をカラ類
などを追いながら、バス通りに出られます。
（バス停「診療所前」） 
バス通りから 10 分程歩くと日帰り温泉
施設の嵯峨沢の湯がありますので、温泉好
きの方にはお薦めします。  （滝島照夫） 
 

所要時間 ５時間 
地形図：1:25,000 箱根、熱海 案内図：箱根（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

土肥城城址 
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観察できた鳥 1998.11.28  1998.12.12  1999.3.7  1999.10.4  1999.12.27 
コジュケイ・スズメ・ヒヨドリ・ムクドリ・アオジ・メジロ・ジョウビタキ・ハシボソカラス・ハシブトカラ

ス・ヤマガラ・シジュウカラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ホオジロ・カワガラス・ツグミ・モズ・ウグイ

ス・エナガ・ヒガラ・ルリビタキ・カケス・コゲラ・シロハラ・アオゲラ・カワラヒワ・キジバト 

・行き 東海道線湯河原駅下車 箱根登山鉄道バス  大観山経由元箱
根行 城山入り口下車 
・帰り 鍛冶屋バス停 箱根登山鉄道バス 湯河原駅行き 
・交通機関問い合わせ先：ページ117参照 

幕山公園梅林
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44.陣馬山（神奈川県北部 標高 857m） 
陣馬山は、標高 857ｍ、神奈川県の県北
にあり東京都と県境を接しています。陣馬
山は東京の山として知られていますが、神
奈川県側を歩きます。特に珍しい鳥には出
会えませんが、なだらかな山でハイキング
のついでに探鳥を楽しむのに向いているか
も知れません。 
中央線の藤野駅から和田行きのバスに乗
車します。このバスは朝３便、夕方２便と
少ないので事前に時間の確認をお勧めしま
す。また、タクシーの利用もできます。20
分ほどで終点和田に着きます。 
ここには「県立陣馬山公園センター」が
あります。開館時間は９:00～4:30 で、陣
馬山の生物等の資料が展示されています。
時間があれば寄ってみたいのですが、いつ
も開館前なのでトイレだけ拝借して身支度
を整えて歩き出します。 
道路の斜面や川など鳥を探しながら車道
を 300ｍ程進みます。ホオジロ類、キセキ
レイが常連で、冬は山から下りて来ている
鳥が多く見られます。 
民家の庭に入るように「陣馬山登山口」
の案内があり、山道へと入って行きます。
山頂まで約１時間 30 分です。雑木林は、
春にはスミレなど足元の草花が楽しめ、夏
はオオルリなどの囀りが聞かれます。植林
帯になると程なく尾根に出ます。今にも雨
が降り出しそうな日に、この植林帯で聞い
たトラツグミの鳴き声がとても印象に残っ
ています。一休みして頂上を目指します。
山頂までは藤が多く、初夏にはみごとな藤
の花が見られます。 

山頂はなだらかな草地で、360 度の展望
が開けます。目の前に富士山、丹沢連峰、
道志山塊、南アルプス、大菩薩連嶺、奥秩
父等などが望めます。かつて登った山を探
すのも楽しいものです。ワシタカが出現す
るとどこまでも追う事が出来ます。 
春にはスミレ、夏はお花畑に集まる虫
ウォッチングと時間の許す限りのんびりし
たら、栃谷尾根を下ります。長く単調な植
林地が続いた後、探鳥を再開し南斜面をど
んどん下ります。 
両側に畑や茶畑が広がり、ホオジロ、モ
ズ、ジョウビタキなどが出現します。前面
に丹沢山塊が迫り、ワシタカの出現を期待
します。 

所要時間 ５時間 
和田バス停～陣馬山登山口～山頂～栃谷集落～藤野駅 

地形図：1:25,000 与瀬 案内図：高尾・陣馬（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

陣馬山のシンボル 
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観察できた鳥 
1999.5.23  

キジバト・アオバト・ツツドリ・ホトトギス・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレ

イ・ヒヨドリ・クロツグミ・ヤブサメ・ウグイス・オオヨシキリ・センダイムシクイ・キクイタダキ・キビタ

キ・オオルリ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカ

ル・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ガビチョウ 
1999.9.12  
ハチクマ・ツミ・ノスリ・キジバト・アオバト・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・キセキレイ・セグ

ロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イ

カル・スズメ・カケス・ハシブトガラス 
2000.2.11  
カワウ・トビ・ノスリ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・

カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・キクイタダキ・エナガ・ヤマガラ・

シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・ベニマシコ・ウソ・イ

カル・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ガビチョウ 

・ＪＲ中央線藤野駅下車 神奈川中央交通バス 和田行 終点下車 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照 

栃谷川沿いに集落の中を下
り、沢井川に合流するところに
「陣馬山登山口」のバス停があり
ます。しかし、本数の少ないバ
スには乗れないと覚悟して駅ま
で 30分程歩きます。車の往来は
少なく鳥を探しながら歩けま
す。トンネルをくぐって線路を
渡ると右手に藤野駅がありま
す。      （船木曄子） 
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45.石老山（神奈川県北部 標高 694m） 
石老山は、相模湖町寸沢嵐地内で、相模
湖の南東に位置しています。巨大な奇岩・
怪石に富んでいるところから、この辺一帯
を石老山という名がつけられました。この
コースは、県立陣馬相模湖自然公園内で東
海自然歩道にもなっていて、自然探索には
大変良い所です。特に岩石に興味のある方
にとっては、お勧めの場所かと思われま
す。 
石老山入ロバス停で下車し、人家や畑が
散在しているのどかな集落の中を、カワラ
ヒワ、ホオジロなどのさえずりを聞きなが
ら進みます。春にはキジ、秋にはモズや
ジョウビタキが迎えてくれるでしょう。南
方に約 30 分歩いて行くと、石老山表参道
入口という案内板が目に入ります。ここが
広小路で、昭和 10 年に神奈川の名勝史蹟
五十五佳選に入賞した記念の石碑「石老
山」があります。ここからが本格的な散策
コースとなります。 
スギ・モミ・ケヤキなどの
鬱蒼とした大木の中を登る
と、まもなく第 3 紀地層の礫
岩である巨大な奇岩・怪石が
次々に現われてきます。20 余
あるコケむした奇岩には、そ
の形にふさわしい興味ある名
前がつけられた解説板が立っ
ています。その一部を紹介し
ますと、まず不動岩、仁王
岩、大きな屏風岩、力持ちの
人達が力試しをしたと伝えら
れる力試岩、十字が刻まれて

所要時間 3 時間 30 分 
地形図：1:25,000 与瀬、青野原 案内図：丹沢（裏面）（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

いる文珠岩など。さらに顕鏡寺山門の左
脇には、道志法師・源海法師が住居とし
たといわれる岩窟があり、大天狗岩、鏡
岩、弁慶の力試岩、奥の院を覆いかぶさ
るように突き出している擁護岩、腕のた
つ武士が大刀で試し切りをしたと伝えら
れる試岩などが続き、最後に八方岩に登
ると東南方面の眺望が雄大です。 
途中・山の中腹にある顕鏡寺に参拝
し、メジロ、カラ類、コジュケイの鳴き
声に耳を傾けます。この顕鏡寺の境内に
は、注目すべき樹木が２本そびえ立って
います。その１本は、かながわ名木 100
選に選定された樹高 42ｍ・樹齢 400 年の
「顕鏡寺のイチョウ」で、県内では最も高
いイチョウです。また、巨大な２本の露
出した根が大蛇のように見えることから
その名が付けられた、樹高 30ｍ・樹齢
400年の「蛇木杉」です。 
コースの両側は比較的スギ、ヒノキの

石老山山頂 
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観察できた鳥（1999 年 1 月～2000 年 10 月 定点観察より） 
トビ・ハイタカ・オオタカ・ハヤブサ・カルガモ・コジュケイ・キジ・キジバト・アオバト・ツツドリ・ホト

トギス・コゲラ・アオゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・

ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツグミ・クロツグミ・シロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグ

イス・メボソムシクイ・センダイムシクイ・キクイタダキ・キビタキ・オオルリ・エナガ・コガラ・ヒガラ・

シジュウカラ・ヤマガラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケ

ス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ガビチョウ・ソウシチョウ（５３種） 

・ＪＲ中央本線相模湖駅下車 神奈川中央交通バス 三ヶ木行き 石老山入

口下車 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照 

橋を経由してピクニックランド前に出るコースと、
少し遠いかもしれないが篠原、石砂山、伏馬田を経
由して国道 413 号線の西野々に出るコースです。
（塩沢徳夫） 

植林地が続きますが、融合平見晴
台で相模湖の景色を眺めながら汗
を拭い一休みします。 
最近、急激に増えたガビチョウ
やソウシチョウの声を気にしなが
ら登ると、石老山(標高 694.3m)の
山頂に到着します。視界が開け
て、正面には丹沢山塊、右手には
富士山、道志山地が迫り、そして
左手奥に宮ヶ瀬湖がかすかに望め
ます。 
下山は２つのコースがありま
す。一般的には、大明神展望台で
遠く南アルプス連峰を跳め、箕岩
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46.扇山と大野貯水池（山梨県 標高 1138m） 
が水場だったが今は枯れています。これよ
り急坂をジグザグに登ると自然林の中の大
久保のコルに出ます。左は百蔵山への路、
扇山へは右へ登ります。この付近は防火帯
で地元で毎年草刈りをしているせいかシー
ズンには山の花も多いです。 
山頂は野芝で気分のよい所です。南面は
カラマツが伐採され、正面に富士山が美し
い。 
下山は、指導標に従い東へ雑木林を下
り、君恋温泉への看板があるが直進すると
東面が開けたピークに出ます。ここが犬目
丸（標識はない）、次のピークが荻の丸で金
毘羅宮の奥社があり、ベンチもあります。
中央道の騒音がうるさくなるが東面の展望
がよくなり、これから行く大野貯水池が
光って見え、春先にチョウゲンボウの飛ぶ
姿を上から観察したことがありました。さ

コースタイム 5 時間 30 分 
鳥沢駅－（1 時間 20 分）－梨ノ木平－（40 分）－水場－（50 分）－扇山－（１時間）－荻ノ丸

－（1 時間 10 分）－（大野貯水池）－（30 分）－四方津駅 
地形図：25,000:1 上野原 案内図：高尾・陣馬（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

このコースは山と水辺の両方の鳥が観察
できます。 
鳥沢駅から北へ甲州街道を渡り小さな指
導標に従い狭い道を北へ向い、中央道の下
を通り民家の間を道なりに進むと、やがて
道は左右に別れます。右の林道を行くと畑
や雑木林があり、ホオジロ、ウグイス、ア
カゲラ、コゲラやカラ類など山の常連が出
迎えてくれます。初冬にはマヒワやミヤマ
ホオジロも観察されています。 
林道は左右に別れるが指導標に従い右へ
ゴルフ場沿いに行くと近道の表示がありま
す。これを行くとまた林道に出て少し下る
と梨の木平に着きます。トイレ、ベンチも
あり一休みによい所です。 
ここから登山道となり、早春にはミソサ
ザイの囀りも聞かれ、やがて水場に出ま
す。以前はこの少し上の「水呑み杉」の所

大野貯水池からの扇山 
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観察できた鳥 
1999 年 3 月 12 日 

カワウ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・チョウゲンボウ・コジュケ

イ・オオバン・イカルチドリ・アカゲラ・コゲラ・セグロセキレイ・タヒバリ・ミソサザイ・ジョウビタキ・

ウグイス・コガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ホオジロ・カワラヒワ・ウソ・カケス等 
1999 年 12 月 6 日 
カイツブリ・カワウ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシ

ハジロ・キンクロハジロ・オオバン・イカルチドリ・クサシギ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・セグロセキレ

イ・モズ・ジョウビタキ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・マヒワ・ウソ・カケス・ソウシチョウ等 

・行き：ＪＲ中央本線 鳥沢駅下車 徒歩 
・帰り：ＪＲ中央本線 四方津駅 
・交通機関問い合わせ先：ページ 117参照 

察によい場所です。 
帰路は四方津駅まで車道を歩くことにな
ります。平日は車が多くバス利用が便利で
すが、本数が少ないので確かめて下さい。

(帯金 晃)

らに下って、民家の間をぬけると新田に
出ます。指導標に従い畑の中を下ると談
合坂 SAの真上に下り立ちます。中央道を
渡り小学校を左に見て坂道を下ると大野
貯水池に出ます。休憩所もあり水鳥の観
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47.高畑山から倉岳山（山梨県 標高 990m） 
中央線鳥沢駅から、甲州街道（国道 20
号）に出て右へ 500ｍ、信号がある所を右
へ狭い路地に 
入り、中央線を小さなトンネルで抜けて
左へ行くと、踏切りからの道と合流しま
す。ここで小さな道標に従い右へ道なりに
下り、桂川にかかる虹吹橋を渡ります。 
桂川の渓谷が美しく、清流には魚影も見
えます。突き当たって右へ、さらに左の坂
道を行きます。この付近は開けたところで
対岸に百蔵、扇山がよく見えます。ホオジ
ロ・カワラヒワ・イカルなどが多いです。
道標に従い民家の間を南へ行くと最後の
民家の先に車止めがあり、前方に小篠貯水
池の堤防が見えます。雑木林が影を落とす
静かな貯水池ですが、残念ながら水鳥の姿
は全くありません。 
ここから登山道となり、小篠沢沿いに行

くと穴路峠への分岐に着きます。道標や昔
をしのばせる石仏もあります。 
この間、春先にはミソサザイの声が沢に
こだまし、樹林の下にはニリンソウやスミ
レ類が咲いて陰気な谷筋に彩りを添えてく
れます。分岐を右へジグザグに登ると雑木
林が植林帯に変わります。さらに暗い杉林
を登りきると尾根に出ます。この付近はス
ミレ類の特に多い所で 10 種類くらいは観
察できます。以前アケボノスミレの大群生
に感激したことがありました。 
高畑山直下を急登すると、正面に道志の
山々を従えた冨士山がパッと目に飛び込ん
できます。山頂を東へ向かうと穴路峠に着
きます。ここには往時をしのばせる「峠路
文化の森」の案内板があります。 
急坂を登り切ると倉岳山の山頂で、東南
面の展望が開けます。 

コースタイム ５時間 
鳥沢駅－（55 分）－小篠貯水池－（20 分）－穴路峠への分岐－（1 時間 20 分）－高畑山 －

（25 分）－穴路峠－（20 分）－倉岳山－（25 分）－立野峠－（1 時間）－林道－（15 分）－梁川

駅 
地形図：1:25,000 上野原、大室山 案内図：高尾・陣馬（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

倉岳山（左）と高畑山 
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観察できた鳥 
1999 年 2 月 23 日 

ノスリ・コゲラ・セグロセキレイ・モズ・カワガラス・ミソサザイ・ジョウビタキ・ツグミ・エナガ・コガ

ラ・ヒガラ・ヤマガラ・ゴジュウカラ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・シメ・カケス・

ソウシチョウ等 
1999 年 4 月 18 日 
キジ・コゲラ・イワツバメ・カワガラス・キセキレイ・セグロセキレイ・ミソサザイ・ツグミ・ウグイス・キ

ビタキ・ゴジュウカラ・コガラ・ヒガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・カケス・

ソウシチョウ等 

・行き ＪＲ中央本線鳥沢駅下車 徒歩 
・帰り ＪＲ中央本線梁川駅 

立野峠へ向かって下ると南アルプスの見
える所が一ヶ所あります。立野峠から北へ
月夜根沢を下ります。シジュウカラ・ヤマ
ガラ・エナガなどのカラ類が多い所です。

やがて立派な林道に下り、そのまま北へ梁
川大橋で桂川を渡ると甲州街道の向う側の
高台に梁川駅があります。        

 （帯金晃）
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48.百蔵山（山梨県 標高 1003m） 
 
中央本線が猿橋駅に近づくと、右側の車
窓に丸い山頂の裾広がりの百蔵山が見えて
きます。百蔵山は駅の北東約３km に位置
し、駅から歩いて行ける気軽なハイキング
コースとなっています。 
国道 20 号を右折し、信号を左折すると
桂川が流れる宮下橋に着きます。ここ迄駅
から３分、橋のほぼ真下、上流左岸に大き
な石があり、運が良ければヤマセミが見ら
れます。しばらくは広い車道を緩やかに
登って大月市営総合グランドに着きます
が、この辺はビンズイを良く見かけます。
道標に従い、住宅地のややきつい坂道を
行くと貯水槽があり、駅からこのあたりの
山麓一帯が野鳥の一番多い区間で、桂川、
葛野川を含め多くの鳥達と出会えます。 
この貯水槽から山道となり、杉・檜の人
工林の中をジグザグに登ります。小さな沢

ではミソサザイが、杉の梢からはヤマガ
ラ、ヒガラ、メジロ達の陽気な囀りが降っ
てきます。初夏にはオオルリやホトトギス
の夏鳥の声が遠く近くにこだまし、春の林
床ではエイザンスミレやイカリソウがひっ
そり咲いています。 
杉林を抜けると明るい落葉広葉樹林に変
わり、葛野集落との分岐を右折し、赤松の
尾根を緩やかに登れば、春には小さなマメ
ザクラの咲く山頂に着きます。この赤松尾
根は一年を通じてカラ類が多く、下の杉林
と違って梢が明るいので鳥達の姿が見やす
い所です。初夏にはクロツグミやイカルが
囀り、ニホンリスなどの動物も見る事が出
来るでしょう。 
山頂を後にしたら同じコースを猿橋駅に
戻りますが、少し山なれた人であれば先程
の分岐を直進して、細いしかしはっきりし

所要時間 ５時間 
猿橋駅－（３分）－宮下橋－（40 分）－大月総合グランド－（1 時間 20 分）－葛野集落と百蔵山

の分岐－（15 分）－百蔵山－（10 分）－葛野集落と百蔵山の分岐－（60 分）－金比羅祠－（30
分）－バス道－（60 分）－猿橋駅 

地形図：1:25,000 上野原、大室山 案内図：高尾・陣馬（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

百蔵山 
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観察できた鳥 （1998 年 11 月～1999 年 10 月） 
カワウ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・トビ・コジュケイ・キジ・イソシギ・キジバト・ホトトギ

ス・ヤマセミ・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モズ・カワガラス・

ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツグミ・クロツグミ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ヤブサ

メ・ウグイス・オオルリ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダ

カ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ガ

ビチョウ 

・行き ＪＲ中央本線鳥沢駅下車 徒歩 
・帰り ＪＲ中央本線梁川駅 

た道をたどれば、907ｍ峰、800.1ｍ峰、金
比羅宮の祠経由、福泉寺のある里に下ると
バス道に出ます。眼下に葛野川が流れ、堤
防沿いにサイクリングロードが続いている
ので、下流に向かって歩くとカワガラス、
キセキレイ、冬にはツグミやカシラダカに
出会えます。終点に着いたら百蔵橋方向に
家並みを進み、宮下橋を通り、朝の猿橋駅
に着きます。       （矢野義和）

エイザンスミレ
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49.笹子峠（山梨県 標高約 1050m） 
甲斐大和駅を降り国道 20 号線を横切
り、日川にかかる大和橋に出ましょう。こ
のコースの観察ポイントの一つ、橋の上か
ら対岸の木々、川辺、草むらに注目して下
さい。セグロセキレイ、キセキレイなど水
辺の鳥とホオジロ、カシラダカ、運がよけ
れば対岸の木にアカゲラなど見られます。
歩みを進め中央高速をくぐり川沿いに来
ますと、冬にはベニマシコ、ルリビタキを
確認できます。旧甲州街道のなごりを残す
日影の集落から甲州街道に入ります。ここ
で 1997 年１月の山岳探鳥会でオオマシコ
が見られました。 
街道に出たら、雪がある時は滑りやすい
ので足元に注意しつつ、まわりの木々を見
ましょう。カラ類の混群に出会う機会が多
く、シジュウカラ、ヤマガラなどおなじみ

の鳥の他にヒガラ、コガラ、ゴジュウカラ
が入っている可能性が高く、しっかりと混
群のメンバーを確認して下さい。 
笹子峠のトンネル手前に便利な東屋があ
ります。鳥と出会う機会が多いと昼過ぎに
なりますが、ここで昼食にしましょう。こ
こからは緩やかな下りです。注目したいの
は周りの木々と斜面の草地、そして上空で
す。ウソ、マヒワ、ベニマシコなど決して
まれではありません。2000年１月の調査の
時は上空にクマタカを観察できました。 
トンネルから 30 分位で「矢立の杉」の
遊歩道に入ります。幹周り９ｍ。空洞で中
から空を見上げることができます。沢沿い
の遊歩道を進むと、再び舗装路に出て「新
田」の集落に出ます。バス停はあります
が、本数が少ないので駅まで歩きましょ

コースタイム 4 時間 30 分 
甲斐大和－(2 時間 20 分)－笹子峠(トンネル)－(1 時間 20 分)－新田－(20 分)－ＪＲ笹子駅 

地形図：1:25,000 案内図：大菩薩蓮嶺（昭文社） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

笹子峠（トンネル） 
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観察できた鳥  
1999.2.11（24種） 
キジバト・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ルリビタキ・ジョウビ

タキ・トラツグミ・シロハラ・ツグミ・エナガ・コガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラ

ヒワ・ベニマシコ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
1998.11.3（23種） 
キジ・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ウグイス・エナガ・コガ

ラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・

カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 
19971.25 ふれあい第 46回山岳探鳥会（29種） 
トビ・ノスリ・キジバト・コゲラ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・カワガラス・ルリビタキ・ジョウビタ

キ・シロハラ・ツグミ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ホオジロ・カシラダカ・アオ

ジ・カワラヒワ・オオマシコ・ベニマシコ・ウソ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガ

ラス 

・行き ＪＲ中央本線甲斐大和駅下車 徒歩 
・帰り ＪＲ中央本線笹子駅 

う。途中に笹子鉱泉があります。時間があ
れば湯につかり疲れをとるのも良いでしょ
う。     （角田巳智夫・新井弘子）
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50.横浜 自然観察の森（神奈川県東部） 
観察の森は三浦半島のつけ根の部分に位
置し、逗子、鎌倉に隣接した所にありま
す。横浜自然観察の森南口には自然観察セ
ンターがあり、レンジャーが常駐しおり野
鳥はもとより植物や昆虫に至るまであらゆ
る情報が得られます。特に野鳥に対しては
ポイントを聞いておくと良いでしょう。 
森の中には清流もあり、緑が深く野鳥に
とって非常に良い環境です。晴れた日には
円海山の緑の海と、遠く丹沢山魂、富士
山、箱根連山を望めます。コースは、ミズ
キの道やウグイスの草地、クヌギの広場な
どと案内板もあり明確になっていますが、
センターで観察マップを入手しておくと便
利です。途中アップ・ダウンの道もありま
すが迂回できるようになっています。トイ
レはコース内に設置されています。森の中
の樹木には、名前を遊び感覚で学べるよう
に案内板や名札が付いていて、お子様連れ

でも充分楽しめるように出来ています。 
観察のあと時間に余裕があれば更に鎌倉
方面や金沢方面へ、続けてのハイキングを
お勧めします。（いずれも日没まで 3 時間
以上余裕を見てください。）鎌倉の寺院めぐ
りなどを組み合わせれば一日楽しめます。
ただし、ハイキングコースは人も多く、特
に休日は野鳥もあまり見られません。 
海抜 100ｍ位の雑木林の中をお子様連れ
でも散歩気分で歩けます。ハイキングの途
中は、売店、トイレはありません。 
コースは鎌倉と金沢文庫方面ともほぼ同
じような環境です。鎌倉側に出ると寺院が
多く楽しめますが、建長寺は通行料が必要
です。建長寺の少し手前から瑞泉寺、鎌倉
宮方面に下る道もあります。そして八幡神
宮を見て小町通りを通って鎌倉駅に至る道
が、野鳥の少ない分を楽しませてくれま
す。 

所要時間 約３時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

観察の森からの東京湾 
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観察できた鳥  
通年 
コジュケイ・キジ・キジバト・アオゲラ・コゲラ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・エナガ・ムクドリ・ヤマガラ・

シジュウカラ・カワセミ 
春夏 
コサギ・ハイタカ・ノスリ・ホトトギス・ヒバリ・ツバメ・ヤブサメ・ウグイス・カワラヒワ・センダイムシ

クイ・キビタキ 
秋冬 
カルガモ・マガモ・サシバ・オオタカ・ノスリ・チョウゲンボウ・タヒバリ・ジョウビタキ・シロハラ 

・京浜急行金沢八景駅下車 神奈川中央交通バス 大船行／上郷ネオポリス

行 横浜霊園前下車 
・ＪＲ大船駅下車 東口神奈川中央交通バス 金沢八景行き 横浜霊園前下

車 

③ 途中に小さな池があり、観察窓から小鳥達の撮影も
出来ます。カモ類のほかにカワセミが遊びに来る事
があります。           （落合義男）

観察ポイント 
① 運がよければ観察の森の上空
をオオタカ・ノスリなどが舞
う姿を見られます。レン
ジャーから情報を得ておくと
便利です。（電話でも可） 

② 森の中ではクロジ、ルリビタ
キ、ウソ、シメなどの姿を見
ることがあります。レン
ジャーにポイントをよく聞い
ておきましょう。 
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51.三浦富士・武山（神奈川県南東部 標高 206m） 
三浦富士・武山への登り口は京浜急行長
沢駅で下車して山側（進行方向右側）の広
場に出ます。広場からスーパーの前を通
り、右にある車道に沿ってゆるやかな坂を
進みます。団地前を通り津久井小学校の脇
の細い畑の中を通ると、右手にコンモリと
した樹林帯が三浦富士、その奥が武山で
す。畑を出ると浅間神社参道の鳥居をくぐ
り、みかん狩りで使われている農道を山に
向かいゆるやかな登り道となります。 
舗装されて歩きやすい大根畑を通り、マ
テバシイの茂る辺から細い道となりハイキ
ングコースらしくなります。この辺りから
野鳥の声もにぎやかになります。更に進む
うちに野比方面から来た道と合流します。
途中から階段もあり急登になります。最
後の登りを頑張ると、三浦富士の頂上
（183ｍ）に出ます。狭い頂上に石碑が数基
立っています。展望もよく、伊豆大島、房
総半島、相模湾と景色が楽しめます。 
頂上を後に右方向に向かい、少し下りぎ
みに進むと途中に展望台もあるので楽しい
道ですが、鳥影は少ないです。右手が砲台
山・武山方面と進んでいくと途中、道が Y
の字に分かれます。右手が砲台山、左手が
武山となります。時間があれば砲台山をぐ
るっと一回り（30 分）するのも良いでしょ
う。アオゲラに会えるかもしれません。左
側の武山までの道は丘陵状で、最後に登り
の階段があり、ツツジの群生の間を通り武
山（200ｍ）に着きます。頂上は広場に

なっており、不動尊が祀られていて、展望
台からの眺めも素晴らしいです。 
帰路は、コゲラ､メジロ、ウグイスの声を
聞きながら津久井方面に下ることをお勧め
します。階段状の急な下りから順にゆるや
かな下りとなり、途中のみかん畑を見なが
ら、狭い車道を津久井浜駅まで歩きます。
全体的には珍しい鳥は少ないですが、ハイ
キングも兼ねると楽しく、また時間に余裕
があれば海岸まで出て、海の鳥を合わせる
と鳥種も増え、楽しい思い出となります。 

（落合義男）

コースタイム 
京浜急行長浜駅－（30 分）－鳥居－（40 分）－三浦富士－（20 分）－砲台山分岐－（40 分）－

武山－（2 時間 40 分）－京浜急行津久井浜駅 
地形図：1:25,000 浦賀 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

浅間神社鳥居 
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観察できた鳥  
山側 
モズ・トビ・コゲラ・アカハラ・エナガ・ヒガラ・シジュウカラ・メジロ・ウグイス・ヤマガラ・ヒヨドリ・

シロハラ・ムクドリ・ハクセキレイ・カワラヒワ・ツグミ・アオジ・ジョウビタキ・ウソ・ホオジロ・キジバ

ト・コガラ・アオゲラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・コジュケイ・キジ・ルリビタキ 
海側 
オオセグロカモメ・セグロカモメ・カモメ・ウミネコ・ウミウ・イソヒヨドリ・カンムリカイツブリ・タヒバ

リ・イソシギ・コアジサシ・キョウジョシギ・ヒメウ・コサギ 

・行き 京浜急行長沢駅下車 
・帰り 京浜急行津久井浜 
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52.町田市 かしの木山自然公園（東京都） 

小田急線玉川学園前駅南口より、昭和薬
大西門へと向かう。鎌倉古道の１つである
尾根道へジグザグと曲がりながら坂道を登
ります。 
尾根道より小田急線の方を振り返ると小
鳥が次々と飛んでいます。（渡りの時期） 
鳥の道(造語：けもの道と同様、鳥にも飛翔
コースがあると思われます。 
前方、高い落葉樹の上方にカワラヒワの
一群 (冬：早朝 )が体が温かくなるまで止
まっています。尾根道の左右住宅地では古
い家(30～40 年前建立)にスズメ・ムクドリ
が繁殖しています。。しばらく進むと左側に
500 坪程の二次林(全く手入れされていない
ので見通しが悪い)でサンコウチョウ・ツミ
が観察されています。また、前方、電柱に
はハシボソガラスが番

．
で止まっています。

さらに尾根道を進むと、左側薬大西門前後

の林内にカラ類・メジロ・コゲラなど、右
側のグランド上にはツグミ・ムクドリ・ハ
クセキレイが見られます。薬大構内の林、
グランドが切れた所では、高い梢にイカ
ル・キビタキなどの記録があり、地上近く
にルリビタキ・ジョウビタキ・ホオジロ・
アオジが観察されています。前方突き当り
が「かしの木山自然公園」です。 
約 4.7ha の市街化区域内の緑地で南北約

400ｍ、東西約 250ｍあり、四方に斜面を
有する小さい山の地形をなしていて、谷に
は泉も涌き出て、池も有ります。小さな緑
地ながら、シラカシ等の極相林、クヌギ・
コナラ等の雑木林、開放的な草地と多用な
植生を保っており、遊歩道も整っておりま
す。アオゲラ・エナガの繁殖も記録されて
います。         （飛岡文人） 

所要時間 １時間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

かしの木山公園 



 

 

52.町田市 かしの木山自然公園（東京都） 
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観察できた鳥  
1987 年から 1994 年の 8 年間  (70 種) 
カワウ・ゴイサギ・アマサギ・コサギ・アオサギ・カルガモ・トビ・ツミ・ノスリ・サシバ・ハヤブサ・チョ

ウゲンボウ・コジュケイ・カモメｓｐ・キジバト・アオバト・カッコウ・ホトトギス・アオバズク・フクロ

ウ・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビ

ンズイ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・トラツグミ・アカハラ・シ

ロハラ・ツグミ・ヤブサメ・ウグイス・メボソムシクイ・センダイムシクイ・キクイタダキ・キビタキ・オオ

ルリ・サメビタキ・エゾビタキ・コサメビタキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジ

ロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・アトリ・カワラヒワ・マヒワ・ウソ・イカル・シメ・スズメ・ムクド

リ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス 

小田急線玉川学園前駅下車 徒歩 
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執筆者 
 
№ 探鳥地名 担当 地域 № 探鳥地名 担当 地域 
1 大和市泉の森 清水道夫 27 丹沢主脈 畑 俊一 
2 座間谷戸山公園 石川美恵子 28 丹沢主稜 原 一利 
3 相模原貯水池 森 芳久 29 大室山 畑 俊一 
4 相模川磯部の堰 青木嘉夫 30 檜洞丸 神戸 邑 
5 海老名市勝瀬 白銀正彦 

白銀幸子 
31 鍋割山 関野祥子 

6 相模川中流 白銀正彦 
白銀幸子 

32 檜岳 浅川久子 

7 高尾山 唐沢良子 33 高松山 倉川典夫 
8 城山湖 権守史郎 34 畦ヶ丸 脇田信雄 
9 八菅山いこいの森 角田繁和 35 菰釣山 畑 俊一 
10 宮ヶ瀬湖 大塚 晃 

大塚裕美 
36 不老山 関野祥子 

11 谷太郎林道 佐久間紀雄 37 三国山 浅川久子 

 
 
 
 
 
 
山岳 
（丹沢） 

12 丹沢札掛 佐々木司 38 矢倉岳 渡部 徹 
13 日向林道 上野宗弘 39 明神ヶ岳 小林 力 
14 大山阿夫利神社 上野宗弘 40 神山 倉川典夫 
15 高麗山・花水川 原 一利 41 浅間山 石川美恵子 
16 弘法山公園 浅川久子 42 幕山 角田巳智夫 
17 渋沢丘陵 日置乃武子 43 城山 滝島照夫 

 
 
山岳 
（箱根） 

18 寄（やどろき） 上野宗弘 44 陣馬山 船木曄子 
19 酒匂川中流 倉川典夫 45 石老山 塩沢徳夫 
20 丹沢湖 小林 力 46 扇山と大野貯水池 帯金 晃 
21 ２１世紀の森 小椋夏美 47 高畑山から倉岳山 帯金 晃 
22 箱根仙石原 長井健樹 

古川耕二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般 

48 百蔵山 矢野義和 

23 仏果山・経ヶ岳 相田常昭 49 笹子峠 角田巳智夫
新井弘子 

 
 
 
山岳 
（中央本沿
線線） 

24 辺室山 安芸璋一 50 横浜自然観察の森 落合義男 
25 大山三峰山 渡部 徹 51 三浦富士・武山 落合義男 
26 大山 船木曄子 

 
 
山岳 
（丹沢） 

52 町田かしの木山公
園 

飛岡文人 

 
私の 
フィールド 

ガイドブック制作スタッフ（５０音順） 
企画・編集・校正・制作 
石川美恵子・上野宗弘・倉川典夫・小林 力・佐久間紀雄・清水道夫・畑 俊一・船木曄子・ 
渡部 徹 
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交通機関問い合せ先 
№ 探鳥地名 交通機関（バス・タクシー） № 探鳥地名 交通機関（バス・タクシー） 

7 高尾山 京王バス・八王子営業所 

  0426-42-2241 

28 丹沢主稜 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

8 城山湖 神奈川中央交通・津久井営業所

  042-784-0661 

29 大室山 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

9 ハ菅山いこいの
森 

神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

30 檜洞丸 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

10 宮ヶ瀬湖 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

31 鍋割山 神奈川中央交通・渋沢駅サービ

スセンター 0463-88-1149 

11 谷太郎林道 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

32 檜岳 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

12 丹沢札掛 神奈川中央交通・秦野営業所 

  0463-81-1803 

33 高松山 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

13 日向林道 神奈川中央交通・伊勢原営業所

  0463-95-2366 

34 畦ヶ丸 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

14 大山阿夫利神社 神奈川中央交通・伊勢原営業所

  0463-95-2366 

35 菰釣山 御殿場タクシー 

  0550-82-1234 

中川ハイヤー 

  0465-78-3214 

富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

15 高麗山・花水川 神奈川中央交通・平塚営業所 

  0463-55-7700 

36 不老山 御殿場タクシー・小山営業所 

  0550-76-0234 

富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

17 渋沢丘陵 神奈川中央交通・秦野営業所 

  0463-81-1803 

37 三国山 富士急行・御殿場営業所 

  0550-82-1333 

18 寄（やどろき） 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

38 矢倉岳 箱根登山バス・足柄営業所 

  0465-82-0382 

20 丹沢湖 富士急行・松田営業所 

  0465-82-1361 

39 明神ヶ岳 箱根登山バス・足柄営業所 

  0465-82-0382 

21 ２１世紀の森 箱根登山バス・足柄営業所 

  0465-82-0382 

40 神山 伊豆箱根バス・小田原営業所 

  0465-22-3166 

22 箱根仙石原 箱根登山バス・小田原営業所 

  046-535-1271 

42 幕山 箱根登山バス・湯河原駅 

  0465-62-3345 

23 仏果山・経ヶ岳 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

43 城山 伊豆箱根バス・湯河原駅 

  0465-62-2555 

24 辺室山 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

44 陣馬山 神奈川中央交通・津久井営業所

  042-784-0661 

25 大山三峰山 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

45 石老山 神奈川中央交通・津久井営業所

  042-784-0661 

26 大山 神奈川中央交通・伊勢原営業所

  0463-95-2366 

46 扇山と大野貯水
池 

富士急都留中央バス・上野原営

業所  0554-63-1260 

27 丹沢主脈 神奈川中央交通・厚木営業所 

  046-241-2626 

 
注）市街地に隣接した探鳥地あるいは最寄駅から徒歩で行ける探鳥地については問い合わ
せ先は省略しました。 



 

 

ふれあい探鳥地ガイド 

 118 

 

 

ふれあい探鳥地ガイド 
2001年６月 初版第１刷 発行 

定価 1000円（税込み） 
 

禁無断複写・転載 
発行 ･････日本野鳥の会神奈川支部 

県央地区 ふれあい自然探鳥会 
発行人････上野宗弘 

連絡先 〒242-0007 
神奈川県大和市中央林間 1-16-6 

小林 力 (宅) 
印刷・製本 ･･ 株式会社 ポプルス 
〒197-0013東京都福生市武蔵野台 1-11-9 

TEL.042-552-0596 

ふれあい自然探鳥会のご案内 
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