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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。 
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ふれあい自然探鳥会のご案内 
 
ふれあい自然探鳥会は日本野鳥の会神奈川支部の下部組織として神奈川県の県
央地区を中心に活動している探鳥会グループです。 
会員数は現在２００名程、探鳥会は県央地区を中心に行われ、他に大山、丹
沢、箱根、JR中央本線沿線などの山岳地帯を含み活動しております。 
活動の内容については、神奈川支部の県央地区定例探鳥会の支援（支部報（は
ばたき）掲載）、山岳探鳥会、ふれあい定例探鳥会、平日探鳥会、県外の探鳥
会、旅行探鳥会などを行っております。 
他に支部の協力行事としてガンカモのカウント調査やオオタカ調査を行ってお
ります。 
会員には会報誌「ふれあい」を毎月郵送にてお届けしており、当会は他の探鳥
会ではなかなか出来えない、会員との心の交流を主眼にし、暖かみのある血の
通った会作りをテーマにして活動をしております。 
ふれあいの会費は、会報発行費として、月２００円、年会費２４００円です、
入会をお待ち致しております。 
 


