
２００８年度初認情報
ふれあい自然探鳥会

種名 確認 確認場所 コメント 確認者 登録日時

ウグイス囀り

藤沢市遠藤

弘法山麓

泉区和泉町

生田緑地

ツバメ 大根川

藤沢市西俣野

2008年2月18日三保市民の森・三保
平

　昨日（２／１８）、午
前９：２３分に、三保市
民の森・三保平の畑奥で
、今季初のウグイスの囀
りを聞きました。力強さ
には欠けたもののフルに
歌っておりました。その
先ではホオジロの囀りも
聞くことができました。
　春の近しの感でした。

K.Takeuchi 2008年10月23日

2008年3月7日 K.Mori 2008年10月23日

2008年3月8日 　また3/9(日）には弘法
山麓でウグイスの初鳴き
を聞きました。

H.Asakawa 2008年10月23日

2008年3月13日 　ウグイスの初鳴きの記
録
３月１３日　泉区和泉町
自宅
　１２日にグゼリを聞い
て１３日～１５日ウグイ
スとコジュケイの声で目
覚めています。
３月１５日　瀬谷区宮沢
四丁目
３月１５日　大和市上和
田

N.Kurakawa 2008年10月23日

2008年3月22日 　めっきり春めいてきま
して、ウグイスの囀りも
処々に聞くことが出来ま
した。しかし冬の鳥達も
まだ数多く残っていまし
た。

T.Kawase 2008年10月23日

2008年3月20日 　3/20　ツバメ初認です
。
昨日、雨交じりの強風の
中買い物に出かけました
ら、ツバメ２羽が大根川
の川面すれすれを飛び交
っていました。
こういう時って、何とも
言えず「嬉しいですね。

H.Asakawa 2008年10月21日

2008年3月26日 　藤沢市西俣野の電線に
２羽のツバメがとまり、
盛んに鳴いていました。
藤沢市ではこの前後に、
ツバメが渡って来たよう
で、翌日から急に数が増
えました。

K.Mori 2008年10月21日

2008年3月29日境川（大和市上和田
）

　今日境川（大和市上和
田）でツバメを４羽観察
しました。

N.Kurakawa 2008年10月21日
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相模川磯部

厚木市三田

小田急線柿生駅

相模原貯水池

ホトトギス 藤沢市北部

舞岡公園（横浜市）

2008年3月29日 　3月29日（支部カワウ調
査）
カワウ　最大個体数31、
最小個体数25　
ツバメ　今シーズン初認

M.Kobayashi 2008年10月21日

2008年3月29日 　厚木市三田の我が家の
前の電線に、ツバメの雄
が止まりました。
声もなく静かに止まり、
渡って来たばかりのよう
です。

T.Sasaki 2008年10月21日

2008年4月1日 　本日小田急線柿生駅周
辺で3羽飛翔姿を見ました
。
「お疲れ様」と云う感じ
です。

K.Arai 2008年10月21日

2008年4月1日 　サクラ満開につられて
相模原貯水池を散歩しま
した。ツバメ、カルガモ
、コガモ、マガモ、オカ
ヨシガモ、ハシビロガモ
、キンクロハジロ、オオ
バン、カイツブリ、カワ
ウ、アオサギ、セグロカ
モメ、オナガ、シメ、カ
ワラヒワ、
チョウゲンボウ、他、
ツバメ、は今季の初認で
す。
　

Y.Mori 2008年10月21日

2008年5月5日 　急にホトトギスの渡来
情報が増えましたね。
　藤沢市北部でも５月１
５日、１１時頃、畑の上
空を鳴きながら一直線に
飛び、林へ入るホトトギ
スを見ました。
 谷戸の中ではその後、移
動する鳴き声が何度か聞
こえました。ホトトギス
の飛ぶ姿は、最初はヒヨ
ドリ？と思いしや、真っ
直ぐ飛び、尾が長く、そ
の格好、大きさはワカケ
ホンセイインコに似てい
た印象でした。 

Y.Mori 2008年10月21日

2008年5月14日 　今日14日午後に雨上が
りの舞岡公園の田んぼの
様子を知りたくて行って
きました。
　公園に入る前に丘陵地
からホトトギスが鳴くの
を聞きました。

N.Wakita 2008年10月21日
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横浜市金沢区

横浜市磯子区

鎌倉市寺分

青葉区恩田町

2008年5月16日三保市民の森（横浜
市）

　午後２：４３分にマイ
フィールドの三保市民の
森からホトトギスの
鳴き声を確認いたしまし
た。三保から新治方面に
６～７度の鳴き声でした
。
　

K.Takeuchi 2008年10月21日

2008年5月16日 　我が家でも今日（５月
16日）10：30頃からさか
んにホトトギスの声がし
ます。
鳴きながら飛んでいるよ
うで、姿は見つけてませ
ん。

N.Kaneko 2008年10月21日

2008年5月16日 　我が家でも今日１６日
未明、磯子カントリーク
ラブの方向でホトトギス
のなく声を聞きました。
友人の話では昨１５日夕
氷取沢でホトトギスの声
を聞いたとのこと。
同じ個体かも？
　

T.Aida 2008年10月21日

2008年5月16日 　私も今朝（１６日）８
時、鎌倉市寺分（てらぶ
ん）の仕事先にて
ホトトギスの鳴き声を聞
きました。今年”初”で
す。
場所は梶原との境目で「
鎌倉中央公園」の近辺と
思って下さい。
毎年感じることですが鎌
倉近辺には、かなり多く
の「ホトトギス」が入っ
てくるようです。ウグイ
スの数も多いのかも？・
・・

T.Hiratsuka 2008年10月21日

2008年5月16日 　今日(16日）青葉区恩田
町の都県境付近に午前中
よりいましたが、12時頃
ホトトギス飛来、5，6回
鳴き飛び去りました。
　

S.Komuro 2008年10月21日
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藤沢市北部

モズ高鳴き 座間新田宿

厚木市三田

コガモ

目久尻川

相模原貯水池

2008年5月15日 　急にホトトギスの渡来
情報が増えましたね。

　藤沢市北部でも５月１
５日、１１時頃、畑の上
空を鳴きながら一直線に
飛び、林へ入るホトトギ
スを見ました。谷戸の中
ではその後、移動する鳴
き声が何度か聞こえまし
た。

ホトトギスの飛ぶ姿は、
最初はヒヨドリ？と思い
しや、真っ直ぐ飛び、尾
が長く、その格好、大き
さはワカケホンセイイン
コに似ていた印象でした
。
　

K.Mori 2008年10月21日

2008年9月2日  ２日、座間新田宿でモズ
の高鳴きを撮って来まし
た。

N.Sirahata 2008年11月10日

2008年9月3日 　９月３日の早朝４時４
０分ごろ、ギチギチギチ
・・・という甲高いモズ
の高鳴きを聞きました。
　こんなに早い時間に聞
いたのは何年ぶりです。
　

T.Sasaki 2008年11月10日

2008年9月12日相武台下駅西側の休
耕田

　１２日相武台下駅西側
の休耕田にコガモ（３）
が来ていました。（初認
）

N.Sirahata 2008年10月23日

2008年9月13日 　１３日は目久尻川（小
池大橋下から産川橋まで
）でコガモを探しました
。
  橋場橋下流に1羽来てい
ました。

N.Sirahata 2008年10月23日

2008年9月24日 　本日夕方（午後4時半～
5時ごろ）、
相模原貯水池をのぞいて
きました。

マガモ ♂（エクリプス）
1羽
キンクロハジロ　♀型1羽
ハシビロガモ ♂（エクリ
プス）1羽
コガモ　♀型1羽
＊♀型：♀かエクリプス
か判定できなかったもの
です。

貯水池も、冬鳥シーズン
開幕前夜、という感じで
す。
　

M.Kobayashi 2008年10月23日
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ジョウビタキ 秦野市

海老名国分北

秦野市南矢名

相川町

2008年9月24日泉の森（しらかしの
池）

９月２４日
泉の森のしらかしの池に
も１７時過ぎにコガモ３
羽来ていました。
秋の夕方は釣瓶落しとか
双眼鏡では♂♀の区別が
出来ませんでした。
　

K.Fujii 2008年10月23日

2008年9月26日谷戸山公園の水鳥の
池

　谷戸山公園の水鳥の池
にも今朝２６日、コガモ
５羽が飛来しました。池
の奧の方です。夕方に行
ったときも池の奧で５羽
になっていました。
　

N.Wakita 2008年10月23日

2008年10月18日 　１８日、庭で草むしり
をしていると、３度目の
冬を知らせるた
めか、ジョウビタキ雄１
羽が近くにいました。例
によって尾羽
をピクピク振っていまし
た。毎年、同じ個体と思
われ、
庭のムラサキシキブの青
い実を食べにきます。
　

T.Inada 2008年10月23日

2008年10月21日磯部の堰～八瀬川合
流点

☆ジョウビタキ♂１　今
シーズン初認！

M.Kobayashi 2008年10月23日

2008年10月21日 　２１日（火）午後買い
物に行こうと外に出まし
たら
ジョウビタキ♂がヒッヒ
ッと鳴いて線路脇の柵に
止まって
いるのを見ました。

S.Sekino 2008年10月23日

2008年10月22日 　午後、ラジオを聴きな
がら縫い物をしていると
、
「ヒッ・ヒッ・ヒッ・・
・」と自転車に空気を入
れる音がします。
どうもラジオからではな
さそうです。
外を見ると斜向かいのア
ンテナでジョウビタキの
♂が「やっと来たよー！
」と私に知らせているの
でした。

H.Asakawa 2008年10月23日

2008年10月25日 　今朝、家のまわりの電
線や柿の木に止まって鳴
いているジョウビタキの
オスを見ました。 
　

S.Tsunoda 2008年10月27日

2008年10月26日厚木市三田（中津川
）

　三田の中津川の土手の
近くで「ヒッヒッヒッ」
という声を聞きました。
　

T.Sasaki 2008年10月27日
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相模原市東林間

市民の森　円海山

三保市民の森

藤沢市北部の遠藤

金沢区西柴

泉の森公園

泉区和泉町中和田

2008年10月27日 　昨日（10/27）、８時少
し前　自宅近くのテレビ
アンテナに
オスが止まってヒッヒッ
ヒッと鳴いていました。
　

K.Fujii 2008年10月29日

2008年10月27日 　当地でも市民の森　円
海山の頂上近くで２７，
２８日の両日、ジョウビ
タキのオスの姿を視認し
ました。
　２７日は椋のみをつい
ばむシメとマミチャジナ
イのおまけつきでした。
　

T.Aida 2008年10月30日

2008年10月27日 　オス×１羽、初認やっ
とここにも飛来してくれ
ました。（１３：４６、
谷戸水田そばの畑地）
　ちなみに昨年は１１月
１日でした。
　

K.Takeuchi 2008年10月30日

2008年10月27日 　センサス調査
で、10/27、ジョウビタキ
♂を見ました。
　昨日10/28、家内が自宅
前の電線にお辞儀をする
鳥が挨拶しに来たと言っ
ていましたので、鳥の名
前を教えました。名前よ
り動作が面白いのかも。
　

K.Mori 2008年10月30日

2008年10月28日 　今、ジョウビタキの雌
がきました。コムラサキ
の実をたべてます。
　

N.Kaneko 2008年10月29日

2008年10月28日蟹ヶ谷公園（綾瀬市
吉岡）

　本日蟹ヶ谷公園（綾瀬
市吉岡）でジョウビタキ
雌を確認しました。
　

N.Sano 2008年10月29日

2008年10月28日 　今日、泉の森にもジョ
ウビタキ♂が来ました。
　

K.Fujii 2008年10月29日

2008年10月29日 　ジョウビタキの情報が
送られて来るたびうらや
ましく思っていましたが
、今朝自宅からいずみ中
央駅に向かう途中電話線
に止まってヒッヒッと鳴
いていました。

ジョウビタキ♀１　泉区
和泉町中和田
　

K.Kurakawa 2008年10月30日
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ツグミ 子供自然公園

目久尻川

渋沢

2008年11月11日 　本日、こども自然公園
の自主探鳥会を行いまし
た。
真冬のような冷たい空気
の中、キクイタダキ、ツ
グミ、シメなど24種が見
られました。
参加者9名

子供自然公園・
自主探鳥会参加

者

2008年11月14日

2008年12月7日 　７日は目久尻川沿いで
柿の実に集まる鳥達を撮
ってみました。
  オナガ、ツグミ、ヒヨ
ドリ、メジロの写真を添

N.Sirahata 2008年12月12日

2008年12月9日 　９日朝、拙宅の柿の木
でツグミが１羽、柿の実
を首をのばしてついばん
でいました。
　

T.Inada 2008年12月12日

2008年12月10日平戸永谷川（戸塚区
、港南区）

　定線センサスが終わり
、帰り道で確認しました
。
　この場所では、今シー
ズン初めてです。

T.Watanabe 2008年12月10日


