
 
 

日本野鳥の会 筑豊 

 

２０１５年度（平成２７年度）総会 

 

１、日時   ２０１５年２月８日（日）：１３：００～ 

２、場所   王塚装飾古墳館（コダイム王塚：桂川町） 

王塚装飾古墳館レクチャー室 

３、式次第 

（１）開会の辞 

（２）会長あいさつ 

（３）議長選出 

（４）議案審議 

 ①２０１４年度活動報告 

    編集部・情報部・普及部・植物部・研究部・保護部・ 

野鳥展実行委員会・事務局 

  ②２０１５年度会計報告及び販売部報告 

  ③監査報告 

。。。。。。。。。。。 質疑応答。。。。。。。。。。。。。 

 

  ④２０１５年度活動計画 

  ⑤２０１５年度活動予算 

 。。。。。。。。。。。 質疑応答。。。。。。。。。。。。。 

 ⑥役員選出 

 

（５）新役員あいさつ 

（６）議長解任 

（７）閉会の辞 

 

 



 

 

２０１５年度：日本野鳥の会筑豊・総会報告 
（報告：事務局：広塚忠夫） 

１．日 時  ２０１５年２月８日（日）：12：50～15：30 
２．場 所  コダイム王塚：王塚装飾古墳館レクチャー室（桂川町） 
３．内容                          

霙から小雪が舞う寒い天候ではあったが、探鳥会は強行された。終盤は太陽も顔を出して

暖かくなり探鳥会日和となり観察種も４０種を超えた。それでも外は寒いので室内で昼食し

続いて総会に移行した。 
梶原剛二会長の簡潔な挨拶に始まり、議長に野村芳宏氏を選出して議事が進行された。各

部の活動総括と新年度の活動方針の一括報告と提案を受けて、質疑応答を行った。最後に販

売部報告及び会計決算・予算、監査報告を受けて一括承認された。 
内容は、各専門部及び会計に関する全提案に、一部修正意見を取りいれて、基本的にすべ

て承認された。具体的内容については、別添の修正済の資料を参照願いたい。 
 
特記について、下記に記載します。 

１、当会組織名称変更について、現：「日本野鳥の会筑豊」から「日本野鳥の会筑豊支部」に変更

する件が承認され、この名称変更に伴う規約改正も承認された。 
２、新規の支部型会員を増やす施策「お試し入会制度の導入」案について承認されて、この案を

会員の皆さんと共に活用し会員増につなげることも合わせ確認された。 
３、新役員については、柴田光研究部長の誕生を全員一致で承認された。 
４、新年度の平尾台自然観察会、５月～１０月：６回開催は、６人の女性会員が担当運営する画

期的な観察会志向です。まだまだ男中心社会の現状から生活条件は厳しい女性会員ながら、

当会の凋落傾向に歯止めをかけて変革をもたらすことが期待され承認された。 
５、販売部について、ワイルドバードカレンダーの利益額が最高で、新年も販売協力が了解さ 

れた。なお、昨年同様、「カレンダー購入は一人 2 本購入し、1 本は友人知人に販売する」 
売上協力案が了解されました。 

（注）：総会資料は、どうしてもページ数もかさばりますが、当会筑豊の総括と筑豊支部の新年 
度の活動内容を把握するため一読頂ければ幸いです。  

 



２０１５年度 総会用資料 
                     （編集部：三宅敏靖） 

 
２０１４年度 活動報告 

 

１．会報（野鳥だより・筑豊）の定期発行 

  ・毎月の最後の日曜日の前週の木曜日に発行（１～１２月号） 

２．会報の内容充実 

  ①「録音を通して知る野鳥の意外な声や習性」(福岡市：田中良介氏)の連載(２月号より) 

（注）６月号より中断し、代わりに、「野鳥録音の旅 in台湾」を連載中 

  ②「野鳥俳句コーナー」の設置（２月号より） 

③「野鳥クロスワード」(木村直喜氏作成)の復活（２月号より） 

④「北風のたより」(日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリレンジャー：中村聡氏)の

連載（３月号より） 

⑤「野鳥俳句コーナー」に「野鳥俳句鑑賞」(名誉会長：松尾節朗)を掲載(５月号より) 

３．会報の読み易さ改善 

  ① 会報の各見出し部のイラスト変更（９月号より） 

  ② 会報のフォント(字体：MS 明朝・サイズ：11.5 基本)を原稿のオリジナリティを活

かし、バラエティにするためにフリー化（１０月号より） 

③ 会報の印刷(白黒)用の原稿をメール版(カラー)とは別に作成（１０月号より） 

４．会報（Word版・PDF版）のＥメールによる配信の増加 

   昨年度より５人増加（７５人→８０人）  

＊全会員に対する配信率：３０％(７５人／２４９人)→３２％(８０人／２４９人) 

 

２０１５年度 活動方針 

 

１．会報（野鳥だより・筑豊）の定期発行継続 

２．会報の内容充実及び読み易さの改善 

  ① 「読者の広場」欄に新コーナーの設置 

 ② 各専門部との連携による紙面の充実 

 ③ 会報の読み易さの更なる改善 

３．会報のＥメールによる配信の増加及び印刷物送付の減少   



情報部 2015 年度総会資料 

有働孝士 

2014 年度活動総括 
情報部は［くまたか］保守管理のみならず、その他の情報関連でも活動しています。

昨年度は、インターネット TV 会議の提案と試行、目録第 7 版並べ替えソフト作成でし

た。 
公式ウェブサイト［くまたか］については、情報部の取材力が弱いのか、あるいは会

報にくらべ認知度が低いためか、例会が中止されたときに素早く知ることができない残

念な状況がありました。良い点として、アクセス数の上昇があります。昨年度は平均約

40／日アクセスだったのが、今年度では倍以上の 100／日アクセスを超えることが多く

なり、やはり、会員による良質なコンテンツご投稿のおかげだと感謝しています。 
1. 会報既刊号の提供 （2014-04-10） 

http://yacho.org/cbird/pages/7_nest/ycbi/backissue.htm 
http://goo.gl/yceAAT（短縮 URL） 
会報「野鳥だより・筑豊」創刊号から最新号までの既刊号（バックナンバー）を同日

開始した［くまたか］の会員専用メニューから提供始めました。（このメニューへのアク

セスにはアカウントが必要です。ご希望の会員は、本誌巻末情報部連絡先までメールに

よりお申込みください。電話申し込み不可。上記 URL ログインはアカウントが必要。） 
2. 初認まとめ （2014-04-18 / 08-21） 

http://yacho.org/cbird/pages/1_home/lastbird/early_spr_2014.htm 
http://goo.gl/0roLNg（短縮 URL） 
http://yacho.org/cbird/pages/1_home/lastbird/early_fall_2014.htm 
http://goo.gl/pNyzHX（短縮 URL） 
2014 年春から、［くまたか］において、「初認まとめ」を公表しています。「筑豊野鳥

観察サイト」の観察データを資料に、年 2 回の渡りに着目、種ごとの一覧表にしていま

す。 
3. ［くまたか］10 万アクセス達成  (2014-04-25) 
本会公式ウェブサイト［くまたか］は、4 月 25 日、とうとう 10 万アクセスとなりま

した（ご祝辞に感謝）。もちろんこれはサイト管理者の栄誉ではなく、本サイトにたゆま

ずアクセスし地道にカウンタを一つづつ増やしていただいたユーザーのみなさんと、す

ばらしいコンテンツ（掲載記事）をご投稿いただいた方々との共同作業の結果です。最

近では、本会のみならず他会の会員さんにもアクセスしていただいているとも聞きます。

［くまたか］では、すべては情報との立場で収集に努めておりますが、今後ともご協力

をお願いいたします。 
4. 特別閲覧ページ開始 （2014-06-27） 

http://yacho.org/cbird/pages/1_home/nipalensis.htm#tokubetsu_etsuran 
http://goo.gl/HqmSBL（短縮 URL） 
［くまたか］では、投稿者本人にしか閲覧できない特別のページを始めました。希少

種植物情報ほか一般公開になじまない秘匿情報の保存が目的です。 
5. DVD 版「筑豊野鳥アーカイブ 」終了し［くまたか］に併合 （2014-08-28） 

http://yacho.org/cbird/pages/7_nest/ycbi/pdf/yc440_2014_10.pdf#page=7 
http://goo.gl/3kqjC2（短縮 URL） 
「筑豊野鳥アーカイブ 」は、2012 年版（DVD）を最後に終刊となりました。同内容
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はおおむねそのまま［くまたか］会員専用メニュー内で展開していくこ予定です。（現在

未着手）※上記 URL へのアクセスには、アカウントが必要です。 
6. 鳥類目録第 7 版順に簡単並べ替えソフト（2014-09-11） 

http://yacho.org/cbird/pages/4_kazakiri/itw.htm#cat7 
http://goo.gl/mzSW4z（短縮 URL） 
すでにインターネットで公開されていた Refsort/Ruby（ソースは「望湖庵日記 

Lakeside Diary」）を 2013 年 3 月「観察リストを目録第 7 版順に並べ替えるソフト」と

してご紹介していましたが、複数のソフトウェアのインストールが必要などかなり面倒

だったので、鳥類目録第 7 版に準拠し、単体で実現できるソフトウェア cat7 を作成、［く

またか］より提供しています。まだ、使いづらい部分があり、機会があればバージョン

アップしたいと思っています。 
7. TV 会議 (2014-10-23) 

http://yacho.org/index.html#tvmeeting 
インターネットのサービスを利用した TV 会議を提案、試行しました。 
最近の PC（パソコン）は、初めからマイクと動画カメラ（以下ウェブカメラ）が実装

されており、インターネット（光回線）に接続すれば、簡単な手続きで無料テレビ電話

を始めることができます。これを利用し複数の PC をインターネットつなげば、複数人に

よる同時会話＝会議が可能となります。もちろん分割された画面には参加者の様子も見

えています。 
光回線ユーザー3 名（会員）で、Skype の無料サービスを利用し試行したところ、問題

なく快適な TV 会議となりました。ウェブカメラの無い古いノート PC や箱型 PC の場合

は、別途購入の必要がありますが、それでも安価であり千数百円で入手できます。PC+
ウェブカメラ+光インターネット回線の環境がない場合は、この環境のある最寄りの会員

宅に集まれば、複数人を画面（ペイン）ひとつ分にして会議に参加することができます。 
各種会議では会議場所までの往復時間ロスや移動コストをゼロにできるうえ、環境さ

えあればどなたでも参加（または傍聴）可能な TV 会議を活用されるようおすすめします。 
 
2015 年度活動方針（案） 
今年度は、基本的に前年度方針の強化と続行です。 

1. 筑豊野鳥観察サイト（略称観察サイト） 
ごく普通の身近な場所で定期的な観察（ひとり探鳥会）を続けると、日ごろ気づかな

い面白いできごとに出会い、また非常に貴重な資料になります。メール（携帯電話可）

のある会員なら、どなたでも参加できます。結果はすぐ［くまたか］に発表され、他の

方との比較も容易です。その他個人的にも多くの利点があり、おすすめします。あまり

に素晴らしいので、今年度も続行します。多くの会員のご参加をお願いします。 
2. 種ごとの「留鳥・冬鳥・夏鳥・漂鳥・迷鳥」再設定について 
渡り鳥について記述する時は、どうしても標記カテゴリーを参照しなければなりませ

ん。しかし、これらは地方によって多少異なり、また年代でも変化するようです。 
本会の網羅的な資料としては「筑豊の野鳥 観察ガイドブック」（本会発行、絶版）が

有用ですが、2007 年発行であり、約 8 年もたてばフィールドでは変化が始まっているか

もしれません。本会の観察総リストを元に、種ごとに設定する作業が必要との認識で、

会員のご協力のもと、すすめていきたいと考えます。 
（留鳥・冬鳥・夏鳥・漂鳥・迷鳥についての総括的な名称が不明です。どなたかご教

示ください。候鳥では夏・冬鳥のみ相当するようです。） 
（2015-01-31 情報部） 



開催回数 月 日 曜日 探鳥地 集合場所 担当者 種 参加者数

755 12 日 東大橋海岸 行橋市役所 田代省二 42 9

緑少年団 17 金 飯塚市八木山 八木山小学校 野村芳宏 25 38

756 1 19 日 久保白ダム コダイム駐車場 松尾浩二 53 21
757 26 日 彦山駅周辺 彦山駅 山田順子 16 7

758 9 日 犬鳴ダム 犬鳴ダム駐車場 阿部哲也 24 18

759雨中止 14 金 豊前海岸 綱敷天満宮 古城英彦 14 1

760 17 月 瀬板の森公園 南駐車場 早川佳宏 34 14
761 24 月 英彦山・深倉遊園～草木ヶ峠彦山駅 真鍋直嗣 16 13

762 9 日 藍島 市営渡船場(筑・北合同） 林　孝 32 9+20
763 3 23 日 英彦山・深倉遊園～草木ヶ峠彦山駅 松尾浩二 18 14

764 6 日 響灘ビオトープ 響灘ビオトープ 梶原剛二 19 12

ミニ自然 17 木 香春岳 香春町役場・駐車場 広塚忠夫 21 8

765雨中止 20 日 三毛門 ＪＲ三毛門駅 下田信広

766 27 日 英彦山・深倉遊園～草木ヶ峠彦山駅 河野藤孝 24 11
緑少年団 30 水 飯塚市八木山 八木山小学校 野村芳宏 24 28

767 5 月 中津東浜 中津城広場(筑・北合同） 古城英彦 40 5+1

768 11 日 英彦山・深倉峡 彦山駅 柴田　光 27 13

ミニ自然 15 水 平尾台 自然観察センター駐車場 西野眞奈美        　　　　26 8

ミニ自然 23 金 蛇渕の滝 みやこ町帆柱 古城英彦 18 6
769 ４～２５ 土・日 英彦山青年の家 英彦山青年の家 広塚忠夫 36 47

ミニ自然 5 木 英彦山・深倉峡 彦山駅 真鍋直嗣 25 2

770 8 日 大法山 山田梅林公園 国武光成 24 14

緑少年団 10 火 若宮市山口 山口小学校 野村芳宏 22 47

771 15 日 英彦山・深倉峡 彦山駅 三宅敏靖 34 10
ミニ自然 19 木 平尾台 自然観察センター駐車場 三浦美代子 17 15

772 6 日 寒田 犀川駅 中嶋睦夫 9 8
ミニ自然 17 木 平尾台 自然観察センター駐車場 梶原剛二 20 5

ミニ自然 4 月 英彦山・深倉峡 彦山駅 真鍋直嗣 17 3

ミニ自然 8 18 月 平尾台 自然観察センター駐車場 三浦美代子 19 7

773 24 日 英彦山豊前坊(清掃） 彦山駅
西野眞奈美・
矢野悦晨 11 13

774 7 日 英彦山・深倉峡 彦山駅 野村芳宏 18 8

ミニ自然 18 木 平尾台 自然観察センター駐車場 中村照美 13 10

775 21 日 ハチクマ１０ 剣岳 落合束太 13 6

775 21 日 ハチクマ１３９ 六ヶ岳 小河洋綽 16 5
ミニ自然 26 金 築上町高塚 綱敷天満宮駐車場 古城英彦 33 4
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776 12 日 福智町市場 彦山川河川敷 国武光成 14 9

ＩＬＯＶＥ 10 12 日 飯塚中の島 遠賀川 松尾節朗 20 15

777 19 日 英彦山・深倉峡 彦山駅 中山　一 14 7
ミニ自然 16 木 平尾台 自然観察センター駐車場 佐藤久恵 13 8

778 2 日 英彦山・深倉峡 彦山駅 有働孝士 14 5

779雨中止 9 日 豊前海岸 綱敷天満宮 大木謙之介

ミニ自然 6 木 英彦山・深倉峡 彦山駅 真鍋直嗣 7 9
780 16 日 藍島 市営渡船場(筑・北合同） 林　孝 17 10+3

781 8 日 大ケ原 川崎町ラピュタファーム 竹田澄子 39
782 20 金 天地山公園 道の駅豊前おこしかけ 古城英彦 37 6

　（注）：参加者数（+表示）＝本会参加者（+他支部参加者）       2014年の参加者総数：522名

　　日本野鳥の会筑豊　：　飯塚市柏の森162-3　：　ｆａｘ専用：0948-23-1011
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日 曜日 探鳥地 集合場所
集合
時間 担当者 連絡先

5 日 遠賀川水辺館周辺 遠賀川水辺館 ９時 梶原剛二 ０９０－１９２１－６５２９

12 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 河野藤孝 ０９４７－４２－１９２３

18～１９ 土・日 熊本県荒尾市 九州・沖縄ブロック大会 13時 広塚忠夫 ０９４７－４２－４６１２

26 日 三毛門海岸 ＪＲ三毛門駅 ９時 下田信廣 ０８０－１７１１－８２１８

4 月・祭 中津干潟 中津城広場 ９時 古城英彦 ０９０－８７６８－５８３９

10 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 柴田光 ０９０－２８５３－１１２１

17 日 国武光成 ０９４８－４２－５９２９

30～31 土・日 ヨルヒコ・リーダー育成研修会 豊前坊宿坊 １３時～ 広塚忠夫 ０９４７－４２－４６１２

7 日 大法山 山田梅林公園駐車場 ９時 国武光成 ０９４８－５２－２４６６

14 日 英彦山（８００回記念） ＪＲ彦山駅前 ９時 野村芳宏 ０９０－５９２７－００６７

7 5 日 築上町寒田 平成筑豊鉄道犀川駅 ９時 中嶋睦夫 ０９３０－５４－０２５２

8 30 日 英彦山・豊前坊：清掃探鳥会 ＪＲ彦山駅前 ９時 西野・矢野 ０８０－２７１４－６９７５

6 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 三宅敏靖 ０９０－７３９４－２８１３

12～１３ 土・日 大授搦・烏帽子岳バスツアー 大授搦～烏帽子岳 梶原剛二 ０９０－１９２１－６５２９

20 日 六ヶ岳 六ヶ岳山頂 ９時 柴田光 ０９０－２８５３－１１２１

20 日 剣岳 剣岳展望台 ９時 国武光成 ０９４８－４２－５９２９

20 日 明神ｹ辻自然公園（水巻町） 明神ｹ辻自然公園駐車場 ９時 梶原剛二 ０９０－１９２１－６５２９

23 水・祭 ハチクマ渡り調査 六ヶ岳山頂 ９時 小河洋綽 ０９４９－２４－７２７０

11 日 Ｉ ＬＯＶＥ遠賀川 飯塚市遠賀川中の島 ８時 松尾節朗 ０９４８－２３－７７８７

11 日 ヒヨドリ渡り 彦山川河川敷(福智町市場) ９時 落合束太 ０９０－８８３２－７９７９

18 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 中山　一 ０９０－８２８８－６９７７

8 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 有働孝士 ０８０－５２５５－３１１８

15 日 藍島 藍島・馬島行待合所 8時30分 林　孝 ０９０－９５８９－０３７５

22 日 豊前海岸 綱敷天満宮駐車場 ９時 大木謙之介 ０９０－４３４８－５８０４

6 日 大ヶ原 ラピュタファーム ９時 竹田澄子 ０９４８－５２－２４６６

13 日 本会筑豊：忘年会 本会事務所 １１時 広塚忠夫 ０９４７－４２－４６１２

18 金 天地山公園 道の駅豊前おこしかけ ９時 古城英彦 ０９０－８７６８－５８３９

10 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 野村芳宏 ０９０－５９２７－００６７

24 日 東大橋海岸（要調整） 行橋市役所 ９時 田代省二 ０９０-２５８９-４８４３

7 日 犬鳴ダム 犬鳴ダム駐車場 ９時 阿部哲也 ０９０-８７６７-３５７６

12 金 豊前海岸 綱敷天満宮駐車場 ９時 古城英彦 ０９０－８７６８－５８３９

15 月 瀬板の森公園 瀬板の森公園南口駐車場 ９時 早川佳宏 ０９３－６０３－６０１４

久保白ダム 王塚装飾古墳館駐車場 ９時 松尾浩ニ ０９０－８３９４－５６９６

本会筑豊：定期総会 王塚装飾古墳館 １３時 梶原剛二 ０９０－１９２１－６５２９

29 月 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 真鍋直嗣 ０９０-５２０７-８６３６

13 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 三宅敏靖 ０９０－７３９４－２８１３

20 日 藍島 藍島・馬島行待合所 8時30分 林　孝 ０９０－９５８９－０３７５

　　日本野鳥の会筑豊　：　飯塚市柏の森162-3　：　ｆａｘ：0948-23-1011 2015,2,8

（注）総会は、資料作成の準備期間を考慮して1月から2月に変更

本資料は、年間予定表のため変更もありますので、会報及び当会サイト「くまたか」で再度確認して参加願います。
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NO 月 日 曜日 観察会場所 集合場所 集合時間 担当者

16 木 香春岳 香春町役場 9:00 広塚忠夫

30 木 深倉峡 深倉園地 5:00 真鍋直嗣

14 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:30 西野眞奈美

18 月 深倉峡 深倉園地 5:00 梶原剛二

22 金 耶馬溪 道の駅耶馬トピア 10:00 古城英彦

4 木 深倉峡 深倉園地 5:00 真鍋直嗣

18 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:30 三浦美代子

9 木 笠置山 千石峡駐車場 5:00 広塚忠夫

16 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 6:00 中村照美

6 木 古処山 遊人の杜 9:00 三浦博嗣

20 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 6:00 佐藤久恵

9 17 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:30 松隈英子

2 金 豊前海岸 綱敷天満宮駐車場 9:00 古城英彦

15 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:30 中村清美

11 5 木 経読林道 ＪＲ彦山駅 9:00 真鍋直嗣

2015.2.8本資料は、年間予定表のため、会報及び当会サイト「くまたか」で再確認して参加願います。
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２０１４年度：植物観察報告 

実施日 観察地  参加者 

４月 26 日（土） 天ぷらの会（日嶽の里） 24 人 

９月３日（水） 長者原から雨ヶ池（久住） ９人 

10 月 24 日（金） 長者原から雨ヶ池を経て坊ヶツル（久住） ４人 

 

 ４月は天ぷらの会、２年ぶりです。掘りたてのタケノコ、ウド、タラの芽をはじ 

め、ノビル、ヨモギなどの揚げたての天ぷら、矢野さんの娘さん手作りの石

窯ピザ、いつものちらし寿司、よもぎ団子、ノビルの白あえなど、収穫して

調理して、その場で食べる。添加物、ニセモノのあふれる今、最高の贅沢で

す。 

 9 月はタデ原湿原から雨ヶ池に登りました。シラヒゲソウ、ツクシフウロ、ママ 

コナなど、花々々の道。やはり久住はすごい！ 

 10 月は紅葉の久住です。まだまだきれいなマツムシソウ、秋の花リンドウ、ヒヨ  

ドリバナに群れ飛ぶアサギマダラ、紅葉の久住を楽しみました。 

 

 

 

２０１５年度：植物部活動計画  

 ６年前は月に一度、岩石山の植生調査をしました。もう一度、新たな気持ちで歩

いてみようと思っています。実施日などは「くまたか」でお知らせします。よろし

くお願いします。（川谷良子） 



≪研究部≫                          (木村 直喜) 

 
 

青字は新しく開始した事項                         
□ガンカモ一斉調査の継続 

 ◇調査日…2014 年１月 11 日～13 日  ◇報告作成…木村(作成、遅れました) 

 ◇調査地点…久保白ダム677・鴨生田池 206・力丸ダム57・油木ダム48・彦山川 120 

              合計 12 種 1595羽を確認。マガモ 774・ハシビロガモ 194・オシドリ 152の順に数が多かった。 

□ハチクマ渡り調査の継続  

 ◇春の渡り調査 5月 19日ハチクマ (柴田) 

◇秋の渡り調査…小河さんの六ケ岳ロング調査 六ケ岳と剣岳で955 羽確認 水巻 1293 羽 

 ◇９月２3日には合同調査を実施。 

□英彦山ソウシチョウ調査の継続(広塚事務局長の呼びかけによる) 

□バードリサーチ データベース化 継続 

□山口小学校・八木山小学校で探鳥指導 野村氏、広塚氏、有働氏、柴田 

□竜岩自然の家で 5月～2月、毎月第４日曜日に観察会   

□観察サイトへの調査協力   □県の委託調査…真鍋さんにとりまとめをお願い 

□鳥獣保護員パトロール 筒井、木村         □「筑豊博物」へ探鳥会報告 2014 の発表…近日発売 

 
(柴田 光) 

 
 
□ガンカモ一斉調査の継続   

  ◇調査予定日…前年度と同じく成人の日前後の午前中 

  ◇調査予定地…久保白ダム・鴨生田ダム・力丸ダム・油木ダム・彦山川 

□生息・渡り調査 

  ◇ハチクマ渡り調査の継続  

    春の渡り調査…六ケ岳定点調査・英彦山山系渡り調査の継続 

    秋の渡り調査…六ケ岳・剣岳・水巻を中心にロング調査と、9月 23日の合同調査 

□県委託調査…調査継続 

□情報部の野鳥観察サイトに積極的に参加、協力 

□バードリサーチ 情報入力の継続と情報の利用 

□竜岩自然の家（筑紫野市）での初心者対象野鳥観察会の継続(2015 年度も継続決定) 

□小学校、中学校、自治体のバードウォッチング…将来の会員の育成 

□環境保全指導員 広塚   □ホームページ運営への協力   

□「筑豊博物」へ探鳥会報告 2015 の発表 木村 □鳥獣保護員パトロール 筒井、木村 

〈お願い〉探鳥会報告の出現種の報告はできる限り、日本鳥類目録改訂第 7版のリスト順に並べてください 

ますようお願い致します。 



保護部総会資料 
筒井哲史、後藤文嗣 

2014 年度活動報告 

2014年 4月より筒井が福岡県鳥獣保護員になりました。野鳥の会筑豊より推薦していただ

きました。今後は保護部とあわせて活動してきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

1. 野鳥の繁殖に影響を与える行為及び希少猛禽類に対する行き過ぎた撮影をする人に対し

て注意をしました。 

2. 添田、英彦山の鳥獣保護区監視および密猟巡視 

 

2015 年活動方針案 

本年も引き続き以下の活動を行っていきたいと思います。 

1. 野鳥の繁殖に影響を与える行為の取り締まりを強く行う。 

2. 希少猛禽類や野鳥に対しての行き過ぎた撮影および観察を県や研究機関の助言をもとめ

て取り締まりを行い、鳥獣保護法に触れる場合は法的処置を取ることとする。 

3. 環境省がメジロの愛玩飼養目的の捕獲を原則禁止としましたが、その後どうなっている

か実態を調べたい。 

 

 

筒井哲史 



野鳥展実行委員会 2014 年の総括と 2015 年の活動計画案  

野鳥展実行委員長 野村芳宏  
１．2014 年の総括  
（１）会の発足  

2014 年 2 月 野鳥の会筑豊の総会で承認  
実行委員 4 名 （飯塚地区 野村芳宏  田川地区 落合束太  

京築地区 大木謙之介 直鞍地区 森本義光）  
（２）野鳥展  
①期  日  ８／１（金）～３１（日）  
②場  所  イイヅカコミュニティーセンター   エントランスホール  
③開  催  飯塚市と野鳥の会筑豊の共催  
④テーマ   「野鳥俳写」  
⑤展示内容  写真２０点 俳句４０点 表装 掛け軸 キャプション 他  
⑥記帳者数  129 名  
⑦広  報  野鳥展の作品を「くまたか」にアップ   新聞  
⑧売り上げ  表装代 1000 円×22 本＝22000 円  
 
（３）関連イベント  
①「鳥の歌ミニコンサート」 ８／２ （土）６０名  

８／１０（日）２９名 台風の影響  
歌 三宅桃代  司会 竹田澄子  鳥の話 落合束太   
会場 野村芳宏 受付 佐藤久恵 中村照美  
ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 401 号室  

②早朝バードウォッチング ８／７（木） 台風のため中止  
③野鳥俳句教室 ８／２０（水） 5 名 講師 松尾節朗 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀｰ 
 
※ 詳しい総括は「野鳥だより」２０１４年 10 月号 P１６に記載  
 
２．２０１５年の活動方針  
（１）野鳥展  
①開催地区  田川地区  
②会  場  上野の里 ふれあい交流会館  

田川郡福智町上野２８１１  Tel 0947-28-5864 
③期  日  ８／１（土）～３１（月） 予定  
④テーマ   「花鳥風月」  
⑤展示内容  写真２０～３０点 俳句１０～２０点 茶花（地元の方に協力）  
⑥作品の応募 6 月中旬  
⑦会場費   １００００円  
⑧関連イベント 検討中  



２０１５年度（Ｈ２７）総会報告 

                          （事務局：広塚） 

２０１４年度及び２０１５年度（事務局）活動報告と方針 

２０１４年は、日本野鳥の会筑豊：ボランティア自然保護団体として、多くの会員からの知

恵出しと協働による運営方式を実践しました。知恵だし、いわゆる多様なアイディアの提案

を議題にして相談しながら屋外活動である探鳥会やミニ自然観察会・バスツアー・当会行事

の内容を膨らませながら行えたと評価致します。 

屋内の活動である毎月の運営委員会や会報（野鳥だより筑豊）発行、当会サイト「くまたか」

の毎日の更新、祝賀会を兼ねた忘年会、野鳥展、リーダー育成研修会など年間を通して、大

変ではあったが、充実した多くの行事が思い浮かびます。これも役員を始め多くの会員のみ

なさまの協働によるものとお礼申しあげます。 

事務局としては、各専門部と企画を含めた調整役として関わってきました。各専門部の総括

と方針は、各部長等から別紙に述べられていますので評価や意見は総会の議論に委ねます。 

事務局の総括と方針は、勝手ながら一体提起とさせて頂きます。その他、承認案件と必要な

報告項目について何点か合わせて報告致しますので、ご審議願います。 

１、会員動静 

 過去の会員状況は、２００５年頃から右肩下がりとなり２００７年に２１８人へ会員減少 

が続き、２００人を割る危機的状況が発生しました。なんとかせねばと、当会行事報告や

当会サイトなどからの情報を基に「ふり返り検証」を繰り返しながら反省と対応策を行い

２０１３年までは、緩やかな右肩上がりの成果（２４９名）が見られていました。 

しかしながら、 

２０１４年の会員情況は、２０１３年１２月２日会員：２４９人から２０１４年１２月１

日現在会員：２４３名（支部ネット通信を参照）へ６名の会員減となっています。 

その会員減の要因は、主に超高齢会員の退会が占めています。 

２０１４年を振り返ると、 

当会行事実施は企画準備段階から、役員だけでなく多くの会員の協力を得ながらフィール

ドでの観察会を楽しみ野鳥の会の紹介機会を多くして対策を行って、新たに６名の入会者

を迎えました。その対策をもってしてもこのような厳しい結果となっています。 

２０１５年は、探鳥会行事などに友人知人をお誘いして、探鳥会行事等をご一緒して自然

に親しみながら入会の働きかけを地道に進め新しい会員をお迎えしましょう。 

また、 

三宅敏靖編集部長提案である新たな施策「お試し入会制度」を活用して当会活動を理解し

て頂き入会をお勧めしましょう。 

本施策は、ご一緒にフィールドでの活動及び会報やサイト「くまたか」の情報を吟味して

１年後までに入会のご決断を頂くお試し入会制度です。 

最初から正式会員に入会する制度に、新たにお試しの入会選択肢が増えたものです。 

従って、会員の皆様がお勧めしやすい制度を選んで活用されることを期待致します。 

なお、 

生活条件や個人事情により当会行事に参加でない会員の皆さんには、会員の継続により財

政支援や自然保護団体活動の側面支援の大きな支えになっている事を理解して頂き会員継



続をお願い致します。 

２、運営委員会 

 毎月、最後の日曜日前の木曜日を運営委員会に設定して行いました。当日は、１０時３０

分頃から会報印刷（梶原剛二会長等）し、１２時頃から丁合・発送に続いて運営委員会を

１６時３０分目処に行いました。運営委員会への参加協力については、探鳥会など機会あ

る毎に、年１回でも当会事務所に気が向いたときだけでも気軽に足を運んで頂けるようお

願いしました。結果、役員だけでなく一般会員の参加もあり効率的な発行作業となりまし

た。運営委員会は役員目線だけでなく、新鮮な会員レベルのご意見など新たな施策に取り

入れるように意見交換も行いました。 

 

３、新役員体制について 

 （１）改選年度ではありませんが、本年の一部役員体制の変更を提案致します。 

  新体制は、前年の全役員は原則、継続をお願い致しました。 

なお、 

研究部は、木村直喜部長の生活条件から正副部長を交替して、柴田光（部長）、木村直喜

（副部長）と致します。 

普及部については、松尾浩二部長の体調不良により当面、梶原剛二会長兼務と致します。 

課題は、 

河野藤孝部長が会計と販売部を兼務及び梶原剛二会長が普及部兼務となっていますの

で、任務軽減のためにも新たな役員を期待しています。事務局としても調整を進めてい

きます。 

（２）派遣役員について 

  ①：福岡県鳥獣保護員：筒井 哲史、木村直喜 

  ②：県環境保全指導員：広塚忠夫 

  ③：遠賀川モニター：新：梶原剛二（旧：筒井哲史） 

 ④：飯塚環境会議：後藤ようこ 

４、自主企画及びミニ自然観察会、ミニ探鳥会の実施の奨励について 

  昨年はミニ自然観察会が１２回開催されました。担当は個人負担に偏らないように多く

の方に分担して頂き、フィールドでの案内や識別の指導は、役員や高レベルの方と協働

して行いました。原則、新年もこの方式で行いますので、大船に乗ったつもりで、奮っ

て「担当」に手を挙げて頂ければ助かります。また、観察会担当を継続しながら案内や

識別のレベルＵＰと合わせて、お手伝いの段階から自ら担っていく観察会に進むことを

期待しています。新年度の植物観察を主に行う平尾台自然観察会は、全て、女性会員が

担当して行われることから注目の「女性会員主導の自然観察会」の幕開けとなります。 
  なお、 

ミニ自然観察会の「ミニ」は運営実態に相応しくないとのご意見からミニの冠を外して

「○○○自然観察会」に呼称を変更致します。 
 

（参考）、自主企画に対しての開催条件と当会筑豊の支援について下記に記載します。 

 （１）自主企画者は、会報「野鳥だより・筑豊」又は、サイト「くまたか」に行事内容を

投稿して、結果報告を行う。 



 （２）安全第一 

    行事開催に当たり安全に対しての注意喚起を行う。 

（３）その他 

行事の参加者名簿の作成と参加費の１００円は徴収する。 

（参考）；当会筑豊は本部の標準保険にプラスして追加プランに加入しています。 

  （注）：（１）～（３）は、事故発生時に、探鳥会保険の適用の必須条件です。 

 （４）開催条件と当会筑豊の支援 

  ①環境保全（ローインパクト）：野草採取の禁止及びポイ捨て厳禁などの徹底周知 

  ②野鳥生態などに悪影響を及ぼす様な行為、撮影、写真展示は行わない 

  ③本会の備品（ノートＰＣ・プロジェクター・写真額・ＣＤ・各種資料）の貸出 

  ④会報（野鳥だより・筑豊）及びサイト「くまたか」などによる広報 

  ⑤その他の支援は、本会の力量を考慮して自主企画者と相談して決定 

（５）その他 

   小学校などの学校関係の観察会は、安全管理の視点から主催は学校にお願いして、当

会会員が探鳥会指導を分担する。 

（昨年実施）：すずめ教室（直方市：遠賀川水辺館：毎月開催）、竜岩自然の家：野鳥観察会（原則、毎月）、 

八木山小学校・山口小学校探鳥会緑の少年団探鳥会、いいづか子どもバードウ

ォッチング2015（八木山高原ユースホステル） 

６、バスツアーについて 

  昨年は、団体支援助成事業を活用し、きらら浜バスツアーに３２名の参加で実施しま

した。新年は、大授搦（シギチドリ）と烏帽子岳（アカハラダカの渡り）バスツアー

を提案致します。 

なお、 

   バスツアー経費は、基本的に参加費で賄い、極力、当会からの支出は避けることにし 

ます。 

但し、節目の記念行事の場合は、事前に運営委員会で確認して補填対応と致します。 

７、探鳥会リーダー研修会の開催について 

  新年もヨルヒコ（５月下旬）の行事を活用して、昼間に研修会、夜と翌朝に探鳥会の実

施を基本内容で提案致します。 

本総会でご意見を頂いて、運営委員会で更に具体的に企画検討し実施致します。 



              　２０１４年度決算報告及び２０１５年度予算案

　　　　　　　　　　　　　　会計部　河野藤孝

　　　　★２０１４年度決算報告 　　　　　★２０１５年度予算案

　　☆２０１４年度一般会計収支計算書 　　☆２０１５年度一般会計収支予算書

収入の部　　　　（２０１４年１月～１２月まで） 収入の部　　　　（２０１５年１月～１２月まで）

項　　　　目 金　　　額（円） 項　　　　目 金　　　額（円）
会費収入 498,150 会費収入 500,000
探鳥・植物参加費収入 36,000 探鳥・植物参加費収入 40,000
委託調査収入 176,825 委託調査収入 170,000
販売部収入 72,418 販売部収入 65,000
筑豊の野鳥売上収入 30,000 筑豊の野鳥売上収入 0
寄付金収入 39,009 寄付収入 15,000
雑収入（郵便局利息他） 4,095 雑収入 5,000
当期収入合計（Ａ） 856,497 当期収入合計（Ａ） 795,000
前期繰越額 424,022 前期繰越額 437,232
収入合計（Ｂ） 1,280,519 収入合計（Ｂ） 1,232,232

支出の部 支出の部

項　　　　目 金　　　額（円） 項　　　　目 金　　　額（円）
事務所経費（家賃） 316,287 事務所経費（家賃） 317,000
通信費 38,281 通信費 38,000
事務経費 1,876 事務経費 5,000
備品費 55,320 備品費 35,000
活動費 72,287 活動費 50,000
行事費 17,678 行事費 20,000
野鳥だより・筑豊発行費 302,876 野鳥だより・筑豊発行費 290,000
事務局経費 18,004 事務局経費 15,000
予備費 20,678 予備費 20,000
当期支出合計（Ｃ） 843,287 当期支出合計（Ｃ） 790,000
当期収支合計（Ａ）－（Ｃ） 13,210 当期収支合計（Ａ）-（Ｃ） 5,000
次期繰越額（Ｂ）－（Ｃ） 437,232 次期繰越額（Ｂ）－（Ｃ） 442,232

　　★２０１４年度特別会計増減報告 　　★２０１５年度特別会計増減予定

項　　　　　目 金　　　額（円） 項　　　　目 金　　　額（円）
前期繰越 2,000,000 前期繰越 2,000,000
当期繰入 0 当期繰入 0
当期引出 0 当期引出 0
当期合計 2,000,000 当期合計 2,000,000

２０１４年度決算報告及び特別会計増減報告は適正に

処理されていることを認めます。

　２０１５年１月２３日　　　会計監査　　　國武　光成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 向野　五郎



　　　　　　　　　　　　　２０１４年度販売部収支報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０1５年１月１５日　販売部　河野藤孝　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．販売収支

（１）販売額　　４１３，２１８円

（２）仕入額　　３３９，８００円

（３）振込費　　　　１，０００円

（４）利益額　　　７２，４１８円

２．販売実績一覧表（単位：円）

資料ＮＯ 品　　　　　　名 仕入額 販売額 振込費 利益額

2014-01 千人の翼2013 ｱｳﾄﾄﾞｱｸﾞﾛｰﾌﾞ他 27,087 28,185 80 1,018

2014-02 ﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ日本の野鳥改訂版他 11,977 13,164 80 1,107

2014-03 鳴き声ﾀｯﾁﾍﾟﾝｾｯﾄ他 10,204 11,880 80 1,596

2014-04 80周年記念Tｼｬﾂ他 3,292 3,240 80 -132

2014-05 2015年ﾜｲﾙﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞｶﾚﾝﾀﾞｰ他 157,220 210,900 340 53,340

2014-06 2015年卓上ﾞｶﾚﾝﾀﾞｰ 他 130,020 145,849 340 15,489

　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計 339,800 413,218 1,000 72,418

　　　

　　２０1４年度販売部収支報告は適正に処理されていることを認めます。

　　　　　　　２０１５年１月２３日　　　会計監査　　　國武　光成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 向野　五郎



              　２０１４年度予算対比実績

2015年1月15日 会計　河野藤孝

収入の部　　　　　　（２０１４年１月～１２月まで）

項　　　　目 予　　算（円） 実　　績（円） 達　成　率（％）
会費収入 500,000 498,150 100
探鳥・植物参加費収入 40,000 36,000 90
委託調査収入 169,000 176,825 105
販売部収入 50,000 72,418 145
筑豊の野鳥売上収入 0 30,000 ∞
寄付金収入 10,000 39,009 390
雑収入（郵便局利息他） 5,000 4,095 82
当期収入合計（Ａ） 774,000 856,497 111

支出の部　　　　　　（２０１４年１月～１２月まで）

項　　　　目 予　　算（円） 実　　績（円） 達　成　率（％）
事務所経費（家賃） 317,000 316,287 100
通信費 38,000 38,281 101
事務経費 5,000 1,876 38
備品費 30,000 55,320 184
活動費 50,000 72,287 145
行事費 10,000 17,678 177
野鳥だより・筑豊発行費 280,000 302,876 108
事務局経費 5,000 18,004 360
予備費 20,000 20,678 103
当期支出合計（Ｃ） 755,000 843,287 １１７
当期収支合計（Ａ）－（Ｃ） 19,000 13,210

　　★２０１４年度特別会計増減報告

項　　　　　目 ２０１４年度（円）
前期繰越 2,000,000
当期繰入 0
当期引出 0
当期合計 2,000,000

　　　　　　　以上



お試し入会制度の導入(案) 

～新規の支部型会員を増やすために～ 

１．趣旨 

   野鳥の会に入っていない人に、入会を勧めた場合、①野鳥の会がどういうものかよく分から

ない、②入会金、年会費合わせて 4,500円(下記注)かかる、等の理由で、断わられるケースが

多い。そこで、非会員の方に 1年間限定、会費 1,000円（一家族何人でも同一金額）のお試し

入会を呼びかけ、支部に入会して貰い、入会された方には、会報を送付する。この期間内に、

野鳥の会の活動などを理解して頂き、1年の期間満了前月に正会員入会勧誘のレター(正会員制

度など記載)を送付し、正会員として会員登録を継続して貰う。なお、正会員を希望されない

場合は自動的に退会となる。 

２．会員の名称 

  「くまたか会員」（仮称）とする。 

３．勧誘方法 

  ①探鳥会・自然観察会の参加者の中に非会員がいる場合、担当者(本会筑豊の役員が参加して

いる場合は役員)は鳥合わせの後に、お試し入会制度の説明をする。入会希望の方がいたら、

その場で、別紙様式の入会申込書に記載して貰い、会費 1,000円（一家族何人でも同一金額）

を徴収する。担当者は入会申込書の下にある会費受領書に受領月日・受領者氏名(氏名の後

に捺印又はサイン)を記載して入会者に渡す。 

  ②その他の行事などで、参加者の中に非会員の方がいたら、その都度、勧誘を行って、上記と

同様の手続きを行う。 

  ③会報及び公式サイト「くまたか」で、お試し入会制度を広報する。 

  ④地元新聞などに依頼して、お試し入会制度を広報する。 

  ⑤会員がこのお試し入会制度を一つのツールとして、親戚・知人などを勧誘する。 

４．担当箇所 

  本会筑豊 事務局  

 

（参考）他支部のお試し入会制度導入の動向 

  日本野鳥の会関東ブロック所属の 8 支部(茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・奥多摩・千葉・神

奈川)と大阪支部で導入済み。財団本部もこの制度を認め、関東ブロックの各支部が開催する

「会員を増やすための探鳥会」に財団普及室も参加している。平成 26年 4月～10 月の実績と

して、探鳥会参加の非会員 211名の内、74名(35%)がお試し入会している。 

 

（注）会員種別ごとの入会金・年会費  

＊支部年会費は支部ごとに異なり、本会筑豊の場合は 2,500円 

   １．青い鳥会員(本部型会員) 会誌「野鳥」送付 

     入会金(1,000円)＋本部年会費(5,000円)＝6,000円 

  ２．赤い鳥会員(支部型会員) 支部報送付 

     入会金(1,000円)＋本部年会費(1,000円)＋支部年会費(2,500円)＝4,500円 

   ３．おおぞら会員(総合会員) 会誌「野鳥」と支部報送付 

     入会金(1,000円)＋本部年会費(5,000円)＋支部年会費(2,500円)＝8,500円 

   ４．個人特別会員 ＊支部にも入る場合 会誌「野鳥」と支部報送付 

     入会金(無料)＋本部年会費(10,000円)＋支部年会費(2,500円)＝12,500円 

 



【入会申込書・会費受領書の様式】 

 

 

「くまたか会員」入会申込書 

 

会費(1,000円)を添えて、下記のとおり入会を申込みます。 

 

記 
 

月  日：平成  年  月  日 

郵便番号：〒 

住  所： 

氏  名： 

電話番号：          （携帯） 

Ｅ―mail： 
 

（申込書受領者所属・氏名：日本野鳥の会筑豊支部・        ） 

（注）個人情報は、本会からのご連絡や行事のご案内に関して、電子メールや

会報のご送付のみに利用いたします。 

 

┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉き り と り せ ん┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 

 

くまたか会費受領書 

  

           様 

 

標記について下記の通り受領致しました。 

 

記 
 

受領月日 ：平成  年  月  日 

受領金額 ：1,000円 

受領者所属：日本野鳥の会筑豊 

受領者氏名：        
 

（注）「くまたか会員」とは、申込み日に入会となり、翌月から 1年間限定で

有効の会費 1000円（一家族何人でも同一金額）の準会員制度です。 

       1年が経過しますと、正会員として会員登録を継続できます。(正会員 

  制度につきましては別途ご案内させていただきます。) 

なお、正会員を希望されない場合には自動的に退会となります。 
 

（連絡先）日本野鳥の会筑豊 事務局：広塚忠夫 

〒826-0043 福岡県田川市奈良 207-3 

☎：0947-42-4612 Ｅ-mail：hirotuka@orange.ocn.ne.jp 

 

 



識別検討委員会 

2015 年 1 月 22 日、識別検討委員会が発足しました。 
運営委員会（2015-01-22）に引き続き識別検討委員会会議を開きました。席上で下記

資料「識別に関する検討委員会の設置について」を確認し、正式発足となりました。 
識別検討委員会の主要な役割は、会員からの識別依頼に応え、また、会員の要請によ

り本会所蔵の観察記録を再検証することです。 
 
識別に関する検討委員会の設置について 

呼びかけ人：広塚忠夫・有働孝士 
 
野外で見た野鳥の名前が知りたいと、会員や一般から本会や本会の識別能力が高い会

員個人への問い合わせが少くありません。識別の質問は簡単にできる反面、回答は困難

かつ非常に手間がかかり、本会による組織的対応が望まれていました。そんな折、野鳥

識別依頼に関する波多野邦彦氏の提言（資料参照）を機に、識別依頼に応えるための委

員会を立ち上げることとなりました（運営委員会 2014-10-23）。本稿では以下当該機関を

「委員会」と仮称しています。 
原案を 2014 年 11 月 27 日運営委員会に提案し、下記のように決まりました。ただし、

これは指針であり、委員会による運用上の変更もあり得ます。 
識別稼働等を考慮して識別対象は野鳥とする。なお、植物・昆虫等は識別要望があれ

ば検討する。また、会員からの識別要望のみ対象として、一般（非会員）からの対応は

山階研究所や野鳥の会本部を紹介する。 
サイトに飛び込む一般（非会員）からの基本種の識別ついては、調べなくても識別で

きる程度であればサイト監理者の判断に任せる。 
（「野鳥だより・筑豊」2015 年 1 月号＼運営委員会報告より。広塚忠夫） 
 

1. 識別検討対象 分野は当面、野鳥、植物とし、本会の観察記録全般および会員か

らの依頼を対象とする。 
2. 受付窓口 識別依頼を受けた会員は、不明や疑問の場合は情報部に回す。情報部

は依頼者と調整のうえ情報を整理し事務局に報告する。 
3. 受託条件 識別依頼では、あらかじめ、経過、結論、観察記録（日付、場所、観

察者名、観察資料）の公表、保存、再利用への許諾を必須とする。本条件は、依頼

者に必ず通知し回答を得ておく。 
4. 委員会名称 名前教えて委員会（識別検討委員会） 
5. 委員会の構成 当初、呼びかけ人により、会員に参加を働きかける。また、委員

会会議では委員資格などを問わず、随時、本会会員の参加を許すこととする（運営

委員会との整合）。 
6. 主管 委員会は事務局が統括する。 
7. 委員会会議 必要に応じ事務局が開催する。議事は会報の「運営委員会報告」を

参照のこと。（共通の参照資料として野鳥識別基本図書など識別基本図書を活用）。 
8. 構成と方法 随時参加可能な会員で構成し、妥当な方法（電話、メール、TV 会議、

運営委員会議題、委員会会議）で審議する。 
9. 識別結果 依頼者へ報告の際、識別理由または識別不能理由などの根拠を付記す

る（参照資料では、識別基本図書も活用したい）。 
10. 解決不能 野鳥の識別において、委員会で解決できない場合、有識者（非会員を

含む）に依頼し、その回答を委員会より依頼者に報告する。（有識者：本稿では、
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高度の識別能力を持つ人の意） 
11. 「野鳥だより・筑豊」 経過報告などを掲載する。 
12. ［くまたか］ 委員会の議題やその他の識別依頼、不明種等について掲載するペ

ージを新設。http://yacho.org/cbird/pages/5_shibu/ski.htm 
 
◇資料 
波多野邦彦氏提案（2014-10-08 メールより抜粋） 
① 筑豊支部会員からの識別依頼については私が直接受けるのではなく筑豊支部が受

け付ける。 
② 一旦支部「識別検討委員会」（新設）（以下委員会）でご検討いただき、協議後それ

でも わからない場合のみ私から委員会宛ご回答します。ほとんどの質問はこの段

階で処理できるはずです。 
③ 委員会は私の回答を検討した後、依頼のあった本人宛回答します。 
④ 上記のように私は直接に依頼者宛回答はいたしません。 
⑤ くまたか掲載の画像に対する私からの質問もこの検討委員会宛行ないます。 
 
識別基本図書 
共通の参照資料として、現在、野鳥に関する下記 3 冊の識別基本図書を本会で推薦し

紹介しています)。この他、植物、昆虫分野についても増やしていきたいと考えています。 
フィールドガイド 日本の野鳥 増補改訂版（日本野鳥の会 3,672 円） 
絵解きで野鳥が識別できる本（文一総合出版 2,592 円） 
決定版 日本の野鳥 650（平凡社 4,320 円） 
※「野鳥だより・筑豊」2015 年 1 月号 p.22 より 
 
付記 
外部から識別依頼があったとき、会員に紹介者がいれば検討に応じることができます。

ただし、紹介者は依頼者への通知など仲介に責任を持っていただます。検討結果の報告

は、依頼者ではなく紹介者に行います。受託条件への同意は必須ですので留意してくだ

さい。 



筑豊緑地野鳥写真展開催について（会員用）  

野鳥展実行委員長 野村芳宏  
2 月に入り厳しい寒さ続いていますが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、1 月３１日に県営筑豊緑地公園から野鳥写展の依頼があり、急遽ですが引き受

けることを決めましたので、下記のようにお知らせいたします。会員の皆様のご協力

をよろしくお願いします。  
 

１． 野鳥写真展  
（１） 開催期間  3 月 1 日（日）～3 月 15 日（日）  
（２） 会  場  県営筑豊緑地公園（プール棟 1 階ロビー）  
         開館 9:00～21:00 日曜日 9:00～17:00  休館日 月曜日  

〒８２０－０１１５  
飯塚市仁保８－２５    TEL 0948-82-5556 

（３） 主  催  筑豊緑地指定管理者  
（４） テーマ   「筑豊で見られる野鳥たち」  
（５） 写真展示数 約３０点  
（６） 搬入・搬出   搬入 2 月 28 日（土）１４：００～  
           搬出 3 月 16 日（月）９：３０～  
（７） その他  

①キャプション   野鳥の会筑豊で準備  
②挨拶文・ポスター 筑豊緑地指定管理者  
③広  報     主に筑豊緑地指定管理者が行う  
④ポスター用写真の提供  ３枚 野村  

 
２． 探鳥会（関連イベント）  
（１） 日   時  3 月 8 日（日） ９：３０～１２：００  
（２） 場   所  筑豊緑地公園内  
（３） 指導者    野鳥の会筑豊から講師 3 名を派遣する  
（４） 参加者募集 筑豊緑地公園のホームページやポスターなどで一般募集を行う。                       

参加人数は未定  
（５） 観察用具    

①双眼鏡２０～３０台 野鳥の会が筑豊農林事務所より借用する。  
②記録用紙（メモ帳） 鉛筆もしくはペンシル  各自用意  

（６） 服装その他  服装は動きやすいもの 帽子 水筒 など  
（７） 雨天時   室内にて野鳥観察の方法や野鳥についての話  ２階学習室  
（８） 事前の下見 ３月の第１週  
 
３． 野鳥写真の募集  
（１）写真の内容  テーマが「筑豊で見られる野鳥たち」なので、筑豊で観察記録



があるもの。筑豊でこんな野鳥が見られるという一般来場者に

野鳥を紹介する写真。夏鳥や冬鳥などは問わない。筑豊で撮影

したものに限らないが、国内で撮影したもの。営巣やその周辺

あるいは雛の写真についてはご遠慮下さい。  
（２）写真の大きさ ①A4 サイズもしくはそれ以上のもの（A3 ノビまで）  

②額については A4 サイズの写真は野鳥の会の額を使用する。

それ以上のものについては各自で準備する。  
（３）応募枚数 一人５点まで  
（４）応募表  

写真の裏に応募表をセロテープで添付す  
る。写真１点につき 1 枚応募表を貼る。応募表

は日本野鳥の会筑豊のホームページからダウン

ロードする。アクセスは「くまたか」TOP ペー

ジ＜本会＜様式書類。もしくは、右の表を参考

にし自作する。＊印は必ず記入する。  
（５）応募締め切り  2 月 15 日（日）  
（６）応募先  〒820-0081   

飯塚市枝国４０６－３１  
         野村芳宏 宛  
（７）応募資格 日本野鳥の会筑豊の会員  
（８）選  考 野鳥展実行委員長で行う  
（９）写真の返却 応募いただいた作品は、写真展終了後に全て郵送で返却をする。

ただし、返却不要の方は応募票に「返却不要」に○印を付ける。

返却希望者は、送付先に必ず郵便番号と郵送先の住所を明記する。 
 
４． その他  
（１） 写真の額装 2 月 24 日（火）14:00～15:30 支部事務所  
    ※お手伝いできる方は協力をお願いします。  
（２）問い合わせ先  野鳥展実行委員長 野村芳宏 ℡0948-28-0360 

写真応募表  

*行事名    

*和名    *返却  必要・不要  

*撮影者    *電話    

*場所    年月日    

カメラ    ﾚﾝｽﾞ  

*送付先    

備考   



日本野鳥の会筑豊支部 規約 
第１章 総則 

第１条（名称） この会は日本野鳥の会筑豊支部（以下、本会）と称する。 
第２条（事務所） 本会は、事務所を福岡県飯塚市柏の森１６２-３に置く。 
第３条（目的） 本会は、自然にあるがままの野鳥および植物に接して楽しむ機会を設け、また

野鳥および植物に関する科学的な知識およびその適正な保護思想を普及すると共に自然環
境を保全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資
することを目的とする。 

第４条（事業） 本会はその目的のために次の事業を行う。 
① 野鳥および植物を中心とした自然保護活動 
② 探鳥会、植物観察会の開催など普及教育活動 
③ 野鳥および植物等の調査研究活動 
④ 会報の発行 
⑤ 会員相互の親睦に関する諸活動 
⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
第２章 会員 

第５条（構成員） 本会の会員は、第３条の目的に賛同する公益財団法人日本野鳥の会会員によ
って構成する。 

第６条（会費） 会費は別途これを定める。 
① 会員は会費１年分を前納しなければならない。 
② 会員資格を失った時、既に納めた会費は返戻しない。 

第７条（除籍） 会員が以下各号に該当する時は、役員会の議決を経て退会または除名とする事
ができる。 
① 会費の滞納が３ヶ月以上に及んだ時 
② 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為のある時 

 
第３章 役員 

第８条（役員） 本会には次の役員を置く。 
①  支部長１名 
②  副支部長２名 
③ 事務局長１名 
④ 事務局次長２名 
⑤ 会計１名 
⑥ 監査２名 
⑦ 各専門部部長各１名及び副部長数名 

第９条（役員の選任）役員は総会において、本会会員の中から選任する。 
第１０条（職務） 

①  支部長は本会を代表し、諸事業を統括する。 
② 副支部長は会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。 
③ 事務局長は事務・事業を掌握し本会の運営実務を行う。 
④ 事務局次長は事務局長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。 
⑤ 会計は本会の会計実務を行う。 
⑥ 監査は年１回、会計の監査を行う。 

第１１条（専門部） 本会は次の専門部を設け、各部長が業務分担し、事務局長がこれを掌握す
る。 
① 普及部：定例探鳥会及び地区探鳥会を開催し、会の普及を図る。 
② 編集部：会報の編集と発行を行う。 
③ 販売部：野鳥の会の物品販売を行う。 
④ 研究部：各種調査活動を実施する。 
⑤ 保護部：他の自然保護団体と連携し保護活動を進める。 
⑥ 写真部：野鳥の写真記録を主活動とし、写真展や写真記録の蓄積を行う。 
⑦ 植物部：自然観察を楽しみ、植物と野鳥を研究する。 
⑧ 情報部：各種活動情報、観察データの収集・保存およびその利用促進に取り組む。 

第１２条（役員の任期） 役員の任期は総会から翌々年の総会までとし、再任を妨げない。 
第１３条（評議委員） 九州・沖縄ブロックの評議委員について、本会から選出の必要が生じた



ときに役員の中から１名選任推薦する。 
第１４条（顧問） 

① 本会には必要に応じて顧問を置く事ができる。 
② 顧問は本会の事業について、役員会に助言を与える事ができる。 

第１５条（名誉会長） 
①  長期期間に亘り本会に貢献された支部長を、名誉支部長として置く事ができる。 
② 名誉支部長は、本会の事業について、役員会に助言を与える事ができる。 

 
第４章 会議 

第１６条（総会） 
①  総会は支部長が招集し、会員をもって構成し、毎年１回開くものとする。 
② 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、または５分の１以上の会員から会議の目的を示
して請求があった時、開かなければならない。 

第１７条（総会の決議） 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決する
ところによる。 

第１８条（総会の議決事項） 総会では次の事項を議決し、議事録を作成する。 
① 規約の改正 
② 役員および顧問の選任および解任 
③ 事業計画、事業報告、予算、決算の審議および承認 
④ その他本会の運営上特に必要な事項 

第１９条（役員会の開催） 役員会は会長または役員の３分の１以上が必要と認めた時開催され、
役員の過半数の出席をもって成立する。 

第２０条（役員会の議決） 役員会は、会務遂行に関する事項を議決して処理し、議事録を作成
する。 

第２１条（運営委員会） 本会の実務運営を円滑に行うために、事務局長は運営委員会を開催す
る。 

 
第５章 資産および会計 

第２２条（資産および運用） 本会の資産は次の通りとし、支部長が統括、会計が管理し、経費
その他に運用する。 
① 会費および寄付金 
② 事業から生ずる収入およびその他の収入 

第２３条（会計年度） 会計年度は１月１日から同年１２月３１日までとする。 
第２４条（施行および改正） 

① 規約は１９８６年１２月１５日から施行する。 
② １９９５年４月１６日一部改正 
③ ２００５年４月１７日一部改正 
④ ２０１０年２月２８日改正 
⑤ ２０１１年２月２７日一部改正 
⑥ ２０１５年２月８日一部改正 

 
附則 

第１条 規約６条に定める会費は次の通りとする。 
① おおぞら会員（総合会員）：年会費７，５００円 
② 赤い鳥会員（本会型会員）：年会費３，５００円 
③ 家族会員：年会費５００円 
④ 個人特別会員：年会費１２，５００円 

第２条 規約４条の事業を行うため専門部以外に下記の実行委員会及び委員会を設置する。 
① 野鳥展実行委員会 
② 野鳥識別委員会 



組織名称の変更について 

 
財団本部の公益法人化に伴う措置として、指示により２０１０年「日本野鳥の会筑豊支部」

から現団体名「日本野鳥の会筑豊」に変更した。しかしながら、次の様な問題点が浮上し

たので、元の「日本野鳥の会筑豊支部」に名称の変更を提案する。 
 

記 
１、現名称に変更し約５年が経過したにもかかわらず、内外共にいまだに「日本野鳥の会

筑豊支部」または「支部」を使用されるケースが多い。 
２、「日本野鳥の会筑豊」への名称変更以後は、複数の略称があって一意に定まっておら

ず混乱があるが、改称すれば以前のように自ずと「支部」に統一される。 
３、外部への正式文書や契約書に押印する際に、現状では「支部」の文字があり使用でき

ない。 
４、日本野鳥の会連携団体の全国的な傾向では、「○○支部」への変更が多い。 

 
2015.2.8 
事務局 
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