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第三回リーダー育成研修会 
～あなたも探鳥会リーダーになれる～ 

 

 
ジュウイチ（画・波多野邦彦） 

 

 

月日：２０１６年６月４日（土）～６月５日（日） 

場所：福岡県立英彦山青年の家（福岡県添田町英彦山） 

主催：日本野鳥の会筑豊支部 
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お礼とお願い 
昨年に続いて第三回のリーダー育成研修会に参加頂きありがとうございます。 

一昨年は、「日本野鳥の会」１９３４年（昭和九年）発足８０周年記念行事が

財団本部主催で行われました。その歴史より１０年以上前の１９２１年（大正

十年）に「福岡鳥の会」が誕生しています。昨年（第二回）は、それに関して

の話題提供として「ふくおか鳥界のあゆみ：（福岡鳥の会から野鳥の会各支部誕

生まで）」を、会員在籍五十年を超えた (1963年入会) 永年会員の土谷光憲氏に

語って頂きました。 

本年は、「録音でつき合う野鳥の世界」をテーマにボランティアグループ「バー

ドコール」代表＆本会会員 田中良介氏に語って頂きます。更に、第一回から好評

の「独断と偏見の識別講座」波多野邦彦氏の講座をお願い致しました。 

本研修会参加資格は、識別レベルなど全く必要ありませんので、会員であれ

ばどなたでも参加自由としています。また、探鳥が好きな非会員（一般者）の

参加も大歓迎致しました。なお、本行事に参加して野鳥の会に興味が湧けば野

鳥の会入会も検討して頂ければ幸いです。もちろん、当企画のヨルヒコやアサ

ヒコ、ヒルヒコの探鳥を愉しむだけでも結構です。 

主催側が気にするところは、行事内容の良し悪しもさることながら、事故や

怪我です。気をつけても起こるかもしれませんが、くれぐれも怪我が無いよう

に無理なくゆっくり愉しんでください。        （事務局：広塚忠夫） 

 

行事のご案内 
１、行事日程（凡例：時間 内容 場所 [青]青年の家） 

２０１６年６月４日（土） 

13:00～13:30 受付 玄関ホール 

13:20～13:30 [青]入所オリエンテーション 2F第１研修室 

13:30～13:35 司会者ご挨拶 2F第１研修室 

13:35～13:40 開会のご挨拶（支部長） 2F第１研修室 

13:40～15:00 講演「録音でつき合う野鳥の世界」 2F第１研修室 

15:00～15:20 休憩 

15:20～16:50 講演「独断と偏見の識別講座」 2F第１研修室 

16:50～17:00 主催者周知事項 2F第１研修室 

17:00～17:45 夕食 1F食堂 

17:20～22:00 入浴 1F浴場 他団体との調整後、利用時間帯をお知らせ
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します。懇親会と一部同時進行。 

18:00～20:30 ヨルヒコ（夜の鳥の声を聴く会） 18:00玄関集合 

20:30～22:00 懇親会 1F第２食堂にて自由参加 

23:00       消灯 

２０１６年６月５日（日） 

05:30～07:30 アサヒコ（早朝探鳥会） 05:30玄関出発 

07:30～08:15 朝食 1F食堂 

08:30～08:45 [青]退所点検 各部屋 

08:45～08:50 [青]退所あいさつ 玄関前 

08:50～12:00 ヒルヒコ（深倉峡探鳥会） 08:50玄関出発 

12:00       閉会のご挨拶・昼食 深倉園地駐車場 お疲れ様でした 

 

２、講演 

13時 30分～17時 00分：2Ｆ第１研修室（１００名収容） 

（１）司会者あいさつ：三浦博嗣 

（２）講演：６月４日（土）13：40～16：50 

①「録音でつき合う野鳥の世界」 13：40～15：00 

講師：田中良介氏（本会会員、ボランティアグループ「バードコール」

代表） 
「珍しい鳴き声、面白い鳴き声、綺麗なさえずり、不思議な声の鳥当

てクイズと録音時のエピソードを語る」 
（休憩 20 分） 

②「独断と偏見の識別講座」15：20～16：50 

講師：波多野邦彦氏（本会会員） 

「英彦山のシンボルのクマタカを始め、ワシタカ・ハヤブサ類の識別

講座と渡りの猛禽類を解説する。」p.12資料参照 

 

３、宮永悦治写真展・日本の野鳥 

大学時代から約 35 年後の今日まで、野鳥観察と撮影に情熱を傾け、撮り

ためた写真から約 40点を厳選。本会屈指の識別力に撮影技術が相まって、

観察家・宮永氏の真骨頂を見ることができます。写真は、フィールド・マ

ーク（特徴）もきちんと写し込まれており、ただきれいなだけのサロン調

自然写真とは一線を画しています。会場の都合で平台展示となりましたが、

識別の雄“宮永写真”を様々な視点から、ぜひご堪能ください。写真から、

野鳥が声をあげ、勇躍翔び立つ姿を観ることができるかもしれません。 

展示：県立英彦山青年の家 2F第１研修室 
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４、三つの探鳥会 

（１）ヨルヒコ（夜の鳥鳴き声を聴く会）：玄関 18時集合 

・６月４日（土）18:00～20:30予定 

・コノハズクの探鳥予定地：経読林道入口＆深倉峡 

但し、事前調査でコノハズクの出現がない時は、安全第一でゆっく

り豊前坊まで歩いて探鳥予定 

（注）ヘッドライト又は懐中電灯をご持参下さい。 

（２）アサヒコ（早朝探鳥会） 

・６月５日（日）05時 30分～07時 30分予定 

・コースは英彦山青年の家から豊前坊を予定 

（３）ヒルヒコ（深倉峡探鳥会：朝食後玄関前に集合） 

・６月５日（日）09時～12時 

・玄関前 08時 50分出発（１０分前集合） 

・出発前、宿泊者には弁当を配布 

 

５、懇親会・入浴 

（１）時間：20時 30分～22時 00分（第２食堂にて自由参加） 

（注）懇親会は入浴と同時進行のため、着席した方から自由に飲食と

懇親を開始（筑豊方式）。揃ってから本番開始の乾杯から懇親会へ。 

（２）入浴：17時 20分～22時 00分（他団体と入浴時間を調整） 

（３）23時消灯 

 

６、英彦山青年の家による説明・点検 

（１）オリエンテーション：講演開始前に実施（青年の家の担当者が説明） 

（２）退所点検（各部屋）：６月５日 08時 30分 

（３）退所あいさつ（玄関）：６月５日 08時 45分 

 

７、注意事項及び準備品 

（１）ヨルヒコ参加者は、懐中電灯又はヘッドライト持参 

（２）探鳥会の移動は、車乗り合せ（安全運転で） 

（３）上履き又は滑らないスリッパ持参（管内で滑って怪我の防止） 

（４）洗面道具は各自持参 

（５）小雨決行のため、雨具の準備 

★：担当及び連絡先：日本野鳥の会筑豊支部事務局長・広塚忠夫 

E-mail:hirotuka@orange.ocn.ne.jp 

Tel＆Fax:0947-42-4612、携帯 090-4771-3576 
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講師紹介 
田中良介（たなか りょうすけ）プロフィル 

・１９３８年大阪うまれ。・サラリーマン生活体験後独立。・２００２年６３才

でリタイア。 
・趣味は野鳥を始めとする自然観察、野鳥の声録音、料理、英語、中国語。 
・日本野鳥の会会員 
・自然の素晴らしさを音で伝えるボランティアグループ「バードコール」代表。 
・視覚障がい者のパソコン利用を支援する「パソボラさーくる虹」サポーター

会員。「福岡市立点字図書館」朗読ボランティア。 
・野鳥の声を探して～良ちゃんの韓国一人旅日記 

（福岡市立点字図書館にて音訳図書になりました） 
・良ちゃんの、北京ヨレヨレ旅日記 
・日本野鳥の会筑豊支部会報に、「台湾旅行記」を投稿、現在「録音でつき合う

野鳥の世界」を連載中。［くまたか］には「鳥好き良ちゃんの声の野鳥だより」。 
 

波多野邦彦（はたの くにひこ）プロフィル 

・所属団体 日本野鳥の会筑豊支部、福岡支部、他の団体はありません。 

・趣味は登山、船釣り、キャンプなどアウトドア全般、小説読書ジャンルは問

わず。高校と大学の途中までハンドボール部、他にもスポーツ全般するのも観

るのも大好きです。特に球技。子どもの頃から動植物が大好きでした。 

・野鳥に本格的に関わったきっかけは大学の生物同好会入部からで、先輩がた

くさんいらっしゃいました。 

（初代トキ保護センター所長：故近辻宏帰氏、北海道風路荘：故高田勝氏、鳥

類図鑑画家：谷口高司氏も先輩です。） 

・［くまたか］に「独断と偏見の識別講座Ⅱ」、「探鳥トラバース」連載中。 

 

日本野鳥の会筑豊支部の活動 
１．自前印刷の会報を月刊発行 

（１）会報「野鳥だより・筑豊」月刊発行。ページ数制限のない自前印刷機による発行

で一般会員の自由な投稿を尊重し“発表の場・誌上交流の場”を確保しています。 

（２）会報提供におけるメディア・アラカルト（多様なアクセス手段を提供） 

①紙に印刷した会報：自前印刷による紙の会報を会員に郵送 

②メール版の会報：希望の会員にはデジタル会報をメール配信 

③当会公式サイト「くまたか」にアクセスして閲覧するデジタル会報（当会会員

限定で、創刊号から最新号（460号）まで全号閲覧可能） 

２．各種行事 

（１）探鳥会：各地で年間約３０回の探鳥会を実施。実行～報告をルーチン化し、担当

者の負担軽減、環境保全・安全意識の向上、識別スキルアップ等を図っています。 

（２）自然観察会：主に植物観察を行う野鳥の会では異例の自然観察会を年約１５回実
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施しています。７回分の平尾台観察会は、女性会員がお世話役で、その他の英彦

山や香春岳観察会などは男性担当で実施。野鳥の会独自の手法である識別による

植物観察を基本に、採集厳禁を宣言し、植物保護の方針で活動しています。 

（３）バスツアー（遠賀川環境保全活動団体支援助成事業を活用） 

大型バス利用(参加者：約４０名)で、毎年実施しています。これまでの実績：宍

道湖・きらら浜・出水平野・佐世保烏帽子岳等 

（４）リーダー育成研修会：福岡県立英彦山青年の家（50名から 100名） 

①約 40 年続いた豊前坊宿坊泊の夜の鳥を観察する「ヨルヒコ」行事をリーダー育

成研究会に拡大実施して今年で３回目となります。 

②来年の九州・沖縄ブロック in英彦山｛２０１７年５月２０日（土）～２１日（日）｝

は、（公財）日本野鳥の会本部の安西英明主席研究員をお迎えして、福岡県立英

彦山青年の家（添田町）で開催しますので、大勢の参加をお待ちしています。募

集規模は会員と一般市民を含めて 200名を目標に呼び掛けます。 

３．公式サイト「くまたか」 http://yacho.org/ 
公式ウェブサイト「くまたか」は 2009 年 4 月オープン。本会行事予定・結果報告、

会員投稿、観察記録等を掲載。「くまたか」はよくあるホームページ的電子看板では

なく、ウェブサイトのマルチメディア特性を活かし、即時的広報とともに記録類の統

合的収集と永続的保存（100年以上）を目指しています。(yachoc@gmail.com) 

４．お試し会員制度 

高齢化による退会者が相次ぐなか２４０名を維持していますが、さらなる会員増を

企図しています。昨年は入会者２２名で、退会者２１名。昨年から実施の新施策「お

試し会員制度（くまたか会員）」の入会者が現在１２名となっており、新しい入会の

形として期待されます。 

５．識別検討委員会 

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なくありません。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の必要から、2015年、識

別検討委員会が発足しました。経過は［くまたか］上に逐次報告しています。 

６．在宅による無料 TV会議 

インターネットによる無料 TV会議を活用しています。当会では月１回、当面の問題

を検討・解決するため「運営委員会」を開催しますが、その事前打ち合わせのため、

在宅で参加可能な TV 会議を開催しています。TV 会議は、PC にカメラ・マイクがあ

り光回線接続なら、誰でも付加料金無しで非常に簡単に参加できます（最大 8 名、

一般会員も参加可能）。TV 会議用のアプリケーションおよび接続サービスは、とも

に無料を使用。野鳥他団体との情報共有可（yachoc@gmail.com、電話不可）。 

７．観察場所は JIS規格の標準地域メッシュコード 

範囲が曖昧なうえ変わることもある従来の行政・地形・通称等の地名に代え、観察

場所同定のため、堅固で再現性に優れた JIS 規格の標準地域メッシュコード（３次

メッシュコード）を活用。全国を約 1km 四方の矩形で碁盤目に区切り、8 桁のコー

ド番号が付与され、未知の地域や目印のない山中、海上でも地名不要で簡単に場所

を特定可能です。ウェブサイトには関連サービスが充実。スマホアプリ（無料）で

GPS によりリアルタイムに現在地のメッシュコードを取得できます（例：英彦山青

年の家は 5030-1783）。野鳥他団体との情報共有可（yachoc@gmail.com、電話不可）。 
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2016 年度探鳥会・自然観察会予定表 
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参加者名簿 
筑豊支部所属   他支部会員・その他 

 id 氏名   id 氏名 その他 

1 阿部 哲也 

  

30 佐本 一雄 北九州会員 

2 安部 隆成 31 瀧本 美佐惠 北九州会員 

3 岩本 君子 32 重松 尚紀 福岡支部 

4 有働 孝士 33 重松 麻理子 福岡支部 

5 梶原 剛二 34 植木 康太 田川未来塾 

6 国武 光成 35 李 昑（リー・チン）  南京師範大学大学院留学生 

7 佐藤 久惠 36 周 潔（ジョウ・ジエ） 南京師範大学大学院留学生 

8 柴田 光 37 
谷 俊儀 
（ゴウ・チュンイー） 

南京師範大学大学院留学生 

9 羽子田 良和 38 古部 哲志 福岡県立大学と共に歩む会 

10 渋田 朗 39 園田 尚子 福岡支部 

11 田代 省二 40 村尾 竜起 福岡支部 

12 田中 良介 41 村尾 裕美 福岡支部 

13 中川 満枝 42 笠 秀一 一般 

14 長田 哲夫 43 寺松 琴江 筑後支部 

15 中村 照美 44 柾 一史 福岡 

16 野村 芳宏 45 柾 真奈美 福岡 

17 波多野 邦彦 46 堤 俊博 福岡 

18 林 孝 47 糸田 英知 「油山ヤマガラの会」 

19 広塚 忠夫 48 岳 真菜実 「油山ヤマガラの会」 

20 松隈 英子 49 冨永 誠 「油山ヤマガラの会」 

21 三浦 博嗣 50 時川 兼二 「油山ヤマガラの会」 

22 三浦 美代子  51 吉田 浩雄 「油山ヤマガラの会」 

23 宮永 悦治 52 酒井 浩二 「油山ヤマガラの会」 

24 村田 希巳子 53 酒井 紀子 「油山ヤマガラの会」 

25 森永 光直 54 園田 正斉 「油山ヤマガラの会」 

26 山下 信弘 55 怡土 秀子 筑後支部 

27 三宅 敏靖 56 江上 都子 一般 

28 湯之上 晴 57 別府 正俊 筑後支部 

29 湯之上 八千代 58 大村 文生 一般 

    59 光永 和生 元会員 
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部屋割表    

  女性：３Ｆ   男性：２Ｆ 
   

1 佐藤 久惠 

３Ａ－1 

1 広塚 忠夫 

２Ａ－２ 

   
2 岩本 君子 2 梶原 剛二 

   
3 三浦 美代子  3 国武 光成 

   
4 中村 照美 4   

   
5 中川 満枝 

３Ｂ－１ 

5 柴田 光 

２Ｂ－２ 

   
6 村田 希巳子 6 野村 芳宏 

   
7 湯之上 八千代 7 三宅 敏靖 

   
8 瀧本 美佐惠 8   

   
9 李 昑    

３Ａ－２ 

9 三浦 博嗣 

２Ａ－３ 

   
10 周 潔 10 安部 隆成 

   
11 岳 真菜実 11 阿部 哲也 

   
12 酒井 紀子 12   

   
13 寺松 琴江 

３Ｂ－２ 

13 羽子田 良和 

２Ｂ－３ 

   
14 怡土 秀子 14 山下 信弘 

   
    15 光永 和生 

   
    16   

   

 
  

３Ａ－３ 

17 渋田 朗 

２Ａ－４ 

   

 
  18 波多野 邦彦 

   

 
  19 笠 秀一 

   

 
  20   

   

 
  

３Ｂ－３ 

21 長田 哲夫 

２Ｂ－４ 

   

 
  22 田代 省二 

   

 
  23 林 孝 

   

 
  24 湯之上 晴 

   

 
  

３Ａ－４ 

25 田中 良介 

２Ａ－５ 

   

 
  26 植木 康太 

   

 
  27 谷 俊儀 

   

 
  28 古部 哲志  

   

 
  

３Ｂ－４ 

29 森永 光直 

２Ｂ－５ 

37   

２Ｂ－６  
  30 糸田 英知 38   

 
  31 園田 正斉 39   

 
  32   40   

  
33 冨永 誠 

２Ａ－６ 

41   

２Ａ－７   
34 時川 兼二 42   

 
２Ａ－2：リーダー室 35 吉田 浩雄 43   

 
２Ｂ－１、６、７：予備 36 酒井 浩二 44   
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「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） 

Ｅmail： 
 

（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：日本野鳥の会筑豊支部 

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 1,000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）日本野鳥の会筑豊支部 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 
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英彦山６月チェックリスト 
id 夜朝昼(探鳥会) 

01 □□□ アオゲラ 

02 □□□ アオサギ 

03 □□□ アオバズク 

04 □□□ アオバト * 

05 □□□ アカショウビン * 

06 □□□ アマツバメ 

07 □□□ イカル 

08 □□□ イワツバメ 

09 □□□ ウグイス 

10 □□□ エゾビタキ 

11 □□□ エナガ * 

12 □□□ オオアカゲラ * 

13 □□□ オオタカ 

14 □□□ オオルリ * 

15 □□□ カケス 

16 □□□ カッコウ 

17 □□□ カヤクグリ 

18 □□□ カワガラス 

19 □□□ カワラバト 

20 □□□ カワラヒワ 

21 □□□ ガビチョウ 

22 □□□ キジ 

23 □□□ キジバト 

24 □□□ キセキレイ 

25 □□□ キビタキ * 

26 □□□ クマタカ 

27 □□□ クロツグミ * 

28 □□□ コガラ 

29 □□□ コゲラ 

30 □□□ コサメビタキ 

31 □□□ コジュケイ 

32 □□□ コノハズク * 

33 □□□ コマドリ 

34 □□□ コムシクイ 

35 □□□ ゴジュウカラ 

36 □□□ サシバ 

37 □□□ サメビタキ 

38 □□□ サンコウチョウ 

39 □□□ サンショウクイ 

40 □□□ シジュウカラ * 

41 □□□ ジュウイチ 

 

id 夜朝昼(探鳥会) 

42 □□□ セグロカッコウ 

43 □□□ セグロセキレイ 

44 □□□ センダイムシクイ 

45 □□□ ソウシチョウ 

46 □□□ ツツドリ 

47 □□□ ツバメ 

48 □□□ ツミ 

49 □□□ トラツグミ 

50 □□□ ノスリ 

51 □□□ ハイタカ * 

52 □□□ ハクセキレイ 

53 □□□ ハシブトガラス 

54 □□□ ハシボソガラス 

55 □□□ ハヤブサ 

56 □□□ ヒガラ 

57 □□□ ヒヨドリ 

58 □□□ フクロウ 

59 □□□ ブッポウソウ 

60 □□□ ホオジロ 

61 □□□ ホトトギス 

62 □□□ マミジロキビタキ 

63 □□□ ミサゴ 

64 □□□ ミソサザイ * 

65 □□□ ミゾゴイ 

66 □□□ ムギマキ 

67 □□□ メジロ 

68 □□□ メボソムシクイ 

69 □□□ モズ 

70 □□□ ヤイロチョウ 

71 □□□ ヤブサメ 

72 □□□ ヤマガラ 

73 □□□ ヤマシギ 

74 □□□ ヤマセミ 

75 □□□ ヤマドリ 

76 □□□ ヨタカ 

77 □□□ (リュウキュウサンショウクイ) 

78 □□□ 

79 □□□ 

80 □□□ 

81 □□□ 

※（ ）内は亜種名、[*]副題イラスト 
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ワシタカ類飛翔形比較（講演資料）  波多野邦彦
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研修会周辺地図 

 
国土地理院／電子国土地図／ベースマップ／標準地図より一部引用 
http://www.gsi.go.jp/ 

Ａ:英彦山青年の家 

Ｂ:豊前坊（高住神社） 

Ｃ:英彦山スキー場 

Ｄ:深倉園地駐車場 

 

 
ヤマガラ(画・波多野邦彦) 
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館内見取り図 

 

 
（３F は裏面） 
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英彦山青年の家 HP館内見取り図より転載 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/hikosan/ 

 

ご感想・ご要望 
会場で記入された場合は、本欄を切り取って筑豊支部係員（STAFF）へお渡し下さい。 

メールで送信される場合は hirotuka@orange.ocn.ne.jpまで（氏名・住所要）。 

・本内容およびお名前は当会会報・ウェブサイトに掲載しますのでご承知願います。 

・会報「野鳥だより・筑豊」(印刷版)郵送のため氏名・住所を記入してください。 

 

氏名：                   

 

〒 住所：                        

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会筑豊支部 2016 年 6月 1 日発行（副題ドット絵：木村直喜） 


