
ハンドアウト （2021-12-27） 

  
担当：うどうたかし 電話:  

副担当：梶原剛二 電話:  
使用フォントは全て MS(P)明朝または同ゴシックを使用してください。 

本日の予定、コース説明 
明けましておめでとうございます。祝！全国初の探鳥会です。

垣生公園駐車場で開会。車で中島（なかしま）に 1.5km移動後、

中島を観察しながら徒歩 2km 往復。現地で解散します。中島

では主にヨシ原の冬鳥を観察。珍鳥滞在中のウワサがあり、慎

重に観察しましょう。多忙な元日ですので、なるべく早めに終

了予定です。防寒・防風対策は十分に。「コロナ(COVID-19)

感染予防」（下記）を守り安全な探鳥会にご協力ください。 

今後の行事予定 
・(月-日・開始時刻・行事名・開催地ほか備考) 

01-08~16・-・-・調査：2022 年ガンカモ一斉調査（筑豊） 
01-08・12:30 第 46 回鷹研プラス：冬の猛禽（直方市） 
01-09・09:00・第 1026 回例会：志賀島探鳥会（福岡市東区） 
01-23・09:00・第 1027 回例会：東大橋海岸探鳥会（行橋市） 
01-27・13:00・会報：2月号発送作業/1月運営委員会（飯塚市） 
02-06・09:00・第 1028 回例会：犬鳴ダム探鳥会（宮若市） 
（詳細は http://yacho.org/gk.htm または右図 QR コード参照） 
担当へ：以降は変更できません。 

コロナ(COVID-19)感染予防 

1.体調不良 出発前検温(必須)で発熱がある、風邪症状、味

覚・嗅覚異常のある方、その他体調の悪い方、コロナ感染や

その疑いがある方は、行事への参加をご遠慮ください。 

2.マスク使用 常時マスクを装着してください。マスクを外す時

は他の人と十分に安全な距離をとり、発言・会話は止めまし

ょう。マスク使用中は、熱中症にご注意ください。 

3.安全な距離 大声を避け、個人間はなるべく 2m 以上あけ、ソ

ーシャル・ディスタンスをとりましょう。野外行事で参加者多数

のときは、15 名/班で行動します。他班には交じらないように

してください。 

4.接触回避 直接や間接（筆記具・観察道具の共用、お菓子ほ

かの授受など）の接触は避けてください。 

5.密閉回避 集合の際は密閉空間を避け、室内ではドア・窓を

開放しましょう。三密（密閉・密集・密接）となりやすい乗用車

の同乗では、4 人以下、項目 2、4 を守り 会話・長時間の同

乗等を避け、車の外気導入口や窓の開放等で積極的に換

気しましょう。 

6.手指消毒 本会で準備のアルコール消毒液により手指を消

毒してください。 

7.名簿記入 一般（非会員）参加者は、後日コロナ感染が判明

した際、連絡ほか対策のため、行事参加者名簿に氏名・住

所・電話番号を必ず記入してください。参加者全員の氏名・

住所・電話番号は必要に応じ保健所等公的機関に提出す

ることがあります。 

8.黙食 昼食ほかでやむを得ずマスクを外すときは、対面・両

隣とは安全な距離をとり、会話は止めましょう。食事中の会

話による飛沫感染は高確率であり非常に危険です。 

9.担当不安 コロナ感染等行事に不安のある担当は、ご遠慮

無く普及部部長（fukyu@yacho.org）までご連絡ください。 

※コロナ無保険 コロナ(COVID-19)感染症は探鳥会保険の

補償対象外です。 

 

 

お願い
担当へ：行事初め必ず太字文を読み上げま

す。本資料編集の際、以下は変更不可です。 
① 危険な生物や状況等への遭遇ではただちに周知し、体

調不良や負傷、本行事への中途参加後や離脱前など、

いずれもすみやかに担当までお知らせください。 

（有毒・攻撃的生物、倒木・土砂崩れ・路面凍結・車両接

近、その他の遭遇、熱中症・持病悪化ほかの体調不良） 

 

② まわりにある自然物の持ち帰り・採取・捕獲・駆除、餌付

け・鳥寄せ、現状の変更等はやめましょう。環境への干

渉を最小限にしましょう。 

（自然物とは植物・落葉・花・実・タネ・昆虫・鉱物ほかま

わりのすべて。標本採集、録音物の再生・口笛・バードコ

ール、ヤブ払いはやめましょう。違法とならない場合に限

り、識別のため指導者により差し障りのない程度に植物

の一部などを採取することがあります。） 

 

③ 氏名、行事撮影での顔出し等、個人情報について、会

報やホームページに掲載不可の方は、行事のはじめに

担当へ直接お申し出下さい。 

（お名前、行事およびその前後の撮影内容等を本会公

式ウェブサイト http://yacho.org/、会報「野鳥だより・筑

豊」へ掲載・公表しています） 

 

本日の感想、本会への要望 
感想・要望は、PC、タブレット、ガラケー、スマホからinfo@yacho.orgへ。

郵便、FAXは本会ご連絡先参照。本紙裏面に記し担当にお渡しいた

だいても結構です。お名前は、実名(匿名不可)・フルネームで。会員・

非会員ともhttp://yacho.org/および本会会報へ掲載されます。 

QRコード：今月の行事予定 

会員募集中 
日本野鳥の会筑豊支部（本会、http://yacho.org/）

は、(公財)日本野鳥の会https://www.wbsj.org/

に団体加盟する連携団体です。 

年会費 入会金・初回 1,000 円+[本部型会員 5,000 円または支部型

会員 3,500円]、同居家族なら全員一人 500円（くまたか会員除く）。 

入会のお申し込み 〶141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-23 丸

和ビル(公財)日本野鳥の会会員室 03-5436-2631／FAX:03-5436

-2636 http://yacho.org/a/111 (くまたか会員を除く) 

入会の詳細説明 本会事務局 090-4771-3576 や本会サイトご案内 h

ttp://yacho.org/a/123 まで(会員種別、会費割引等のご説明)。 

くまたか会員 お試し会員です。会費 1000 円で本会へ申し込み日か

ら会員となり翌月から 1 年後自動退会まで月刊会報一部受け取り、

同居家族なら随時申し込みにより無料で加入。資格・権利は(公財)

日本野鳥の会会員とならないことを除き他の会員種別と同等です。 

本会ご連絡先 日本野鳥の会筑豊支部 〒820-0011 飯塚市柏の森

162-3、FAX:0947-42-4612、事務局 090-4771-3576、jimukyoku@y

acho.org、普及部fukyu@yacho.org 

野外行事進行表(担当用) 
① 名簿記入・参加費徴収・検温     ⑦探鳥・観察 
② 開始時刻で行事開始宣言       ⑧鳥・花合わせ 
③ 担当・参加者自己紹介        ⑨感想文依頼 
④ 本日の予定、コース説明       ⑩今後の行事予定 
⑤ 「お願い」読み上げ(必須)      ⑪支部からお知らせ 
⑥ 移動出発(車同乗調整)        ⑫行事終了宣言・解散 

 

第 1025 回 例会：中島元日探鳥会 2022 年 1 月 1 日 

 



 

 

[資料 B] 第 1025 回例会:中島元日探鳥会 2022-01-01 

日本野鳥の会筑豊支部 http://yacho.org/ 
チェックリスト 

01 □□アオゲラ 
02 □□アオサギ 
03 □□アオジ 
04 □□アトリ 
05 □□イカル 
06 □□イソシギ 
07 □□イソヒヨドリ 
08 □□イワツバメ 
09 □□ウグイス 
10 □□エナガ 
11 □□オオジュリン 
12 □□オオタカ 
13 □□オオバン 
14 □□オカヨシガモ 
15 □□オシドリ 
16 □□オナガガモ 
17 □□カイツブリ 
18 □□カシラダカ 
19 □□カルガモ 
20 □□カワウ 
21 □□カワセミ 
22 □□カワラバト 
23 □□カワラヒワ 
24 □□ガビチョウ 
25 □□カンムリカイツブリ 
26 □□キクイタダキ 
27 □□キジ 
28 □□キジバト 
29 □□キセキレイ 

30 □□キンクロハジロ 
31 □□クイナ 
32 □□クサシギ 
33 □□クロジ 
34 □□ゴイサギ 
35 □□コガモ 
36 □□コクマルガラス 
37 □□コゲラ 
38 □□コサギ 
39 □□コジュケイ 
40 □□シジュウカラ 
41 □□シベリアジュリン 
42 □□シメ 
43 □□シロチドリ 
44 □□シロハラ 
45 □□ジョウビタキ 
46 □□スズガモ 
47 □□スズメ 
48 □□セグロセキレイ 
49 □□セッカ 
50 □□ソウシチョウ 
51 □□タゲリ 
52 □□タシギ 
53 □□タヒバリ 
54 □□ダイサギ 
55 □□チョウゲンボウ 
56 □□ツグミ 
57 □□ツリスガラ 
58 □□トビ 

59 □□トモエガモ 
60 □□ノスリ 
61 □□ハイタカ 
62 □□ハクセキレイ 
63 □□ハシビロガモ 
64 □□ハシブトガラス 
65 □□ハシボソガラス 
66 □□ハヤブサ 
67 □□バン 
68 □□ヒドリガモ 
69 □□ヒバリ 
70 □□ヒヨドリ 
71 □□ベニマシコ 
72 □□ホオアカ 
73 □□ホオジロ 
74 □□ホシハジロ 
75 □□マガモ 
76 □□マヒワ 
77 □□ミサゴ 
78 □□ミヤマガラス 
79 □□ミヤマホオジロ 
80 □□ムクドリ 
81 □□メジロ 
82 □□モズ 
83 □□ヤマガラ 
84 □□ヨシガモ 
85 □□リュウキュウサンショウ

クイ(亜種) 
86 □□ルリビタキ 

 
 
 
 
 
 
 
 

中島（中間市下大隈） 



 

 

 


