
 日本野鳥の会筑豊支部会報(ＮＯ.４６７)より抜粋 
 

イラスト（クマタカ幼鳥） 
昨年生まれの個体。体下面は褐色の部分

が少なく非常に白い。前日の大雪で静まり返った山間
部。距離３０ｍ程しかない。同じ枝に半日以上とまっ
ていた。２００７年１月：福岡県犀川町  Field 
Noteから 作：波多野邦彦 

九ブロ「第１５回元気の出る集会」 
○日 程：平成29年10月28日～29日 
○場 所：福岡県立英彦山青年の家 
○主 催：福岡県勤労者山岳連盟（20名程度） 
○テーマ：英彦山の野鳥と生息環境 



★：日本野鳥の会の歴史 
 １９３４年（Ｓ９）：日本野鳥の会は中西悟堂の「野の鳥は野に」の哲学で創設 
 １９７０年（Ｓ４５）１１月：財団法人化 
 １９７１年（Ｓ４６）２月：「筑豊野鳥の会」の創立（会長：故祝原道衛） 
 １９７５年（Ｓ５０）３月：「野鳥だより筑豊」を発行 
 １９８５年（Ｓ６０）４月：全国７０番目の支部：「日本野鳥の会 筑豊支部」 
              の設立（現在：８９支部） 
 １９９４年（Ｈ６）１１月：「バードソン」全国総合準優勝 
    （注）バードソン⇒バードウォッチングとマラソンの合成語 
 １９９５年（Ｈ７）８月：「ひこさんの鳥」を発刊 
 １９９５年（Ｈ７）１０月：「バードソン」全国総合優勝 
 １９９６年（Ｈ８）２月：飯塚市柏の森へ事務所移転（旧事務所：直方市感田） 
 ２００７年（Ｈ１９）３月：「筑豊の野鳥」観察ガイドブックを発刊（¥１８００） 
 
 
★：筑豊支部の会員数 ： ２３２名（２０１７年１０ 月現在） 

★：活動の足跡（日本野鳥の会 筑豊支部） 

 
①：会員をつなぐ月刊誌「野鳥だより筑豊」（４７７号） 
②：定例探鳥会 ３０回/年（８６９回達成） 
③：自然観察会 １５回/年（７０回）：  
④：秋・春のハチクマ（猛禽）渡のロング調査やガンカモ調査⇒３０年以上継続中 
⑤：英彦山清掃・探鳥会を実施（毎年８月） 

ハチクマ渡り 



★：日本野鳥の会は、どうして野鳥？ 
 
日本野鳥の会は単なる趣味の会ではなく、「野鳥を通して自然に親しみ、自然を守る」と
言う考え方に基づいた自然保護団体であり、自然界の中で「野鳥」にこだわって保護活動
を進めています。 
「食物連鎖」 
地球上の生き物同士の関係で代表的なものが、「食う、食われる」の関係で「食物連鎖」
と呼ばれています。 
連鎖の関係は「生産者・消費者・分解者」に分かれ、光合成により水と二酸化炭素から糖
分などの有機物を作りだす植物です。この能力は動物にはなく、植物が蓄えた有機物を食
べるか他の動物を食べることでしか生きることはできない動物は「消費者」です。 
植物や動物がその命を終えると、「分解者」である菌類やバクテリアがその死骸を無機物
まで分解し、それは植物の栄養素となります。 
このようなサイクルの「生態系」の中に全ての生き物が存在しているのです。 
植物を直接食べる「一次消費者」、その動物を食べる二次消費者から三次、そして、ワシ
タカやフクロウなどの猛禽類の高次消費者の食物連鎖が成り立っています。 
高次消費者である野鳥が生きていくためには、豊かな広い自然がひつようであり、彼らは
自然の豊かさを示すバロメーターと言えます。 
野鳥は人間の身近な環境にもくらしているうえ、目につきやすいことから自然をしる水先
案内人であるとも言えます。 
一億四千万年前に出現した始祖鳥から進化して、空を飛ぶことを可能にしました。 
野鳥は、実にさまざまな姿形で人間の美的感覚を刺激し、また、雌を呼ぶための囀りが
コーラスとなって魅力を膨らませます。 
くらしや行動の面白さ、更に、危険な海を越えてやってくる不思議な世界を広げていく野
鳥との出合いから「親しむ・知る・守る」が野鳥にこだわる行動の基本となっています。 
 



日 曜日 探鳥地 集合場所
集合
時間 担当者 連絡先

2 日 久末ダム 久末ダム駐車場 ９時 阿部哲也 ０９０－８７６７－３５７６

9 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 河野藤孝 ０９４７－４２－１９２３

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

30 日 中津干潟（筑・北合同） 中津城広場 ９時 古城英彦 ０９０－８７６８－５８３９

7 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 柴田光 ０９０－２８５３－１１２１

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

2０～2１ 土・日 九州・沖縄ブロック大会in英彦山 英彦山青年の家 １３時～ 梶原剛二 ０９０－１９２１－６５２９

4 日 大法山 山田梅林公園駐車場 ９時 国武光成 ０９０－２９６９－６１０５

11 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 野村芳宏 ０９０－５９２７－００６７

7 9 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 27 日 英彦山・清掃探鳥会 ＪＲ彦山駅前 ９時 三宅敏靖 ０９０－７３９４－２８１３

10 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 森永光直 ０９０－７９２４－３５３６

17 日 中津干潟（筑・北合同） 中津城広場 ９時 古城英彦 ０９０－８７６８－５８３９

23 土、祭 ハチクマ渡り観察会（筑・北合同） 六ヶ岳・剣・明神ｹ辻 ９時 柴、国、梶

24 日 六ヶ岳 六ヶ岳山頂 ９時 柴田光 ０９０－２８５３－１１２１

24 日 剣岳 剣岳展望台 ９時 国武光成 ０９０－２９６９－６１０５

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

8 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 水 ヒヨドリ渡り 市場小学校 ９時 国武光成 ０９０－２９６９－６１０５

15 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

22 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 中山　一 ０９０－８２８８－６９７７

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

26 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 有働孝士 ０８０－５２５５－３１１８

3 日 大ヶ原 ラピュタファーム ９時 竹田澄子 ０９４８－５２－２４６６

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

13～14 土、日 バスツアー：出水 ＪＲ鞍手駅前 ９時 国武光成 ０９０－２９６９－６１０５

21 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 野村芳宏 ０９０－５９２７－００６７

28 日 東大橋海岸（筑豊・北九州合同） 行橋市役所 ９時 田代省二 ０９０-２５８９-４８４３

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

11 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 真鍋直嗣 ０９０-５２０７-８６３６

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

26 月 瀬板の森公園 瀬板の森公園南口駐車場 ９時 金子忠英 ０９０－５３８３－２５８１

11 日 英彦山 ＪＲ彦山駅前 ９時 三宅敏靖 ０９０－７３９４－２８１３

18 日 藍島（筑豊・北九州合同） 藍島・馬島行待合所 8時30分 林　孝 ０９０－９５８９－０３７５

　　日本野鳥の会筑豊支部　：　飯塚市柏の森162-3　：　ｆａｘ：0948-23-1011 （2017-1-6/ｖ-3）
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２０１7年度（Ｈ29）探鳥会予定表（３次案）

4

5

6

9

3

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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月 日 曜日 観察場所 集合場所 集合時刻 担当者 備考欄

12 木 香春岳 香春町役場 9:00 広塚忠夫

26 木 深倉峡 ＪＲ彦山駅 6:00 真鍋直嗣

10 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:00 三浦美代子

17 木 深倉峡 ＪＲ彦山駅 6:00 真鍋直嗣

28 日 天生田 平成筑豊鉄道豊津駅 9:00 古城英彦

7 木 深倉峡 ＪＲ彦山駅 6:00 真鍋直嗣

14 木 経読林道 ＪＲ彦山駅 9:00 三浦博嗣

21 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:00 村上貴久子

5 木 笠置山 千石峡駐車場 8:00 広塚忠夫

12 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 8:00 中村照美

2 木 古処山 遊人の杜駐車場 8:00 三浦博嗣

16 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 8:00 岩本君子

9 13 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 8:00 松隈英子

10 11 木 平尾台 平尾台自然観察センター駐車場 9:00 佐藤久恵

11 1 木 経読林道 ＪＲ彦山駅 9:00 真鍋直嗣

12 6 木 障子ケ岳 香春町役場 9:00 広塚忠夫

２０１７年度：自然観察会（案）

（2017-1-5/ｖ-2）
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199５（Ｈ７）８．２３発刊 
1991年台風後 



野鳥ガイドブック 

日本野鳥の会筑豊支部３５周年記念！ 『筑豊の野鳥観察ガイドブック』 発刊！                                        

小中学生からビギナーまで気軽に使えるガイドブック 

２００７年（Ｈ１９）３月 



英彦山・犬が岳の自然と植物（著者：熊谷信孝/海鳥社） 
（注）写真の使用について熊谷先生に、2017-1-5電話にて了解済 



行者堂から上宮までの
スギの巨木並木が全壊

した 
（1991.10.20撮影） 







中岳から北岳に向かうブナ林道の現状風景 
英彦山の四季：NO250（ 2016-12-06）転載  



シカの忌避植物：ミヤシキミ（深山樒） 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  



ナガバヤブマオ（長葉藪麻苧） 

マツカゼソウ（松風草） 

ヒメワラビ 

シカの忌避植物：ヒメワラビ 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  



シカの忌避植物：ヒメワラビ 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  

ハシリドコロ 

レモンエゴマ 



 
2014-8-23 

 

 
2013-07-27 

 

 
2012-08-01 

 

シカの忌避植物：オオキツネノカミソリ（大狐
の剃刀）ヒメワラビ 

食害：犯人はシカ・イノシシ？？？  



 
2016-4-06 

 

2016-7-31 



クマタカ：タカ科 

英彦山のシンボル：クマタカ 





タカ目タカ科 

オオタカ 

オオタカ 



ハイタカ 



ツミ 

ｻｼﾊﾞ（50ｃｍ）にモビング(疑似攻撃)する

ツミ（29ｃｍ） 



ミサゴ 



タカ科 ハチクマ 



タカ-3科 

ノスリ 



サシバ 



ハヤブサ科 

ハヤブサ 



チョウゲンボウ 



ヤマドリ 

キジ科 



キジ 



カモ科 

オシドリ 



ハト科 

キジバト 



アオバト 



ツツドリ 

カッコウ科 



カッコウ 

カッコウ科 



ホトトギス 

カッコウ科 



ジュウイチ 

カッコウ科 



フクロウ 

フクロウ科 



コノハズク：三宅敏靖氏撮影 

オオコノハズク 

フクロウ科 



アオバズク フクロウ科 



フクロウ科 

オオコノハズク 



ヨタカ科 

ヨタカ 



アマツバメ科 

アマツバメ 

ハリオアマツバメ 



ヒメアマツバメ：木村直喜氏撮影 

アマツバメ科 



アカショウビン 

カワセミ科 



ヤマセミ 



カワセミ-2科 

カワセミ 



ブッポソウ科 



アリスイ 

コゲラ 

キツツキ科 



オオアカゲラ 

キツツキ科 



アオゲラ 



セグロセキレイ 

ホオジロハクセキレイ 

セキレイ科 

ハクセキレイ 



キセキレイ 



サンショウクイ 

サンショウクイ科 

リュウキュウサンショウクイ 

サンショウクイ 



ヒヨドリ科 



モズ科 

モズ 



レンジャク科 

ヒレンジャク・キレンジャク 



カワガラス科 

カワガラス 



ミソサザイ科 



イワヒバリ科 

カヤクグリ 



コルリ ルリビタキ 

ツグミ科 



コマドリ 



ジョウビタキ 

ツグミ科 

ジョウビタキ 



トラツグミ 

ツグミ科 



ツグミ-5科 

ツグミ マミチャジナイ 



シロハラ 

アカハラ 

ツグミ科 

シロハ  



ツグミ科 

クロツグミ 
マミジロ 



ウグイス科 

ヤブサメ ウグイス 



センダイシクイ 

ウグイス科 



キクイタダキ 

ウグイス科 



ヒタキ科 

キビタキ 



ヒタキ科 

オオルリ 



ヒタキ科 

ムギマキ 



ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ 

ヒタキ-3科 

エゾビタキ 

サメビタキ 



カササギヒタキ科 

サンコウチョウ 



エナガ科 エナガ 



シジュウカラ科 

シジュカラ 



シジュウカラ科 

コガラ 



ヒガラ 

シジュウカラ科 



シジュウカラ科 

ヤマガラ 



ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ 



ゴジュウカラ 

ゴジュウカラ科 



キバシリ科 キバシリ 



メジロ科 メジロ 



ホオジロ科 

ホオジロ 



ミヤマホオジロ 

ホオジロ科 



ホオジロ科 

カシラダカ 



カワラヒワ 

ホオジロ科 



ホオジロ科 

アオジ 
クロジ 



アトリ 

アトリ科 



マヒワ 

アトリ科 



ハギマシコ 

アトリ科 



ベニマシコ 

アトリ科 



ウソ 

アカウソ 

アトリ科 



イカル 

アトリ科 



アトリ科 

シメ 



カラス-1科 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 



カケス 

カラス科 

カケス 



コクマルガラス ミヤマガラス カラス-２科 



外来種 

ソウシチョウ 



ガビチョウ 

外来種 



シカの群れ 

オスシカ 

シカ 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  



オスシカ 

シカ：♂ 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  



テン 

アナグマ 

 
動物 

イノシシ？・イノブタ 



春の花 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  

ヒカゲツツジ(日陰躑躅) ジロボウエンゴサク（次郎坊延胡索） 

コミヤマカタバミ （小深山傍食） マンサク（満作） 



春の花 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  

ホソバナコバイモ（細花小貝母） 

ラショウモンカズラ（羅生門葛） 

シハイスミレ（紫背菫） 
ワチガイソウ（輪違草） 



ツクシシャクナゲ（筑紫石楠花） 

サバノオ （鯖の尾） 

ユリワサビ（百合山葵） 

ショウジョウバカマ（猩々袴） 

春 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  



エイザンスミレ（叡山菫） 

シハイスミレ（紫背菫） 

コミヤマスミレ（小深山菫） 

ヒナスミレ （雛菫） 

スミレ 
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夏の花 
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タカネマンネングサ（高嶺万年草） 

イワタバコ（岩煙草） 



秋の花 
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アケボノソウ（曙草） 

サイコクイワギボウシ（西国岩擬宝珠） 

ジンジソウ(人字草) 



ツキヨタケ 

タマゴタケ 

マイタケ 

秋の花 
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良く盗採される花々 
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サルメンエビネ（猿面海老根） 

1. フガクスズムシソウ（富岳鈴虫草） 

ミスミソウ（三角草） 

ウチョウラン（羽蝶蘭） 
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オオヤマレンゲ（大山蓮華）：天女の花；６月 



秋から冬 
当会サイト「くまたか」：英彦山の四季より転載  

イイギリ（飯桐）の果実 
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