
第181号 2015年9月21日  

 表紙：アカガシラサギ 鹿川 美咲 
 北海道を通過するマガン 牛山 克巳 
 ウトナイ湖のガン類 中 村 聡 
 十勝川下流域のガン類 千 嶋 淳 
 野幌森林公園でブッポウソウ 坂本 由美子 
 シルバ通信⑦ 道央地方に分布するアカモズの重要性 北沢 宗大 
 鳥の名前の話 －最終回－ 川路 則友 

第182号 2015年11月21日 
 

 表紙 ： セイタカシギ 富 川 徹 
 北海道初記録！ レンカク 山根 久佳 
 カタシロワシを撮ってしまいました 角張 隆正 
 コウノトリが石狩市聚富水田に長期滞在 熊本 進誠 
 ツツドリはだまし上手？ アオジはだまされ上手？ 川路 則友 
 シルバ通信⑧ 野鳥も住める都市とは？ 島 崎 敦 
 石川啄木の千鳥と蟹 小堀 煌治 
 福移探鳥会におけるウグイスの記録の不思議 樋口 孝城 

第183号 2016年3月21日 
 

 表紙 ： ホシムクドリ 大阪 德美 
 日本に渡来するコクガンとは 藤 井 薫 
 インドガン漂流記 先崎啓究 先崎理之 ほか 
 路上の鳥たち 藤巻 裕蔵 
 シルバ通信⑨ 極寒の北海道に留まる鳥たち 河村 和洋 
 バードウオッチャーズ スケッチブック （その１） 本間 康裕 
 野鳥情報コーナー  

 カラフトムシクイの観察記録 佐藤 ひろみ 
 ハイイロガンとの出会い 若 狭 隆 
 石狩の浜でハマヒバリ 山 中 勇 

第184号 2016年6月21日 
 

 表紙 ： ハイタカ 小堀 煌治 
 シマアオジ：その減少と保全策 Simba Chan （シンバ・チャン） 
 野鳥情報コーナー  

 庭で越冬したキガシラシトド 片岡 義廣 
 オオキアシシギの観察記録 篠原 盛雄 
 会長退任にあたって 小堀 煌治 
 会長就任ご挨拶 樋口 孝城 

第185号 2016年9月21日 
 

 表紙 ： ハチクマ 北山 政人 
 バードウオッチャーズ スケッチブック （その２） 本間 康裕 
 落ちている羽根は宝物？ 中田 達哉 
 鳥の「あし」 －跗蹠（ふしょ）のことなど－ 樋口 孝城 
 コヨシキリの不思議 藤巻 裕蔵 
 探鳥地紹介 舞鶴遊水地 島崎 康広 
 濤沸湖タンチョウの配偶行動と縄張り争い 白波瀬 幸男 
 シマアオジに関する想いや感想を募集！ 編集部 
 野鳥情報コーナー  

 天売島にオオチドリ、ヤマヒバリ、オウチュウが飛来 齊 藤 暢 
 野付半島におけるハシブトアジサシの観察記録 藤 井 薫 
 シロハラクイナが伊達市アルトリ岬に現れました 福田 友子 
 北の地に飛来したサンコウチョウ 新谷 幸嗣 

第186号 2016年12月21日 
 

 表紙 ： コウノトリ 中正 憲佶 
 ウトナイ湖のシマアオジ 大畑 孝二 
 シマアオジに想いを寄せて  

 聖なる鳥の島と花の浮島を巡って 今堀 魁人 
 バードウオッチャーズ スケッチブック （最終回） 本間 康裕 
 書籍紹介 「北海道の海鳥」シリーズ１～４ 千嶋淳（著） 片岡 義廣 

第187号 2017年3月21日 
 

 表紙 ： ユキホオジロ 髙畑 政敏 
 中国シマアオジワークショップ参加報告 長谷部 真 
 シマアオジに想いを寄せて（続）  

 北海道の市街地のスズメ生息数の動向  

 江別市越後沼でカンムリカイツブリの繁殖を確認 中田 達哉 
 鳥類標識調査でスゲヨシキリとキガシラセキレイを記録 広 報 部 
 北海道におけるセグロセキレイとハクセキレイの種間つがい 川辺 百樹 
 野幌森林公園探鳥会におけるダイサギの記録 広 報 部 
 野鳥情報コーナー  

 オジロビタキの観察記録 深 沢 修 
 可憐な迷子～モリムシクイに出会う～ 佐伯 武美 
 稚内市宗谷村でサバクヒタキに遭遇 先崎 理之 ・ 北沢 宗大 

第188号 2017年6月21日 
 

 表紙 ： ヤマセミ 今堀 魁人 
 いるのか？いないのか？ －北海道でのチュウジシギとハリオシイギ－ 先崎理之・渡辺義昭ほか 
 野鳥情報コーナー  



 コムケ湖に出現したクロヅルとソリハシセイタカシギ 大館 和広 
 ノドグロツグミを観察 住友 順子 
 亜種コシジロオオソリハシシギか？ 大町 正弘 
 札幌市西区でミゾゴイを観察 石田 卓也 
 2016年度探鳥会記録  

 平成29年度 総会報告  

第189号 2017年9月21日 
 

 表紙 ： ツメナガセキレイ 齋藤 佑朱 
 サロベツのシマアオジと今後の保全活動について 長谷部 真 
 探鳥会記録からみたシマアオジ 樋口 孝城 
 北海道レッドリスト（鳥類編）の改訂について 北海道生物多様性保全課 
 ノハラツグミの観察記録 田中 史雄・先崎 啓究 
 外来種コリンウズラの道内初確認 玉田 克巳 
 カササギはどう千歳に進出したか 島崎 康広 
 野鳥情報コーナー  

 野付半島におけるキョクアジサシの観察記録 藤 井 薫 
 ムネアカタヒバリ観察記 高橋 良直 
 シロハラクイナが札幌市内で繁殖 菊地 一夫 

第190号 2017年12月21日 
 

 表紙 ： カラフトムシクイ 中 村 隆 
 2017年モエレ沼は水鳥家族で大賑わい  

 －カンムリカイツブリ、バン、オオバンの繁殖－ 樋口 孝城 
 大雪山、登山で出会った鳥たち 大館 和広 
 シュミット半島（サハリン）での鳥類調査 藤巻 裕蔵 
 シマアオジの回復保全を願いながら  

 －マイフィールドの鳥類標識調査と鳥たち－ 富 川 徹 
 野鳥情報コーナー  

 厚岸臨海実験所でブッポウソウ 北沢 宗大 ・ 井坂 友一 
 石狩浜でオオチドリを確認 中田 達哉ほか 

 

第191号 2018年3月21日 
 

 表紙 ： ノハラツグミ 早坂 泰夫 
 ロシア極東・島紀行（１） 藤巻 裕蔵 
 中正 憲佶さんを悼む 樋口 孝城 
 2017年春・天売島探鳥記 先崎 理之 
 2017年サロベツにおけるシマアオジ調査結果と講演会等報告 長谷部 真 
 野鳥情報コーナー  

 札幌市平岡公園でシマゴマ 青木 優子 
 厚真町厚真川河口でコヒバリを発見！ 猪狩 敦史 
 オホーツク初記録！コホウアカ 工藤 茜 
   

  
 

第192号 2018年6月21日 
 

 表紙 ： ツツドリ 
夏鳥初認記録を集めたら、こんなことがわかってきた！ 
野鳥情報コーナー  

鵡川漁港でコケワタガモ 青木 優子 
伏古公園（札幌市）上空にマダラチュウヒ 猪狩 敦史 

 工藤 茜 
 

漆崎 修 
川路 則友 
 
先崎 理之 
田中 かおり 
漆崎 修 

 ロシア極東・島紀行（２） 藤巻 裕蔵 
 2017年度探鳥会記録  
 2018年度（平成30年度）総会報告  
   
 
 

 

  

第193号 2018年9月21日 
 

 表紙 ： 亜種シマエナガ（幼鳥） 
外来鳥類の現状と対策事例    森林総合研究所四国支所 
北海道の探鳥地（１）一年を通して野鳥が楽しめる野付半島の魅力  

野付半島ネイチャーセンター長 青木 優子 
 「いしかり調整池」の施設利用に関する取り組み 探鳥幹事代表  猪狩 敦史 

ロシア極東・島紀行（３） 工藤 茜 
 

中村 隆 
佐藤 重穂 
 
藤井 薫 
早坂 泰夫 
藤巻 裕蔵 

   野鳥情報コーナー                       
    メジロガモの長期滞在               伊達市 
    チャバラアカゲラ、天売島にて          札幌市北区 
    苫小牧市でブッポウソウ              胆振管内安平町 
 
 

 
篠原 盛雄 
辻   優介 
小林 真 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第194号 2018年12月21日 
 

 表紙 ： タンチョウ 
タンチョウ 道東から全道へ、さらにアジアのシンボルに 
  NPO法人探鳥保護研究グループ理事長 
タンチョウへの給仕量削減―3年間で明らかになったこと、 
そしてこれから― 

 

   （公財）日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 青木 優子 
古文書から探るタンチョウの歴史 

   ―石狩低地帯に帰ってきたタンチョウ― 
   北海道大学大学院文学研究科 

猪狩 敦史 

鳥の卵の不思議について 
   NPO法人バードリサーチ 

工藤 茜 

 

田中 冬彦 
 
百瀬 邦和 
 
 
原田 修 
 

 
久井 貴世 
 
黒沢 令子 

 野鳥情報コーナー                       
    珍鳥コンビ！天塩町更岸にてﾏﾅｽﾞﾙ・クロズル発見！  

                     オホーツク管内滝上町 
                          札幌市中央区 

    野幌森林公園瑞穂の池にアカガシラサギが長期滞在 
                              江別市 
 
 

 
 
小林 和史 
的場 香奈 
 
富川 徹 

 
 
 

   
   

第195号 2019年3月21日 
 

 表紙 ： ハイイロチュウヒ 
全国鳥類分布調査で見えてきた日本の鳥の変化と北海道の鳥の変化 
  NPO法人 バードリサーチ 
ここまでわかった北海道のカワウの渡り 
―赤いリングが教えてくれたこと― 

 

   北海道カワウ研究会                       会  長 
                                       副会長 

青木 優子 

「石狩鳥報」に見る石狩野鳥社会の一端                  
 ロシア極東・鳥紀行（４） 
 野鳥情報コーナー 

猪狩 敦史 

濤沸湖にて 
   ハジロクロハラアジサシ４７羽の記録                        

工藤 茜 

 

新城 久 
 
植田 睦之 
 
 
大館 和広 
渡辺 義昭 
樋口 孝城 

         藤巻 裕蔵 
 

 
渡辺 恵 

   
   
 

 
  

第196号 2019年6月21日 
 

 表紙 ： アメリカヒドリ 
オオジシギ保護調査プロジェクト 
  公益財団法人日本野鳥の会 
ロシア極東・鳥紀行（５） 
冬鳥があまり来ませんでした－１８/１９冬— 

  コアカゲラ－野幌森林公園初記録！－  
埼玉県越谷市 

2018年度探鳥会記録 
2019年度総会報告           

        

               青木 優子 

 猪狩 敦史 

                工藤 茜 
 

辻󠄀 雅司 
 
竹前 朝子 
藤巻 裕蔵 
広 報 部 
 
小林 正康 
 
 

         

   
 

第197号 2019年9月21日 
 

 表紙 ： ギンザンマシコ 
タンチョウは道央へ来るのに、どこを通るか？ 
江差町鴎島の野鳥の魅力―鴎島野鳥観察調査を通じて― 
 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課主幹 
函館鳥通信① 何食わぬ顔でイスカ何を食う  
                 バードリサーチ 

  当会本拠地 野幌森林公園にヒグマ出没 
            北海道野鳥愛護会探鳥代表幹事 
画像によるタンチョウ個体の同定 
                 タンチョウリサーチ代表 
野鳥情報コーナー 
  積丹町神威岬でクロジョウビタキ           

        

               青木 優子 
 

臼田 正 
正富 宏之 
 
坂村 武 
 
三上 かつら 
 
早坂 泰夫 
 
正富 欣之 

         
         小谷 浩一 

  
                                

第198号 2019年12月21日 
 

 表紙 ： ハクガン 
函館鳥通信② 北海道とサンショウクイ 
               バードリサーチ 
鳥獣保護管理法を読み解く-現代の狩猟とは？-（その1） 
 国立研究開発法人 森林研究・整備機構フェロー 
北大の鳥と環境-野鳥研究会による観察と調査から- 
    北海道大学鳥研究会              

  
 
上川管内東川町大雪遊水公園にアカツクシガモ 
                 日本野鳥の会旭川支部 
      

        

               青木 優子 

道川 富美子 
 
三上 かつら 
 
川路 則友 
 
千葉 利久 
熊谷 隼 
中村 晴歌 
 

（文）    竹田 憲正 
（写真）    川村 靖 
 



「亜種」シマエナガ考 
室蘭唐松平探鳥会報告                           

札幌市北区 樋口 孝城  
担当幹事   臼田 正 
        

     

 

 

 
 

第199号 2020年3月21日  
 

表紙 ： キレンジャク 
渡島管内七飯町でみられるツバメのねぐら入り 
                       七飯町 

               NOP法人バードリサーチ研究員 
       私の探鳥地 函館：津軽海峡のハシボソミズナギドリ          

                    北海道とシベリアセンニュウ  
－札幌市でシベリアセンニュウの記録― 

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構フェロー 
厚岸湖・別寒辺牛川水系のオオハクチョウ 

                      厚岸水鳥観察館 
ノドグロツグミ（亜種ノドアカツグミ）の観察記録 

                       北海道大学農学部生物資源科学科3年              
        前田森林公園（札幌市手稲区）でチョウセンメジロ 

創設50周年記念事業の取り組みと今後への期待 
               北海道野鳥愛護会50周年記念事業実行委員長 
      

        

               青木 優子 
                           

栗林 宏三 
 

田中 正彦 
三上 かつら 

      札幌市中央区  鈴木 幸弥 
 
 

川路 則友 
 

澁谷 辰生 
 

千葉 利久 
石狩市      本多 純 

 
               富川 徹 

 
        

 

 

第200号 2020年6月21日 

     （創立50周年記念号） 

 
 

表紙 ： フクロウ 
創立50周年会長挨拶         
祝辞 北海道野鳥愛護会50周年に寄せて  

 
 

年表 北海道野鳥愛護会の歩み 
北海道野鳥愛護会のシンボルマーク 
  フクロウに決めた時期と理由は？ 
探鳥地50年の変遷 
探鳥会 私の思い出 
  

  青木 優
子 

 

池端 耕治 
樋口 孝城 
藤巻 裕蔵 
正富 宏之 
小川 巌 

 
 
 
樋口 孝城 
小堀 煌治 
戸津 高保・以知子 
道川 富美子 
白澤 昌彦 
佐々木 裕 
横山 加奈子 
栗林 宏三 
早坂 泰夫 

 

 

第201号 2020年9月21日  
 

表紙 ： ヤマガラ 
函館鳥通信③ハシボソガラスは落としたい        バードリサーチ 
愛しのspecial Guest                     札幌市豊平区 

        浦河町でのブッポウソウの記録               浦河探鳥クラブ 
        九州の鳥・北海道の鳥                    福岡県久留米市 
        野幌森林公園におけるハイイロオウチュウの観察      江別市 

鳥獣保護管理法を読み解く―現在の狩猟とは？―（その２） 
              国立研究開発法人 森林研究・整備機構フェロー 
2019年度 北海道野鳥愛護会探鳥会記録（2019.4～2020.3） 

 

藤吉 功 
三上 かつら 
佐伯 武美 
小田 左文 
池長 裕史 
池端 耕治 

       
川路 則友 

 

 

 

第202号 2020年12月21日                          
 

表紙：ヘラシギ 
函館鳥通信④秋更くるイチイなる                 バードリサーチ 
鳥獣保護管理法を読み解く―現在の狩猟とは？―（その３） 
              国立研究開発法人 森林研究・整備機構フェロー 
ドキュメンタリー番組「たづ鳴きの里」で伝えたかったこと 
              HTB北海道テレビ 報道部                      

       けふからは日本の雁ぞ楽に寝よ～ロシアの南下と小林一茶の時代～ 
                                   札幌市中央区 

鈴木 幸弥 
三上 かつら 
 
川路 則友 

 
      沼田 博光 
     
       國本 昌秀 

       小樽市銭函におけるヒメハマシギ Calidris mauri の記録 
                     北海道大学農学部４年    
       野鳥情報コーナー 
          函館山でヒメイソヒヨ初記録        北斗市 
          石狩浜でコモンシギ            石狩管内当別町 

 
千葉 利久 
 
佐藤 理夫 
道川 富美子 

  

 
 

 

第203号 2021年3月21日                          
 

表紙：トラフズク 
函館鳥通信⑤普通という名の幻想                 バードリサーチ 
 

蓮井 肇 
三上 かつら 
 



コクガン追跡3年目の軌跡(前編） 
  往復1万キロ「函館～北極圏ノヴォシビルスク諸島」ルート明らかに 
     コクガン共同調査グループ           山階鳥類研究所 

       礼文島の小学校に北海道初確認のシラコバト 
          （一緒に行動するベニバトも）            芦別市 
       皇居のお堀の鳥を見ながら考える 

（自然と人の交点）                  東京都足立区 
       2020年サロベツにおけるシマアオジの保護活動 
                            NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク 

 
 
澤 祐介 
 

      鹿川 美咲 
       
      島﨑 敦 
        
      長谷川 真 

       私の探鳥地  伊達市 長流川河口 
          貴重な地域生態系 わずかに残された自然に多様な野鳥 
                                        伊達市    
       メリケンキアシシギの観察記録          国立極地研究所研究員 
       野鳥情報コーナー 
          野幌森林公園でワキアカツグミ           江別市 
           

 
 
篠原 盛雄 
西沢 文吾 
 
池端 耕治 

  

 
 

 

第204号 2021年6月21日                          
 

表紙：ヤマシギ 
鳥の寿命―”北海道の鳥”は長生き？―                 
 国立研究開発法人 森林研究・整備機構フェロー 
 
コクガン追跡3年目の軌跡(後編） 
  渡りルートの解明でコクガンの生息地保全を目指す 
     コクガン共同調査グループ           山階鳥類研究所 

       野付湾、風連湖などに2年連続渡来したハクトウワシ 
             野付半島ネイチャーセンター         センター長 
       バードウオッチャーズ・スケッチブック 
        端兆なれど心乱れる  タンチョウ           札幌市中央区    
       野鳥情報コーナー 
        ノドグロツグミ（雌）との出会い              石狩管内当別町 
       キジバトやエゾライチョウはカタツムリを食べる！ 
      特に軟体動物に着目した「日本産鳥類全種に対する食性データーベースの作成」 

山地 みのり 
 

川路 則友・河原 孝行 
 

 
 

澤 祐介 
 

      藤井 薫 
       
      本間 康裕 
        
      道川 富美子 
     
                          

                                        美幌博物館     
       2020年度 北海道野鳥愛護会探鳥会記録（2020.4～2021.3） 
       2021年度総会報告   
       北海道野鳥愛護会創立50周年事業 
        探鳥会50年の記録 記念誌刊行とデーターベース化  

 50周年記念事業実行委員会          

町田 善康 
 
 

 
 

 

 

 

 

第205号 2021年9月21日                          
 

表紙：ジュウイチ 
日本初！ シマクイナの繁殖を勇払原野で確認               
                   北海道大学大学院地球環境科学研究院 
希少ガン類のカリガネ 本格的な研究スタート   
          雁の里親友の会    
          山階鳥類研究所 
北海道２例目 ハシブトオオヨシキリ 標識放鳥の記録     

        ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 活動は地域に根ざして  
                  ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 
        私の探鳥地 帯廣神社 鎮守の森と川の小宇宙 野鳥82種の記録 
                                      帯廣神社 宮司 
        野鳥情報コーナー 
         野幌森林公園で初のシロハラホオジロ               札幌市中央区                   
         ブッポウソウを札幌市内で観察                                           札幌市清田区 
         積丹半島 キガシラセキレイの観察                 酪農学園大学 
                                                酪農学園大学 
                                                千歳市 
         稚内・大沼にヘラサギ飛来 

田中 克憲 
 
      先崎 理之 

 
      池内 俊雄 
      澤 祐介 
根室市  青木 則幸 
 
獣医師  山田 智子 
 
      大野 清徳 
       
      田守 真一 
      蔵谷ひろ代 
      小林 和楽 
      坂井 柊紀 
      木村  耕 
名寄市  大和田将史   
網走市  工藤  茜              

  

第206号 2021年12月21日                          
 

表紙：オオチドリ 
本州ではなく大陸経由で南下する石狩平野のノビタキ 
 ─ 北海道の夏鳥はどのように南下してどこで越冬しているのか ─ 
                                                         森林総合研究所四国支所  
いしかり調整池 増加するダイサギ 
 ─ どこから来て、どこに行くか ─      
十勝・浦幌 バライロムクドリの観察記録 

                 道内２例目 2013年に幼鳥、今回は成鳥  
        ソリハシセイタカシギとの出会い  
        バードウオッチャーズ・スケッチブック 
                  正義の人か交差点か イスカ 
        野鳥情報コーナー 
          石狩浜 ヒメウズラシギの観察記録             北海道大学理学部                    
        市町村の鳥 小樽市「アオバト」 
                   故佐々木勇氏 60年の観察と保護活動で「市の鳥」に 
                                                
 
 

田中 陽 
 
       

山浦 悠一 
 

札幌市北区    樋口 孝城 
       
十勝管内浦幌町 久保 清司 
北広島市      山本 克博 
 
札幌市中央区    本間 康裕 
              
                  榛沢日菜子 
       
札幌市中央区    國本 昌秀 
                 

  



 

第207号 2022年3月21日                          
 

表紙：ヤマゲラ 
野幌森林公園のクマゲラと巨木調査            野幌森林公園を守る会 
私のハチクマ観察法 
       観察眼を複数の図鑑と場数で鍛える      
【私の探鳥地】 身近な自然       厚別北若葉公園と麻別川 

                      多彩な樹木が養う野鳥たち 気がかりは最近の伐採 
        【私の鳥見スタイル】 
              「野鳥撮影」～自然に魅せられ、札幌に移住して～ 
        【バードウオッチャーズ・スケッチブック】                   
              樫鳥威(ｶｼﾄﾞﾘｵﾄﾞｼ)の色は変わらず（?） カケス  
        長都沼周辺におけるナベヅル２羽の滞在記録 
        【野鳥情報コーナー】 
              北海道から北陸へ ツイッターでたどるマナヅルの移動    
         【会員一筆】 朝日に染まるカササギ 

近藤 章子  
富川  徹 

 
札幌市西区     北山 政人 
       
札幌市厚別区   藤吉  功 
 
札幌市南区    中村  隆 
 
札幌市中央区    本間 康裕 
札幌市白石区   佐藤 ひろみ 
 
札幌市白石区   佐藤 ひろみ 
札幌市手稲区   佐藤 國男 
                 

  

  

第208号 2022年6月21日                          
 

表紙：オオアカゲラ 
野鳥の死因を探る必要性と法獣医学           酪農学園大学教授 
“浜千鳥”（シロチドリ）を守る「淡路島ちどり隊」始動     

        【バードウオッチャーズ・スケッチブック】                   
              飲み会の言い訳でも カササギ  
       【私の探鳥地】鵡川流域で観察した７種のガン 
       シロフクロウ撮影記 ～探し続けて31年 ５度目の正直～ 
       2021年度 北海道野鳥愛護会探鳥会記録（2021.4～2022.3） 
       2022年度総会報告 
 
 

平岡 信夫  
浅川 満彦 

札幌市豊平区    立田 彩菜 
       
札幌市中央区     本間 康裕 
胆振管内むかわ町 門村 德男 
紋別市        大館 和広 
 
        
                 

  

  

第209号 2022年9月21日                          
 

表紙：カイツブリの親子 
「シマフクロウ 家族の物語」を書いて           北海学園大学教授    

        【バードウオッチャーズ・スケッチブック】                   
              ハト派もタカ派も戦は辛い カワラバト（ドバト） 
        【野鳥情報コーナー】 
        道内初記録 積丹町で亜種シベリアアオジ 
        道内３例目 積丹町でヨーロッパビンズイ        北海道大学農学院 
 
                【私の鳥見スタイル】 
          私の陶芸と野鳥観察                                           陶芸家 
                【市町村の鳥】札幌市「カッコウ」 
                62年前 人口50万都市のシンボルに 
       
 
 

大垣 創  
早矢仕 有子   

 
札幌市中央区     本間 康裕 
 
札幌市西区     北山 政人 

千葉 利久   
札幌市中央区       大町 正弘     
 
札幌市南区            中村  裕      
   
札幌市中央区    國本 昌秀            

 

 

第210号 2022年12月21日                          
 

表紙：カンムリカイツブリの幼鳥 
＜礼文島＞ 鳥観察日誌 2022年に確認した希少種                  

        【私の探鳥地】                   
               旭山記念公園 都心に近い森に117種の野鳥  

札幌市公園緑化協会旭山記念公園職員 
                【私の鳥見スタイル】 
                  「車中泊 探鳥旅行」まだ見ぬ野鳥との出会いを求めて 
        【バードウオッチャーズ・スケッチブック】 
         鬼平鳥見帳 鶸の正体 マヒワ、カワラヒワ、ベニヒワ                  
 
               札幌市内 毎年観察されるキマユムシクイ 
                                                    北大野鳥研究会   
                 
 
 

高島 均  
宗谷管内礼文町  宮本 誠一郎 
 
 
             皆川 昌人 
 
恵庭市        近藤 章子 
 
札幌市中央区    本間 康裕 
            
 
千葉 利久・内田 耕平・和賀 大樹・川森 日向 



 


