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日 本 の 白 鳥N．ihonnoHakucho（SwansinJapan） （34） ：64－66，2010

総会 ・研修会報告

第34回 日本 白鳥の会研修会

第34回 日本 白鳥の会研修会 『山形県酒 田市最上川ス ワンパーク大会』 は，2010年1

月23日 （土）に酒 田市のホテル リッチ＆ガーデ ン酒 田を会場に して行われま した．今回

の研修会 ・総会 の開催に当たっては，当会の角田分理事の協力 をいただきま した、

研修会では，藤巻会長の挨拶の後，小西敢 さんの司会 で研究発表が行われま した．

研修会の発表は以下のとお りです．

吉岡美佐子 （滋賀県）：琵琶湖草津湖岸 コハクチ ョウ飛来状況報告

谷岡 隆 （北海道）：新ひだか町静内の野鳥たち

本 田 清 （新潟県）：GPSunitGP－1を 装着 したカメラによるハクチ ョウ類のね ぐら調

査の試み

荒尾 稔 （東京都）：日本におけるコブハ クチ ョウとコクチ ョウの生息状況調査

阿部 學 （東京都）：オオタカ ・クマタカにGPS発 信器 を装着 した結果

角 田 分 （山形県）：白鳥の生態 を追 う，Vo1．4

荒尾 稔 （東京都）：2009～2010年 の2回 の主 にコハクチ ョウの大規模移動の速報

小西 敢 （北海道）：2007～09年 餌付 けアンケー ト結果

2008～2009，2009～2010シ ーズンの各地のハ クチ ョウ類渡来状況について

発表の後，質疑応答が行われま した，これ らの発表のほか，餌付け禁止に伴 う白鳥

類の越冬生態の変化 （阿部武），2009年 度琵琶湖渡来状況 （草津湖岸 コハクチ ョウを愛

す る会），異常形態 のハクチ ョウ（菊池潤史，写真 のみ），アルプス 白鳥の会の会報 な

どの資料 が配布 されま した．

この後休憩をは さみ，18：30か ら夕食をかねた懇親会が行われま した．

翌24日 には，総会後 にまず

第34回 日本 白鳥の会研修会 として最上川河 口部に行 きま した．朝食前に観察 した と

きより個体数 は減 っていま したが，川にはまだ数百羽のコハクチ ョウ，オオハ クチ ョ

ウが見 られま した．次に向かったのは，土門拳記念館 の池．ここではお もにオナガガ

モが見 られま したが，翼が変形 して飛べず居残 ってここで繁殖す るコハクチ ョウのつ

がい を観察 しま した （このつがいの繁殖 状況 とその雛 の成長にいては角 田分 さんが

「日本の 白鳥」NO．30に発表）．最後は，鶴 岡市の大山公園下池です．かな り大きな溜

池で，ハクチ ョウのほか，マガモなどが見 られま した．われわれが到着 して しば らく

後の，池の奥の方にいたハクチ ョウの小群が飛立ち，私たちを歓迎で もす るかのよ う

に頭上を飛んで行きま した．

野外研修 日の24日 はやや雲が多 く晴天 とい うほ どではあ りませんで したが，風はな

く，比較的気温 も高く，野外観察には好適な 日で した．また，ス ワンパークでは酒 田
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市白鳥を愛す る会の方々にいろいろと説明を していただき，お土産までいただきま し

た．

第38回 日本 白鳥の会総会

第38回 日本 白鳥の会総会は，1月24日 （日）に研修会 と同 じホテル リッチ＆ガーデン

酒 田で行われま した．

会長挨拶の後，菊池租史 さんを議長に選出 し，議事次第に したがって，平成20年 度

収支決算，平成21年 度予算，平成21年 度収支決算中間，平成21年 度事業について報告

されま した．平成20年 度決算監査報告 について谷岡両監事か ら適正に執行 されてい る

むね報告があ り，決算 ・事業報告について承認 され ました．続いて平成22年 度 の予算

案，事業計画 にっいて審議 されました．事業計画 としては，研修会の開催，定時定点

調査の実施，会誌 の発行，HPの 充実，バ ッシの作成 （デザインの決定）などが提案 され

ま した．審議の上，予算，事業計画 とも承認 されました．

次の研修会開催地は，谷岡隆 さんの担当で，北海道苫小牧市に決定 しま した．

平成20年 度決算報告

収 入

項 目 予算額 決算額 備考
会費

会費外収入

会誌収入

雑収入

前年度繰越金

740，000307，000

10，00036，000

10，00046，590

0111

910，447940，447

会費

寄付

会誌販売

預金利息

十≡百 1，670，4471，330，148

支 出

項 目 予算額 決算額 備考
印刷事務費

運賃通信費

消耗品費

負担金

会議費

振込手数料

HP管 理費

会員バッジ

予備費

100，000

75，400

30，000

20，000

50，000

2，000

150，000

300，000

943，047

80，010

33，540

1，069

40，000

52，500

1，470

157，500

0

0

会誌印刷170部

事務連絡，定時定点など

封筒，宛名 ラベル

H19，20年 度分

研修会負担

十一言
口 1，670，447366，089

1，300，148（ 収 入 ）－366，089（ 支 出 ）＝934，059（ 平 成21年 度 へ の 繰 越 金 ）
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平成20年 度会計監査報告

会計監査の結果，正 に相違 ないことを認 めます．

監事 山崎 安紀 ㊥

谷岡 隆 ㊥

平成21年 度事業報告

平 成21年8月12日

10月21日

11月20日

11月24日

11．月25日

11月28日

平 成22年1月23～24日

クで開催

会誌バ ックナンバー22号 までをHPに 掲載

会で推薦 した、角田理事の書籍が販売 される

国外か らのサーバ攻撃のため、一時、HP閉 鎖

HP復 帰

会誌 「日本の 白鳥33号 」発行

会誌 ・総会案内 ・名簿掲載確認送付

第38回 総会 ・第34回 研修会山形県酒 田市 ・最上川 スワンパー

研修 会参 加者

会員

会 田仁 ， 阿部 武 ，阿 部學 ・針 子 ，荒尾 稔 ，池 田昭 三 ，大西 智，奥原 良昌， 小澤 和広 ，

角 田分，川 口雅 登 ，川 久保 昭 治，菊池 和 史，後藤 栄 ，小西敢 ・可奈 ・愛 海 ・優 海 ，佐

久間拓 城 ，谷 岡隆 ，遠 山敏 子 ，根 津京 子 ，萩 原政 彦 ，花積 三 千人，藤巻 裕蔵 ，古川 愛

子 ，古 川幸 子 ，古川 博 ，本 田清 ，松木 勝彦 ．守屋 啓子 ，吉岡一成 ・美佐 子 ，渡 辺重 雄


