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平成 16 年度 日本白鳥の会
第 29 回研修会・第 33 回総会
「長野県豊科町 犀川大会」
開催日：平成１6 年 2 月 1２日〜1３日
参加者：約 60 名
日本白鳥の会の長野県豊科町安曇野で研
修会・総会が開催されましたのでご報告し
ます。
今回の研修会は、「ビレッジ安曇野」で
行われました。日本アルプスの山並みに囲
まれた豊科町犀川に集まるコハクチョウ
はとても美しく心に残る大会でした。
初日平成１7 年 2 月 1２日は、研修会は、
昨年亡くなった松井繁前名誉会長への一
分間の黙祷から始まりました。

平成 17 年 3 月 25 日

:

研修会の様子

長野県豊科町犀川

◎平成 17 年度総会

予定 告知

次期開催地：青森県平内町
開催予定日：平成 18 年 3 月４/5 日
唯一の特別天然記念物の白鳥飛来地。

午後から白の鳥の会研修会では、以下の
五題の発表がありました。
基調講演「白鳥の病院奮闘記」
長野県どうぶつの病院 望月 義明
事例報告
「フライウェー湿地間の交流について」
鳥取県米子市 神谷要
「日本の白鳥群の餌付けによる影響と変
動、そして今後、餌付けをどのように位置
づけるか」
東京都文京区 荒尾 稔
「オオハクチョウの国内での繁殖」
「マガン、コハクチョウとモモイロペリカ
ン」
「赤狐、赤犬に対するマガンの行動」
「大型水鳥の鉛中毒症状」
北海道当別町 星子廉彰
「犀川ダム白鳥飛来２０年の歩み」
長野県豊科町 佐々木保治

◎次々期開催地：(平成 18 年度開催予定)
(案) 北海道厚岸湖（ラムサールサイト）
(案) 千葉県本埜村 および

我孫子市周辺

(案) 宮城県白石川 (ｶﾞﾝｶﾓﾈｯﾄﾜｰｸｻｲﾄ)
(案) 北海道宮島沼（ラムサールサイト）
(案) 新潟県新潟市（ラムサールサイト）
などが、あがりました。皆様のご希望をお聞
かせください。

日本アルプスを背景とする白鳥たち

◎ 会誌「日本の白鳥」原稿募集

◎ The Whooper Swan, Mark Brazil T&A

会誌日本の白鳥 29 号の原稿締め切りは、7 月

DPoyser London

末日を予定しています。今回は、すでにお知ら

◎ THe

せしたとおり、松井繁前名誉会長の追悼号とし

christopher Perrins, Croom Helm London

Mute

Swan,

MikeBirkhead

and

て原稿をおまちしております。是非、1 ページ
でかまいませんので、原稿をよろしくお願いい
たします。
また、例年通り追悼記事以外の原稿もおまち
しております。白鳥に関する地域の飛来情報な
ど様々な情報をお待ちしております。
配本は、松井名誉会長の命日にあわせ、9 月
注意:インターネット上では悪質なサイトも多く

ごろを予定しています。

ありますので、ご利用は、信頼できるサイトのみ

◎「日本の白鳥」のバックナンバーについて

にしてください。

「日本の白鳥」のバックナンバーが手に入り
ます。ご希望の方は、浜頓別事務局の小西まで
お尋ねください。
【日本の白鳥バックナンバー】

飛来地情報
◎米子水鳥公園でコハクチョウに首輪標識

9,11,12,15,16,18,19 〜21 合併号、22、

鳥取県にある米子水鳥公園で、2004 年 12

23・24 合併号,25,26､27 号、ロシア・オオ

月 22 日首輪標識が行われました。3 羽のコハ

ハクチョウ調査記録各 2000 円（19〜21 合

クチョウに標識が行われ、
緑の 145Y〜147Y

併号は 3000 円、ロシア・オオハクチョウ調

がつけられました。

査記録は 1000 円） バックナンバーがなく

145Y は、幼鳥・メス 成鳥２羽と幼鳥３羽

なったものについては,順次ホームページに掲

の家族群で行動中

載していく予定です。

146Y は、成鳥・オス 成鳥２羽と幼鳥 1 羽
の家族群で行動中

◎ホームページのリンクのお願い

147Y は、成鳥・オス 成鳥

日本白鳥の会のホームページへのリンクをお
願 いいたします 。

アドレスは 、

http://jsawn.jp/ です。
皆様の自治体や個人のサイトで、面白いサイ
トがありましたら相互リンクを考えています。
是非、事務局まで是非ご連絡下さい。
◎インターネットでハクチョウの本を購入
海外の本が簡単に購入できます。下記のサイト
www.acblack.com で事務局が本を購入してみ

この作業は、韓国釜山大学のリ・チャンウ氏

ました。キャッシュカードで購入できました。

と共に米子水鳥公園が標識しました。

三週間程度で実物が届きます。

観察された方は、山階鳥類研究所もしくは、日
本白鳥の会事務局へご連絡ください。

【入会】
北海道 今野 俊彦 様（平成１６年１２月）
宮城県 嶋田 哲郎 様（平成１５年１２月）
滋賀県 大川 節夫 様（平成１６年

２月）

滋賀県 草津湖岸コハクチョウを愛する会
（平成１５年 ４月）
山口県 村本 正治 様（平成１６年
韓

国 李

賛雨

２月）

様（平成１６年１２月）
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・浜頓別事務局:

【退会】

〒098-5739

北海道 田尾 絵美 様（平成１６年３月）

北海道浜頓別町クッチャロ湖畔

北海道 野口 順子 様（平成１６年３月）

浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館内

北海道 野付中学校

（平成１６年３月）

TEL/Fax 01643-2-2534

兼四郎 様（平成１６年３月）

・米子事務局:〒683-0855

青森県 今

岩手県 吉里 章

様（平成１６年３月）

鳥取県米子市彦名新田 665

宮城県 白石川白鳥愛護会（平成１６年３月）

米子水鳥公園内

宮城県 笠原 啓一 様（平成１７年３月）

TEL 0859-24-6139

東京都 宇田川龍男 様（平成１７年３月）

FAX 0859-24-6140

【訃報】

発行人:会長

石川県 二木 義孝 様（平成１０年）

http://jsawn.jp/

北海道 今野 重郎 様（平成１６年６月）
北海道 松井 繁

様（平成１６年９月）

身近な団体、個人の方で白鳥に興味のある方
を日本白鳥の会にお誘い下さい。入会要項は、
各事務局もしくは、ホームページからダウンロ
ードできます。年会費は、4000 円となって
おります。
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