
日本野鳥の会山形県支部

そろそろ新緑の季節。

行 事 案 内 2018年 4月 から6月 まで

夏鳥たちが渡つてきます。夏鳥たちに会いに行きませんか ?

く探鳥会の基本の持ち働>
◇服装 :動きやすく、汚れが目立たないもの。 履物 :ス ニーカー、運動靴など。

◇雨具 :天候が急に変わることもあります。
◇双眼鏡、図鑑、フィール ドガイドやまがたの探鳥地 :あればご持参ください。
*参カロ費・・ どの行事も、当支部会員 (100円 ) 非支部会員 (200円 )です。

(高校生以下は無料)

*お問い合わせは各担当者までお願いしま九

● 春の馬見ヶ崎川探鳥会 (山形市) 雨天中止

期日 : 4月  8日 (日)      .  集合場所 : 唐松観音堂駐車場

集合時刻 : 午前 9時、午前中解散予定    交通 : 各自、車で
コースの概要 :昨年よリコースを変え、集合場所から下流の方に進み、途中の橋から対岸へ移動し、

元に戻つてくるコースになります。
冬期間閉鎖だつた トインは、4月 1日 より使用できます。

見どころ : 春燎漫の河畔散策路で、野鳥や春の草花を探し楽しみましょう。
担当者 : 設楽 健■  Tel o23-681-1641

つ 荒天中止

期日 : 4月 8日 (日 ) 集合場所 :県道 38号線沿い4候変電所前

集合時刻: 午前 9時、 12時頃解散予定 交通 : 各自、車で

●帰つてきた夏鳥と北帰行の冬鳥たちⅡ (鶴岡市)小誡賄
期日: 4月 22日 (日 )   集合場所 : 大山公園駐車場、 トイレ有り

集合時刻 : 午前 9時、 12時半頃解散予定   交通; 各自、車で
ユースの概要 : 大山下池周辺をのぞいてから、高館山の内山コースを登り、上池コース約 lkm

ゆっくりと歩きま丸

見どころ : キビタキ、クロツグミなど夏鳥 10種以上、ハシビロガモ、ツグミなど冬鳥 6～ 8種

など、40種以上楽しめます。

担当者 : 近藤 忠男 Te1 090-9744-5341

●渡つてきた夏鳥に出会 う会 (寒河江市いこいの森)雨天中止
期 日 : 4月 29日 (日 ) 集合場所 : 寒河江市いこいの森 管理棟近くの駐車場

集合時刻 : 午前 9時、午前 11時半頃解散予定 交通 : 各 自、車で

*場所がわからない方は、チェリーランドに8時半まで集合ください。
コースの概要 :塁山を歩きま丸 山道なので、厚底の靴を準備ください。管理棟に トイレ有 り。

見どころ : 渡つてきたばかりのオオルリ、キビタキ、サンショウクイ、ヤブサメ等の夏鳥

担当者 : 清野 信行

● 全国一斉探鳥会 古最上地区探鳥会 (東根市) 雨天中止
期日: 5月 13日 (日)      集合場所 : 村山卿 ll・ 野口橋

集合時力 : 午前 9時、午前中解散予定   交通 : 各自、車で
コースの概要 : 夕|に沿つて歩きながら往復しま丸

見どころ : オオヨシキリ、コヨンキリ、ホオアカ、バン、′スリなどが見られま九

渡つてきた夏鳥を楽しみます。

担当者 : 牧野 清助

Te1 080-1813-1021

Te1 0237-47-2766

コースの概要 : 赤川沿いの林道を河口に向かつて2km程度、ゆっくり歩きながら探鳥します。
途中にトインなし。

見どころ : ツバメ、ルリビタキ、アオジ、ベニマシヨ、オオタカなど

担当者 :  佐藤 孝・奈美  Tel o90-2272-4548

小雨決行・荒大中止

集合場所 :庄内町榎木河原 (庄内大橋上手堤

"庄内大橋手前の信号 (平岡)を右折、すぐに左―.川に向かつて直進し、堤防上に出て

60mの位置に駐車スペースあり。

集合時刻 :午前 9時 、 12時頃解散  交通 :自 家用車で、乗り合わせて集合ください。
コースの概要 : 最」 ‖潮 1数の平坦なコースを歩きます。河畔林と河 11本面の鳥たちを探しま九

コース上にトインはありませんも河 ‖数の小路に大きな水たまりができることがあ

りますので、長靴が便利で丸

見どころ : カッコウ、ヒバリ、クロツグミ、ホオアカ、アオジ、コムクドリ など

担当者 : 佐藤 貴哉   080-7029-5747

●全国一斉探鳥会 千眼寺裏探鳥会 (米沢市) 雨天中止

期日: 5月 13日 (日)       集合場所 : 置賜橋西側下流の駐車場

集合時刻 : 午前 9時、  12時解散予定  交通 : 各自、車で
コースの概要 : 川沿いの堤防を上流に向かつてゆつくり歩き、往復するコースで丸

見どころ : 30種近くの野鳥たちと新緑を楽しみましょう。カフセミと出会う可能性も高い

ところです。

持ち物 (特に): 風除けに上着を1枚

担当者 : 長沢 一夫      Tel o238-23-0911

D2018年度 日本野鳥の会山形県支部 総会 (山形市)

期 日: 4月 21日 (土)   会場 : 山形市霞構セントラル 22階 。会議室B
開会時間 :午後 3時 ～ 5時   場所 : 山形市城南町1-1-1
議事 :    ◇2017年度事業並びに決算報告について

◇2018年度事業計画並びに予算案について

※ ※総会終了後、希望者のみで、近くの居酒屋で懇親会を開催します。 (会費 :4千円)

懇親会に参加される方は、人数把握のため、ハガキの欄にOをつけて投函ください。

もちろん、当日飛び入り参カロも大歓迎です。よろしくお願いしま丸
*なお、同封のハガキにて、総会への出欠を4月 6日 (金)までご連絡ください

と河畔林の夏鳥と留鳥たち鮭 内mr

期日 : 5月 13日 (日 )


