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＜筑後エリア＞ 
 
うきは市山北のコシアカツバメ 
＊９月８～21日 ＜ＫＴ＞ 
コシアカツバメの巣を見に行き、雛たちの観察をし始めて半月になりました。21日に行った時には、巣の上

空をコシアカツバメが８羽舞っていました。雛が巣立って、飛び回る幼鳥は 3 羽ほどいるのじゃないかと思う
のですが、まだ巣の中に少なくとも2羽は雛がいるので、旅立ちは雛たちが巣立ってからになると思われます。 
餌は親が団子状態にしたのをあげているみたいです。 

 
▲コシアカツバメの育雛（うきは市） 撮影：KT 
 



＊９月22日  ヒバリ ＜ヒナモロコ里親会事務局 村上＞ 
 朝の8時頃に、田主丸町巨瀬川の近くのあぜ道にいました。多分、ヒバリの幼鳥と思うのですが。 

 

▲ヒバリの幼鳥（田主丸町） 撮影：村上 
 
＊９月30日 矢部村の鳥 ＜松富士将和＞ 
矢部村は晴れで、鳥は少なかったですが、カワウの日光浴、ヤマドリの雄が車の目の前で止まり、崖を降り

られず、しばらくじっとした後、崖を登ってゆきました。久しぶりのヤマドリとの出会いでした。 

 



▲カワウの日光浴（矢部村） 撮影：松富士将和 

 
▲ヤマドリ（矢部村） 撮影：松富士将和 
 

＊10月１日 広川町の鳥 ＜石橋＞ 
広川町で以下の観察をしました。広川：バンとバンの幼鳥／広川町水原：シジュウカラ、キジバト／広川ダ

ム：コゲラ、ヤマガラ、ミサゴ／八女市矢部川宮野公園：セグロセキレイ、シロチドリ、アオサギ、ホオジロ
♀、コムクドリ？／筑後市徳久 山の井川：アヒル、ハクセキレイ、イソシギ／自宅前：コムクドリ 
 
筑後市のコムクドリ大群 
＊10月１～3日 ＜石橋＞ 
 10月1日の帰宅時、近所の柿の木に小鳥が飛び交っているのを見ました。見たことのない鳥と思いシャッタ
ーを切りました。自宅2階の北側の窓口から見ると、コムクドリが竹林に群れていました。その数に感動！ 
 
 10月2日、17時から自宅で観察しました。 

17時位に東北の空群れを確認 その後建物の陰で見えなくなる。 
17時27分東北方向約300ｍ先電柱に２羽♂を確認。 
17時30分頃自宅前を南西方向に1群が通過 
17時35分頃自宅前を南西方向に2群が通過 
17時40分頃群れが飛び去った方向を探鳥 
17時50分コムクドリ確認 クスノキ全体に止まっている。 
 
今日のコムクドリ飛行感想 
広川インターチェンジ方向より飛来し、自宅前（国道 209）通過し、筑後市サザンクス前の公園通りの花屋の
奥のクスノキに発見。 
中間地点にある古墳（筑後市前津の欠塚古墳）が見通し良いと思われる。 

があります。 
 
10月3日 
16時30分頃 遠くで小さな群れを確認 
17時10分頃 自宅前を通過 
17時20位？ 筑後自動車学校の木に分散むれが止まっているのを確認 



 

▲クスノキに群れているコムクドリ（筑後市：10月2日） 撮影：石橋 

 
 ▲コムクドリの大群（筑後市：10月3日） 撮影：石橋 



 
＊10月４日 田主丸町の秋の鳥 ＜池長裕史＞ 
コガモの渡来や渡り鳥のコムクドリなど秋めいて来ましたね。私の家の前にもキセキレイが来ました。ダイ

ハツ調整池にもコガモが来て、アオアシシギやクサシギなど冬のメンバーがそろっています。鷹取山では電線
にヒタキが止まっていました。 

  

▲キセキレイ（田主丸町） 撮影：池長裕史 

 

▲コサメビタキ（鷹取山） 撮影：池長裕史 



 
＊10月９日 花立山のアトリ ＜森池勝利＞ 
 花立山の池そばのナンキンハゼにアトリが群れていました。 

 

▲アトリ（立花山） 撮影：森池勝利 
 

＊10月8～10日 清水山でのサシバ渡り調査から ＜Mt. Sige＞ 
 サシバの渡り調査で清水山に行きました。数羽の渡りで、多くの群が渡って行ったという印象はありません
でしたが、8日の夕方に100羽近くが出たと情報を受けました。 

9日は、11時過ぎに北の方向から5羽の群のサシバがお牧山方向に通過して行きました。｢ピィッピィ―｣と
一声鳴くのが聞こえたのでサシバだと確認しました。暫くして、南から北の逆方向に向かう 1 羽の｢タカ｣が飛
んで来てましたがハチクマでした。 

10日、朝の9時30分頃には山頂の桜の木にエゾビタキ1羽が現れ、登山客を大変和ませてくれました。ま
た、素早く出現したかと思うと、颯爽と飛び去って行ったチョウゲンボウに唖然とされてありました。ヤマガ

ラはいつも 2 羽現れ、2 本のエゴノキに飛んで来て、エゴノ実を咥えては、近くに運んでいました。10 時 15
分と11時53分にサシバが1羽ずつ飛んで来ましたが、その後はピタッと静まり、全く現れてくれませんでし
た。17時30分近くまで待ちましたが、ダメでした。 
 
◎ 8日(火)   私は所用で午後に帰りましたので確認出来ていませんが、夕方100羽近くでたそうです。 
◎ 9日(水)   5羽(ほかにハチクマ1羽) 
◎10日(木)   2羽（ほかにチョウゲンボウ） 



 
▲ハチクマ（清水山） 撮影：Mt. Sige 
 
＊10月13日 高良山定例探鳥会より ＜渡邊 剛＞ 
高良山定例探鳥会にも参加させていただきました。御手洗橋付近での、メジロの様子です。 

 
▲メジロ（高良山） 撮影：渡邊 剛 

 



＜近隣エリア＞ 
＊９月４～６日 佐賀県鳥栖市でセイタカシギ＊1  ＜佐藤千絵美＞ 
主人が出勤中、連日同じ水田で見かけました。７日私も一緒に探しましたが、既に居なくなってしまい残念

です。「初めてみた。優雅だった」そうです。 
 
＊9月16日 佐賀市の東与賀干潟でシギ ＜渡邊 剛＞  
趣味で写真撮影をやっておりますが、その中で野鳥撮影に出会い、野鳥に興味を持つようになりました。 

 
▲シギ（ホウロクシギか？：東与賀干潟） 撮影：渡邊 剛  

 
＊９月１７日 背振山などの鳥たち ＜Mt. Sige＞ 
 脊振山に出かけました。車道脇の落葉樹に｢ヒィリリ｣と鳴いているリュウキュウサンショウクイが 2 羽いま
した。その側にオオルリ雌もいました。山頂に登るフェンスにはホオジロの幼鳥が 3 羽いました。山頂は、風
が強くかなり寒かったです。 
その後、北山ダムでは、レストラン｢ほおの木｣の脇の樹木にはオオルリ雄幼鳥が現れ、コンクリ･ガ―ドには

2羽のエゾビタキがいました。上空高くには１羽の鷹が舞っていて、雲で暗くよく分かりませんでしたが、帰っ
て画像をよく見ると翼の内側や尾羽の縞模様からハチクマとわかりました。 

  
▲リュウキュウサンショウクイ（背振山） 撮影：Mt. Sige 



 

▲オオルリ雄幼鳥（北山ダム） 撮影：Mt. Sige 

 
▲エゾビタキ（北山ダム） 撮影：Mt. Sige 

  
▲ハチクマ（北山ダム上空） 撮影：Mt. Sige 



大津山公園（熊本県南関町）の鳥たち 
＊９月２４日 ＜Mt. Sige＞ 
大津山(熊本県南関町)ではヒタキ三兄弟(大半はエゾビタキ)、オオルリ、キビタキ、カラ類等がいます。溜め

池の近くに３本のクマノミズキがあり、かなり群れて熟した実をつついていました。オオルリは雄が２羽いて、
雌も数羽います。キビタキも樹間を行ったり来たりし、車道やガ―ド･レ―ルに下りたりと、忙しく飛び交って
ます。未だ実が少し残っているので、もう少し観察が出来そうです。アオゲラも近くで甲高い鳴き声が聴けま
すが、なかなか姿を見ることが出来ません。 

  

▲オオルリの雄（大津山公園） 撮影：Mt. Sige 

  
▲キビタキの雄（大津山公園） 撮影：Mt. Sige 



 
▲エゾビタキ（大津山公園） 撮影：Mt. Sige 

 
＊９月２８日 ムシクイ類 ＜石橋＞ 

Mt. Sigeさんが、ムシクイを見た！と言われ、時間がなく帰宅されましたが、ムシクイの話があり、待つと
夕方に現れました。 

 

▲ムシクイ類（コムシクイか？：大津山公園） 撮影：石橋 
 



＊９月２８日 オオルリ ＜今村誠二＞ 
大津山公園にて、オオルリが撮れました。 

 
▲オオルリの雄（大津山公園） 撮影：今村誠二 
 



  
▲オオルリの雌（大津山公園） 撮影：今村誠二 
 
＊10月２日 佐賀空港のチョウゲンボウ＊初認 ＜Mt. Sige＞ 
佐賀空港に午後 2 時過ぎに出かけ、じっくりと探した積りでしたが、やはり鳥は現れてくれません。そのう

ち、遠くでホバリングしているチョウゲンボウを発見しました。この秋、初認です。 

 
▲チョウゲンボウ（佐賀空港）  撮影：Mt. Sige 



＜九州各地＞ 
＊9月17日 長崎県佐世保市烏帽子岳の鷹渡り ＜ＫＴ＞ 
佐世保の烏帽子岳にハチクマの渡りを見に行きました。山頂は風が強くて寒いくらいでした。南方から北方

の対馬方面へ、高く空をスーっと飛んで行く鷹がいます。ハチクマです。4 時過ぎ頃に 8 羽くらいのハチクマ
が上空をまるで鷹柱のように回りながら飛んで行きました。 

 
▲ハチクマ（烏帽子岳） 撮影：ＫＴ 
 
＊10月13日  熊本県和水町のヤマセミ ＜渡邊 剛＞ 

菊池川の白石堰のヤマセミのことが気になって、行ってみることにしました。1時間位待っていましたが、な
んと、初めて行って、ヤマセミに遭遇できたのです。川に飛び込んで、獲物を捕らえ、川中央の電線にちょっ
と止まって、そのまま対岸へ飛んでいきました。興奮冷めやらない状態です(^_^;) 

 
▲ヤマセミ（白石堰） 撮影：渡邊 剛 



    探鳥会確認鳥種リスト  

2019年９月 

 1日 8日 16日 22日 

観察地 甘木公園 高良山 大授搦 濃施山 

天候 中 晴れ 晴れ 中 

参加総数 止 7人 13人 止 

観察鳥種  12種 24種  

キジバト  〇   

アオサギ   〇  

ダイサギ   〇  

ダイゼン   〇  

シロチドリ   〇  

メダイチドリ   〇  

オオメダイチドリ   〇  

オグロシギ   〇  

チュウシャクシギ   〇  

ダイシャクシギ   〇  

ホウロクシギ   〇  

アカアシシギ   〇  

アオアシシギ   〇  

カラフトアオアシシギ   〇  

キアシシギ   〇  

ソリハシシギ   〇  

オバシギ   〇  

コオバシギ   〇  

ヒバリシギ   〇  

ハマシギ   〇  

キリアイ   〇  

ミサゴ   〇  

コゲラ  〇   

ハシボソガラス  〇 〇  

ハシブトガラス  〇   

ヤマガラ  〇   

シジュウカラ  〇   

ショウドウツバメ   〇  

ツバメ  〇 〇  

ヒヨドリ  〇   

メジロ  〇   

キセキレイ  〇   

ハクセキレイ  〇   

カワラヒワ  〇   

番外     

ドバト  〇   

 


