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・4/19 去年よりも 10 日も早い飛来確認（8 羽）
。今年は全国的に春の渡りが早かったようだ。
・5/10 調査講習会時に営巣を確認。午後に急遽営巣調査を実施。63 巣確認。
・5/16 すでに 100 巣以上。
・その後、順調に数を増やし、5/30 には成鳥 1000 羽以上、巣 900 以上。
ヒナの孵化も確認。去年より 9 日早い初ヒナ。
・成鳥最大数 2000 羽、総営巣数 1531 巣（歴代 2 位）、推定ヒナ数 2200 羽（歴代 1 位）
、
無事に巣立った幼鳥数の推定 1100 羽。
・今年はチョウゲンボウによるヒナの捕食が少なかったこと、集中豪雨による冠水がなかったことがよかった。
・いやガラス（カラス除け）は相変わらず効果的。
・7 月に入るとピークはすぎて、7 月中旬には個体数も減少しはじめた。
いやガラスに
・8/16 がコアジサシの終認になった（昨年は 8/31 が終認）。
守られて!!
・例年よりも、全体的に 1 週間～10 日ほど繁殖が早く、終了も早かった。
・その他、シロチドリ、コチドリも繁殖。
・成鳥個体数が多かったせいか、これまで営巣が少なかったデコイ設置区画でも多数の営巣がみられた。-奴賀俊光＞-＞

お知らせ【2015 年度 NPO 法人リトルターン・プロジェクト報告会】

主催 ：ＮPO 法人リトルターン・プロジェクト 共催：大田区 協力：東京都下水道局森ヶ崎水再生センター
フィールド アシスタント ネットワーク
開催日時 ： 2015 年 12 月 5 日（土）2 時～4 時 25 分
場所 ： 大田区民ホール・アプリコ展示室にて
演目 ： 今シーズンの活動報告・営巣結果報告
特別講演 ・ 岩本久則 「漫画と鳥とクジラと」
自然界を読み解く巨人 Kyusoku さんの講演会です。
漫画、鳥、クジラと思い入れ深いライフワークを熱く語り、描き、激写した写真を
まじえてのトークショウです。必見！！
アプリコ：大田区蒲田 5-37-3 ：03-5744-1600
問い合わせ先 ： 大田区環境清掃部 環境･地球温暖化対策課 環境推進担当 03-5744-1365（参加自由、無料）
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コアジサシをめぐる冒険

連載

早川 雅晴
NPO 法人リトルターン・プロジェクト副代表

第５回

「造成地での脅威」

水鳥研究会代表

植草学園大学准教授

1990 年代、千葉市幕張地区海岸部にある広大な仮設駐
車場と造成地では、多くのコアジサシが繁殖していまし
た。しかし、造成地内ではすぐ脇を走る工事車両による
被害が見られました。
（写真 1.2）はトラックにひかれた
（写真４）

雛です。

朝日新聞
1997 年 5 月 19 日

トラックに轢かれた雛（写真１）
移動する雛を守ることは難しかったのですが、巣
（卵）の保護に関してはこの時期認知されるようにな
轍の上でつぶされた雛（写真２）

２）
私達の営巣調査結果を基に、巣のある地域へ人や車が
侵入するのを防ぐためにロードコーンを立てています
が、雛はコーンで守られた地域を越えて移動してしま
い、このような事故が起こってしまうことがありまし
た。コアジサシは車が危険なことを知りません。近くで
工事車両が動いていても、人の姿が見えなければあまり
警戒しません。
（写真 3）を撮るときには、このことを利
用して車の中から撮りました）。工事関係者にコアジサ
シへの注意喚起をお願いしていますが、下請け会社の
方々の入れ替えが激しいために注意を徹底することが
できませんでした。

ってきました。具体的には、コアジサシの営巣が確認
できた場合は、工事の開始を延期してもらうことがで
きるようになったのです。
（写真４）は、造成地でのＣ
Ｍ撮影が延期になったときの記事です。コアジサシの
産卵は一斉に始まりますので、事前調査の時には営巣
していなかったようですが、工事が始まるときには産
卵が始まってしまっていたのです。ＣＭ撮影のために
準備した様々な段取りをキャンセルしなければなら
ず、数千万円の損失だったそうです。この地区の造成
地を管理する千葉県企業庁では、これに懲りて、工事
の計画があるときは、必ず私達に連絡してくれ、コア
ジサシ等が繁殖していないか、工事が可能かどうか相
談してくるようになりました。

読売新聞 1995 年
6 月 17 日（水）
（写真５）
ロードコーン脇の雛を見守る親鳥（写真３）

－つづくー

屋上営巣地にいらしたお客様
富士鷹なすびさん ７月４日（土）
夕暮れの群飛

森ケ崎屋上営巣地コアジサシ観察会

ユーモアあふれる画が素敵な野鳥漫画家さん。鳥見
に出かけた先で偶然お会いすることもあり、森ケ崎屋
サヨリをくわ

上営巣地にお誘いしていたが、初めていらしてくださ

えた親鳥

った。ただ、本名で申し込まれていたのでお会いする
まで参加を知りませんでした。
今回森ケ崎屋上営巣地の画を描いて下さいました。
いつ公開するのかはお楽しみに。

四代目江戸家猫八師匠

７月１１日（土）
動物の声帯模写を生
業とする芸人さん。
鳥の鳴き真似を十八番
としウグイスの鳴きま
ねは初代から伝わる
伝統芸です。

愛鳥家でもあり野鳥の保護活動、公演等をされてい
親子給餌

ます。2013 年にお知り合いになるチャンスに恵まれ、
それ以来、毎年森ケ崎屋上営巣地を訪ねてくださって
いる。いつかコアジサシの鳴き真似をしてくださるの
ではと密かな期待を寄せています。

視察にいらした方々
飛 翔 す る 幼 鳥

６月１１日
台湾野鳥の会の皆さん
６月２２日
東京都下水道局長 松田芳和氏
８月２５日
沖縄県立桜野特別支援学校校長 嵩原健二氏
７月２５日
NPO 法人いろいろ生きものネット埼玉の皆さん

デコイわきで抱卵中

報告

３

松村

雅行

TOPICS

営巣地

生き物いろいろ

7 月 19 日（日）15 時 30 分頃発見!!
森ヶ崎屋上、下段営巣地を調査中に、ヒナがいないかと通路のスロープ下を
覗き込もうとした時、スロープわきに吹きだまった枯れ草に絡みついたアオダ
イショウの抜け殻を発見した。いったい、いくつ卵を飲み込んだのだろうか？
新たな捕食者対策を考えなくてはならない。

9 月 5 日（土）レンガシェルターの中にセグ
ロアシナガバチの大きな巣がありました。
調査中に事故が無くてなによりでした。

9 月 5 日（土）昨年造成した淡水池
でなんとギンヤンマが卵を産み付け
ていました。

表紙の言葉
つ

前田

8 月 8 日（土）キアシシギ、淡水池。

LTP ブログ 髭面燕鴎

滋人

て

かつて在籍した会社の同僚の伝手で、リトルターン・プロジェクトの HP（リニューアル）やロゴマーク、
Ｔシャツデザインなどをお手伝いしたことがきっかけで、表紙イラストも依頼されてしまいました。
日頃は手で絵を描くことよりも 3DCG や 3Dprint などが仕事の中心なので、絵を描くと自分の下手さに眩
暈がします。
写真などを参考に描くことも考えましたが、昨今「オリジナリティ」にうるさい方が世の中多い様で、
クレームが付いたりするのも嫌ですので、頭の中だけで作り上げました。なぜ「デコイ」なのかと言えば、
当方絵描きではございませんので、「デコイ」（偽物）あたりが身の丈に合っているかと。
＜兵庫県宝塚市出身・筑波大学大学院芸術研究科デザイン専攻修了、東京家政大学、日本大学芸術学部、大分県立芸術文化短期大
学

非常勤講師：株式会社ウード

デザイナー。 最近はアーティストとして３Ｄプリントによる立体造形での個展などを展開＞

リトルターン・プロジェクト活動概要
2001 年に絶滅危惧Ⅱ類の野鳥コアジサシの屋上営巣を大田区昭和島にある森ヶ崎水再生センター施設屋上で発見した私た
ちは、東京都下水道局や大田区、そしてたくさんのボランティアの協力を得て、世界初の屋上営巣地を整備しました。コアジサ
シの生息域である、砂浜や玉砂利河原、そして干潟などの水辺環境が失われつつある現在、コアジサシをキーワードにそのよ
うな水辺環境の保全を視野に入れ、自然と人間の共生を目指して活動しています。
（この取組は東京都下水道局と大田区の協力を得ています。）
◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト

会員になって一緒にコアジサシを守りましょう！

◇編集 増田 直也

ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクトでは、随時会員を募集
しています。 わたしたちと一緒に絶滅の恐れのある野鳥
“コアジサシ”を守りませんか？
◇入会届のダウンロード先◇
http://www.littletern.net/nyukai.html
または、右記の問い合わせ先へご連絡ください。
◇入会届の送付先◇
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト宛

◇写真 伊東 真寿美・大塚 豊 ・上間 匡 ・松村 雅行他

◇協力 牧野 ふみよ

◇表紙画・前田 滋人 挿画・前田 滋人 岩本久則
◎無断転載・複写複製を禁じます。
☆お問い合わせ先
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト
E-mail：info＠littletern.net Tel:090-1778-5917
Website-URL http://www.littletern.net/
ブログ更新中 http://d.hatena.ne.jp/littletern/

