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シーズンオフ最後のイベント、ＬＴＰ「報告会」が開催されました!!
コアジサシが飛び立ったあとの営巣地で、デコイをかた
づけ、扉を閉める。そして活動は街の中に移ってゆきます。
秋冬は地元の大田区でもあちこちでフェスティバルが
開催され、積極的に参加しています。みなさんも来てくれ
たことがあると思いますが、エコフェスタでこどもたちと
ぱたぱたコアジサシを作ったり、パネルで営巣地整備の活
動をＰＲします。
この一年間にあったことをまとめてお知らせするのが

岩本久則氏「漫画と鳥とクジラと」講演

年末恒例の「営巣地成果報告会」。大田区と都下水道局の
ご挨拶をいただいた後、この催しのために作ったスライド
ショーで私たちも走馬灯のように営巣地の一年の思い出
を振り返りました。
今年はゲストにＬＴＰを当初から支えてくださった漫
画家の岩本久則さんに講演をお願いしました。
タイトルは「漫画と鳥とクジラと」でしたが、漫画集団
での朋友、赤塚不二夫氏とのエピソードなどに花が咲き、
予定時間は終了。漫画文化の創成期からのお話は大変興味

隣の展示室で営巣地の映像を流した

深いのですが、やはり鳥のお話も聞きたかったので急遽時
間を延長していただきました。
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連載

コアジサシをめぐる冒険
早川 雅晴
NPO 法人リトルターン・プロジェクト副代表

第６回「伝説の野外ライブ」

水鳥研究会代表

前回、造成地でコアジサシが先に営巣を始めた
場合は、工事の開始を延期してもらうことが可能
なことを書きました。しかし、コアジサシが繁殖
を始めた後であっても工事を始めなくてはなら
ない場合もあります。コアジサシが営巣すること
が予め予測できるが、どうしても工事を行わなけ
ればならない場合、最後の手段として、営巣を忌
避させるための方法をとりました。
【関西国際空
港２期工事の
造成風景】

植草学園大学准教授

【関西国際空港２期工
事に造られた畝】
（平成 16 年度関西
国際空港コアジサシ
現地調査報告書より）

これらは親鳥が抱卵する時に、警戒のため
に周囲を見回すことができず、嫌がることを
利用した方法です。この忌避効果は絶大で、
コアジサシやシロチドリの営巣は確認できま
せんでした。

このことを初めて大々的に行ったのは、1999 年 7
月 31 日に、幕張メッセのオープン 10 周年・GLAY

この成功を受け、その後忌避作業は様々な
場所で行われています。関西国際空港建設の
時は、そのうちの最大規模のものと思われま
す。ここでは、営巣しても支障のない場所で

結成 10 周年を記念して開催された 20 万人ライブ
の時だと思います。ライブ会場は私の家から７～
８km 離れていましたが、音が空気の振動として伝
わってくる、まさに伝説のライブでした。７月末
のライブ準備として、簡易舗装の修理や大型照明
の設置等が 6 月中から始まりました。

はコアジサシを積極的に誘引する一方、営巣
すると工事に支障がある場所では、防鳥テー
プ、カラスの模型、工事用コーン、円形反射
板、Ｈ形鋼の設置、畝（うね）による土地の
高低差、人の巡回等複合的に組み合わせるこ
とで忌避に成功しました。

【関西国際空港２期工
事で使用された工事用
コーン】

（平成 16 年度 関西国際空港コアジサシ現地調査報告
書より）

しかし、会場は例年コアジサシが繁殖している
幕張の仮説駐車場であり、この年も営巣が確認さ
れると工事を行うことができません。そこで、コ
アジサシの飛来する前の 4 月上旬から営巣を阻害
する取り組みを行いました。
具体的には、吹き流しや道路標識などを広大な
敷地内におよそ５ｍ間隔で設置した上に、警備員
が自転車で定期的に巡回しました。
２

【参考：アメリカ・サンディエゴでの忌避】
アメリカコアジサシの営巣を忌避させるため、海

。

岸線に小山をたくさん造り、一定の効果はあっ
た。しかし、一部の小山の上では営巣してしまい、
完全に忌避させることはできなかったようです。
つづく

Short
『 Essay

『森ヶ崎の一本松』
大塚 豊

東日本大震災で奇跡的に残った高田の一本松
はよく知られていますが、森ヶ崎営巣地屋上に
一本だけ生えている松を知っていますか。樹高
と樹幅が約 0.5 m、幹直径が約 3 Cm のクロマツ
で、まるで盆栽のようにも見えます。推定樹齢
10 年程にしては小さ過ぎるその姿は、水不足・
貧栄養な生育環境に耐えて来た証です。
このクロマツは誰かが植えたという訳ではあ
りません。マツ類の種子には羽状構造があり、
プロペラのように回転しながら風に乗って遠く
へ運ばれます。周辺の親木から飛来した種の一

森ヶ崎の一本松

粒が、屋上で運良く芽生えて育ったものでしょ
う。生えている地点は区画 5-16 と 6-16 の境界
付近です。
3 月末の営巣地整備作業に参加した時にでも、
「森ヶ崎の一本松」に会ってみてはいかがでし
ょうか。
ちなみに、森ヶ崎屋上にはクロマツと同様に
風が運んだ種から育ったアキニレ・ヤナギや、
果実食の鳥が運んだ種から育ったピラカンサ・
テリハノイバラ・ヌルデがごくわずかに生えて
いるのを観察しています。どの木も過酷な生育
環境と伐採への怖れで、身も痩せる思いでいる
ようです。
なお、屋上で一番の大木はアキニレで、樹高
が約 1 m、樹幅が約 1.5 m です。グーグルマップ
の衛星写真を最大限に拡大すると、ちゃんと写
っています。興味と暇がある方はパソコン画面
でどこに生えてるか探してみましょう。（ヒン
ト：高い営巣地と低い営巣地との段差上の通路
です。）

アキニレ（営巣地の巨樹？）
表紙の言葉

富士鷹なすび

森ケ崎営巣地でのコアジサシ観察会に初めて
参加させてもらいました。たくさんのヒナたち
が走り回ったり、休んでいたり、親鳥から魚を
もらっていたりと、それはそれは可愛いヒナた
ちでした。
そんな中にコアジサシのデコイを発見。物言わ
ぬ彼らも印象的で、是非絵にしたいと思って描
いたのがこの絵です。デコイの事を本物のコア
ジサシはどう見てたのか？ 私にはデコイと
コアジサシはきっと小さな愛情で繋がってい
たのではないかと感じられました。
この絵を見てそんな小さな愛情を感じ、クスっ
と笑って楽しんでもらえたらウレシイです。

野鳥まんが家。1956 年新潟県生まれ。著書
３

に「原色非実用野鳥おもしろ図鑑」など。

5月16日～8月22日
屋上営巣地調査土日交互に毎週15回
屋上営巣地調査、土日交互に毎週15回実施
実施、延249名参加
1月27日 2015年度理事会開催
5月30日初ヒナ確認、5月30日最大営巣数942巣確認、
2月22日かしわ環境ステーション主催「バードカービング
8月16日コアジサシ終認
教室：コアジサシの模型づくり」参加
5月31日第3回東京港野鳥公園フェスティバル参加
2月25日 2015年度通常総会 開催
6月14日近隣営巣地視察会、至、東京都中央防波堤外側
3月14日環境フォーラム2015こんなまちに暮らしたい「み
処分場内にて
どりの力＝まちのチカラ」出展
6月15日大森第一中学校森ヶ崎屋上営巣地観察会 開催
3月28日,29日
6月20日近隣営巣地視察会
森ヶ崎水再生センター東施設屋上コアジサシ営巣地 春
千葉県九十九里浜のコアジサシの営巣地を視察
の整備作業 参加延136名
6月27日森ケ崎水再生センター主催 地元向けコアジサ
4月19日森ヶ崎水再生センター東施設屋上コアジサシ営巣
シ観察会 協力
地 CSR利用草刈り作業 鹿島建設15名、五洋建設20名、 6月28日、7月4日森ヶ崎屋上営巣地コアジサシ観察会
スタッフ6名 計41名参加
参加197名
4月26日葛西臨海公園鳥類園ウォチングセンター「デコイ
7月中旬 大森第4小学校 コアジサシのヒナ作り
を作って、コアジサシを守ろう」参加
7月22日森ヶ崎水再生センター主催「ホタルの夕べ」出
4月29日
展
リトルターンのデコイ記念日
8月8日大森海苔のふるさと館
デコイ 832体設置、コアジサシ誘致音声再生
作って遊ぼう！「ぱたぱたコアジサシ！！
＊コチドリ4卵、シロチドリ3卵の営巣確認、コアジサシ 9月18日～21日日本鳥学会2015年度大会 兵庫県立大学
は夕方に60羽飛来
に於いてコアジサシ関連の発表
4月29日～9月5日大森海苔のふるさと館にジオラマ展示
9月27日デコイ回収作業
5月2日葛西臨海公園鳥類園、葛西海浜公園西なぎさ「コア 10月17日 大阪南港野鳥園会議室にて
ジサシの子育て環境を作ろう」参加
「コアジサシの住宅事情」講演
5月4日、5日葛西臨海公園鳥類園、葛西バードウォッチン
10月25日第5回いつつのわふれあい祭り 参加
グフェスティバル2015春「シギ・チドリ祭り」参加
10月31日、11月1日
5月6日谷津干潟自然観察センター 季節のあーと「ぱたぱた
ジャパンバードフェスティバル 出展など。
コアジサシ」参加・協力
11月7日行徳やちょかん祭り出展
5月8日、9日藤前干潟 コアジサシ勉強会及び藤前干潟ふれ
千葉県行徳野鳥観察舎にて開催
あいトーク「コアジサシについて学ぶ」現地視察など
11月15日大田区主催 第15回エコフェスタワンダーラン
大森海苔のふるさと館 作って遊ぼう！ぱたぱたコアジ
ドin東調布第三小学校 出展
サシ
11月16日今年度成果報告 東京都下水道局森ヶ崎水再生
センター、大田区環境・地球温暖化対策課にて報告
11月23日東京港野鳥公園第4回里地里山フェスティバル
出展
11月28日蒲田図書館 図書館講座「コアジサシって知っ
てる？」講演
12月3日東京港野鳥公園拡張に関する会議：都庁にて
12月5日
リトルターン・プロジェクト2015年度営巣成果報告会
『コアジサシ報告会＆講演会～絶滅から救え！コアジ
サシ～』大田区区民ホール・アプリコ地下展示室にて
開催
まとめ 松村雅行

NPO 法人リトルターン・プロジェクト
2015 年度活動報告

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。）

会員になって一緒にコアジサシを守りましょう！

◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト

ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクトでは、随時会員を募集 ◇編集 増田 直也
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 ◇写真 大塚 豊 ・ 増田 直也
◇表紙画 富士鷹なすび ◇挿画 堀越保二 高橋弘美
アジサシ”を守りませんか？
◎無断転載・複写複製を禁じます
☆お問い合わせ先

◇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 法人リルターン・プロジェクト宛

〒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/
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