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１．活動報告 

長谷部 

 

■海驢
ト ド

島海鳥調査（3 回目） 

ウトウの繁殖数調査や餌運び調査は 2 回

目までに行ったので、3 回目の主な調査は

ケイマフリの繁殖確認でした。 

6 月 27 日の午後のフェリーで礼文島に

到着し、夕方の海驢島に船で行くと、帰巣

前のウトウがたくさん周辺の海に浮いてい

ました。今回の目的はケイマフリなので、

1 回目の調査でみつけられなかったケイマ

フリをウトウの群れの中から探したところ、

ウトウの群れの中ではではなく、海岸に近

いところで 3 羽を発見しました。そして浮

いているウトウの群れの中で飛び回るウミ

ガラスを 1 羽発見しました。タタキ島では

ウミウのヒナが生まれていました。 

 

ウミガラス（左）とウトウ（右） 

 

暗くなる前に海驢島に上陸し、ウトウの

帰巣を待ちます。天売島のウトウの繁殖地

は見慣れていましたが、本当に自分が調査

して推定したように多くのウトウが来るの

でしょうか。当日は雨が降るあいにくの天

気でしたが、鹿川義光さんが夜の調査を手

伝ってくれました。天売島と違って植生が

濃い部分が多く、見やすい所は少ないです

が、暗くなってからたくさんのウトウが餌

を持って戻ってきました。しかも、2 回目

の調査で先崎さんが言っていたとおり、帰

巣の時間は遅いですが、餌持ち率が高く、

たくさんの餌を持ってくる個体も見ました。

天売でもこんなに頻繁にしかも多くのウト

ウが餌を持ってくるのを見たことがありま

せん。餌運びの魚の写真を北海道大学の綿

貫さんに見てもらいホッケの稚魚であるこ

とがわかりました。確認した限りではすべ

てホッケでした。 

 

ホッケの稚魚を持ち帰ったウトウ 

 

調査は次の日も行う予定でしたが、波の

状態が予報より悪くなったため、調査は打

ち切りとなりました。 

 

■海驢島海鳥調査（4 回目） 

海驢島での海鳥調査は 3 回の予定でした

が、調査の目的であるケイマフリの繁殖確

認ができていませんでした。7 月 18 日か

ら 20 日にかけて波がいい予報だったので、

最後の機会だと思い、急遽礼文島へ向かい

ました。夕方に礼文島に着き、すぐに海驢

島へ向かいました。 

この年の調査の最大数となる 5 羽のケイ

マフリが海上に浮いているのを確認しまし

た。ほどなくして、巣立ったばかりのウト

ウの幼鳥が浮いているのを確認しました。

・礼文島海鳥調査 3-4 回目  

長谷部真
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これは海驢島でウトウのヒナが巣立ってい

る証拠です。このまま暗くなるまでじっく

り観察したいところでしたが、ウトウの帰

巣の調査をするために海驢島に上陸しまし

た。 

 

ケイマフリ 

 
ウトウ幼鳥 

 

海驢島の波の条件は厳しく、今まで時化

や雨に悩まされて来ましたが、今回は初め

てその心配がなく、じっくり観察すること

ができました。 

観察地点に着いた頃にはすでに暗くなっ

ていて、ウトウが戻ってきていました。ウ

トウの餌運びは 6 月より少ないですが、ま

だまだ多くの餌を運んできていました。巣

立ち期にしては多い方でしょう。餌はスル

メイカ、イカナゴ、チカと様々でしたが、

中でも驚いたのが、マイワシを運んでいた

ことでした。 

マイワシは 1980 年代に天売島で主要

な餌として運ばれていました。1990 年代

からはカタクチイワシに代わり、2013 年

からはカタクチイワシが来なくなりました

が、代わりとなる充分な餌がなく、天売島

のウトウの繁殖は窮地に立たされています。

この調査で天売島から 100km 北にある海

驢島でマイワシが利用されていることがわ

かったので、今後天売島でも餌資源として

カタクチイワシに変わるものにマイワシが

なるかもしれません。 

 
ウトウ巣立ちヒナ 
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餌運び調査を終え帰る途中に陸上でウト

ウの巣立ちヒナを発見しました。海上を含

めて 3 羽の巣立ちヒナを確認しましたが、

これは 2 年連続で巣立ちヒナがほとんどい

ない天売島と対照的に、海驢島での繁殖状

況はいいことを示唆しています。礼文島の

写真家の宮本誠一郎氏によると、ウトウの

繁殖地は 1980 年代にはもっと狭かった

そうです。天売島の繁殖状況が悪い状況が

続く場合、今後海驢島の巣数がさらに増え

る可能性もあると思います。北海道の日本

海には天売島以外のウトウの繁殖地は、定

期船がなく、気軽に調査に行けない松前小

島しかないので、天売島との比較の面で海

驢島のウトウの繁殖地で今後研究が行われ

るかもしれません。 

これまでウトウの調査に熱中するあまり

しっかりできていなかったですが、翌日は

気を取り直して海驢島へ渡り、ケイマフリ

の餌運び調査を行いました。天売島での経

験からケイマフリは朝に繁殖地のそばの海

上に集まるので、昨夜遅くまで調査しまし

たが、がんばって早朝から行きました。と

ころが、ケイマフリの餌運びどころか、岩

の陰に見え隠れする 1 羽を確認するのがや

っとで、しばらくすると姿が見えなくなっ

ていまいました。やっぱり繁殖していない

かもしれないかもしれません。仮に繁殖し

ていたとしても数つがいで餌運びを確認す

るのはかなり大変そうです。周りの崖には

大きく成長したウミウのヒナがたくさんい

ました。 

 
海驢島のウミウヒナ 

次の最終日は時化て船は出ず、帰るだけ

の日でしたが、まだ売店が開いていないス

コトン岬から望遠鏡を構え、1km 離れた海

驢島にケイマフリがいないか諦めずに探し

ました。そこで、海上に浮いているケイマ

フリを見つけました。餌は持っていません

でしたが、崖に止まっているところも確認

しました。これで、来年も調査を続ける場

合にどこに定点観察地点を置けばよいかわ

かりました。近くにウミガラスが浮いてい

るのも確認しました。2016 年もケイマフ

リの繁殖確認などを目的に調査を継続する

予定です。
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先崎 

ケイマフリは全長 38cm、翼開長 70cm の

比較的大きなウミスズメの仲間です。夏羽

は全身黒くて、目の周囲の白と赤い脚が目

立ちます。冬羽ではお腹が白くなります。

ウトウやウミガラスよりも浅い海域を好み、

一年中沿岸域に生息しています。羽ばたき

潜水を行い、イカナゴやカジカ、カレイな

どを食べます。夏季にはヒトを含む哺乳類

が近づけない断崖のある海岸や島で繁殖し

ますが、冬季には港にも入るためウミスズ

メ類の中では馴染み深い種といえます。北

海道のバードウォッチャーなら一度は目に

したことがある方も多いでしょう。 

 
 

そんなケイマフリですが、実は日本海、

オホーツク海近海の沿岸にしか生息しない

分布域の狭い海鳥です。日本では過去 50

年ほどの間に激的に数を減らしてきたと考

えられており、環境省レッドリストでは絶

滅危惧Ⅱ類に選定されています。それにも

かかわらず、国内でどこにどのくらいのケ

イマフリがいるのかは実はこれまで調べら

れてきませんでした。また、ケイマフリが

かつてどこにいたのかについても完全には

分かっていませんでした。 

そこで私たち北海道海鳥保全研究会は、

まず文献と標本情報、また北日本のバード

ウォッチャーの情報を頼りに、ケイマフリ

のかつての生息地を調べました。そして、

2011～2014 年に、これらの生息地と生

息可能性のある未調査地を実際に訪れ、現

在のケイマフリの生息個体数と繁殖つがい

数を調べました（一部は文献による）。 

文献調査の結果、1875 年から 2010 年

までには、国内で 28 の繁殖コロニーと 6

の繁殖が疑われるコロニーがあったことが

分かりました。また、2011～2014 年の

調査では、北海道と青森県で 4 つの新たな

・日本にケイマフリは何羽いる？ 

～ケイマフリの個体数変遷  

先崎理之
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コロニーを含む 14 の繁殖コロニーと 4 の

繁殖が疑われるコロニーを確認することが

できました。これら全コロニーの合計生息

個体数は1169個体、繁殖つがい数は294

つがいでした。一方、かつて生息が確認さ

れていた 19 のコロニーでは現在は生息を

確認できず、12 のコロニーでは個体数が

減少していることも明らかになりました。 

 

以上の結果より、日本のケイマフリ個体

群が現在までにその個体数を大きく減少さ

せてきたことが明らかになりました。それ

ではなぜケイマフリは減ってしまったので

しょうか？繁殖地の開発、混獲、油汚染、

餌資源の枯渇…様々な要因が考えられます

が残念ながら今のところは決定的な要因は

わかっていません。今回の調査では、現在

日本のどこにどのくらいのケイマフリがい

るのかが明らかになったにすぎません。ケ

イマフリの効果的な保全を進めるためには、

今後も各コロニーでのモニタリングを続け

るとともに、ケイマフリ減少の要因を解明

することが求められます。 

 

論文：Senzaki M, Hasebe M, Kataoka 

Y, Fukuda Y, Nishizawa B, 

Watanuki Y. (2015) Status of 

the spectacled guillemot 

cepphus carbo in Japan. 

Waterbirds 38:184-190.
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・網走港で繁殖している海鳥 2015  

渡辺 義昭

２．北海道の海鳥繁殖地 

渡辺 

 【はじめに】 

2006 年 3 月、斜里町宇登呂を中心に油

曝した海鳥が大量に漂着した事件を覚えて

いる方はどれだけいるでしょうか？あの時、

5,600 羽を超える大量の死骸の回収と分

類に深く関わった私は、自分が生まれ育ち、

好きで見続けてきたオホーツク海の海鳥が

「何時・何処に・何が・どれだけ」いるの

か全く理解していなかったことを痛感し、

自分のあまりの無力さに愕然としました。

これを契機に、私は翌 2007 年より網走か

ら斜里にかけての幾つかの場所で、まず基

本的なことを知るために、沿岸にいる海鳥

のカウント調査をはじめました。ここでは

その調査の中で確認することができた、網

走港で繁殖している海鳥についてご紹介し

ます。 

 

 

回収した油曝鳥類を分類している様子

（斜里町 2006 年 3 月 29 日） 
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【場所と観察方法】 

網走港で海鳥が主に繁殖している場所は、

第 4 埠頭の南東側 700m 程の海上にある、

南北に約 530m と約 350m の 2 つの堤防

になります。網走港では主に消波ブロック

上でウ類が巣を構え、カモメ類は 2 段ある

堤防の下段に多くのツガイが巣を作ってい

ます。調査は概ね 3 月から 9 月までの月 2

回、主に第 4 埠頭から 20～60 倍（現在

は 30～70 倍）のフィールドスコープを使

用して、毎回午前中の同じような時間帯に

実施しています。北側の堤防を A 堤防、南

側の堤防を B 堤防と名付け、カウントは港

内のその他の場所も含めて場所毎に実施し

ています。調査では港内の陸上から見える

範囲の繁殖数しか確認していないため、見

えない堤防の裏側（沖側）にある、消波ブ

ロック上などの場所は一度も調査できてい

ません。したがって私の調査で確認してい

る数は、網走港で繁殖している海鳥の総数

ではないことに留意してください。 

 

【カモメ編】 

網走港の堤防上で繁殖を確認しているカ

モメ類はオオセグロカモメ１種のみです。

ウミネコは繁殖期間を通してツガイの可能

性のある個体を観察し続けていますが、こ

れまでに求愛や交尾を除いた繁殖に関わる

行動は確認していません。しかし、紋別港

や元稲府漁港（雄武町）では、オオセグロ

カモメのコロニー内にある目立たない場所

で、数ツガイのウミネコの営巣を確認して

いるため、網走港でも極少数が繁殖してい

る可能性は十分あると感じています。 

網走港で繁殖しているオオセグロカモメ

は、3 月末から 4 月上旬に繁殖地に集結し

はじめます。月に 2 回のカウントしか行っ

ていないので、詳細な繁殖ステージの進行

は把握できていませんが、求愛造巣などの

動きはしばらくの間行われることはなく、

実際に繁殖行動が活発になるのは 5 月中旬

頃からになります。まだ堤防上に雪が積も

った状態の時期から多くの繁殖個体が集結

するのには、良い営巣場所の確保などの理

由が考えられますが、ひと月以上も早く集
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まることには一体どういう意味があるので

しょうか？ 

5 月末から 6 月上旬に巣材運びが最も活

発になり、港内や付近の法面から草を引き

ちぎって堤防へ運ぶ姿を頻繁に見ることが

できます。そして、6 月中旬にはほとんど

のツガイが抱卵に入ります。 

オオセグロカモメは成鳥、幼鳥、巣の数

をカウントしていますが、成鳥については

繁殖に関わっていると考えられる個体が集

中している、6 月上旬に調査した個体数を

私は重要視しています。 

早くから抱卵がはじまったツガイでは 6

月中下旬には抱雛へと繁殖ステージは進行

し、7 月に入ると巣周辺で歩き回る幼鳥の

姿が数多く見られるようになります。抱雛

が終わり巣から幼鳥が離れるようになると

すぐに、堤防上の巣は急速に崩壊しはじめ、

巣として認識できなくなってしまいます。

そのため、巣の数は 6 月下旬の数を最も重

要視しており、7 月以降はカウントしてい

ません。 

幼鳥は孵化直後が最も個体数が多いと思

われますが、抱雛中の幼鳥（巣内雛）はほ

とんど見えないため、カウント調査では概

ね 7 月の調査時に最大個体数が記録されて

います。幼鳥が堤防から離れはじめるのは

8 月上旬～中旬頃になり、この時期までは

ほとんどの個体が繁殖堤防付近に留まって

います。そのため、繁殖地から分散できる

までに成長できた個体（巣立ちしたと考え

られる幼鳥）に注目したいという意味から、

幼鳥については 8 月上旬に実施した個体数

を重要視しています。 

その後、幼鳥は網走港内からも急速に数

を減らしていき、9 月に入るとほとんどの

幼鳥は何処かへ旅立ちます。 

 

網走港におけるオオセグロカモメの繁殖数 

（成鳥は 6 月上旬、幼鳥は 8 月上旬、巣は 6 月下旬に実施した数を入力） 
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網走港でのオオセグロカモメの繁殖個体

数は観察開始時の 2007 年から成鳥の数

で 2 倍以上、巣の数で 3 倍近くまで増加し

ています。その一方で、巣立ったと考えら

れる幼鳥の個体数についてはほぼ横這いの

状態が続いています。この理由は私には理

解りませんが、網走港周辺では幼鳥を育め

る餌の量が 2007 年の時点から既に頭打

ちになっていたのかもしれません。仮にこ

の状況を人に例えてみるならば、網走港の

オオセグロカモメは少子高齢化が進んでい

ると言っていいかもしれません。尚、網走

港でのオオセグロカモメの繁殖が何年頃か

らはじまったのか？については、残念なが

ら何も理解っていませんし想像すらできて

いません。 

近年、オオセグロカモメの繁殖数が減少

しているという話を耳にしています。もし

かすると網走港での増加の一因は、減少し

ている地域からの流入個体ではないか？と

私は感じはじめています。そして、減少の

要因のひとつにオジロワシによる捕食や撹

乱が考えられていますが、網走港では近郊

に幾つかの営巣地があるにもかかわらず、

オジロワシによる深刻な捕食圧は確認して

いません。繁殖している堤防が陸から距離

がある網走港の場合、哺乳類の侵入による

影響は考える必要は無いと思います。今後

はオジロワシの動向や港湾工事などの人間

活動に留意しながら、特に幼鳥の個体数の

動向に注目し、調査を継続したいと思って

います。 

カモメ編の最後に、2013 年の 6 月上旬

から 7 月上旬までの 3 回の調査中に、1 羽

のワシカモメ成鳥と考えられる個体を繁殖

堤防の同じ場所で確認しました。残念なが

らこの個体の繁殖に関わる行動を確認して

いませんが、オオセグロカモメと交雑した

可能性があったのではないか？と私は感じ

ています。ちなみに、最初の観察ではワシ

カモメ成鳥と確信していたのですが、7 月

の観察では陽炎が酷かったせいかもしれま

せんが、初列風切部分が濃く見えすぎる印

象を受けたので、最初に確認した個体と同

一個体であるならば、純粋なワシカモメで

は無かったのかもしれません。
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【ウ編】 

ウ類の繁殖について最初に伝えなければ

ならない恥ずかしい話があります。観察当

初から 2012 年までの 6 年という長きに

渡り、私は網走港で繁殖しているウ類は全

てウミウだと完全に思い込み、フィールド

ノートにはウミウの繁殖数として記録し続

けていました。しかし、真実は全く異なっ

ていました。今では網走港で繁殖している

ウ類の 99％がカワウであり、ウミウは見

える範囲に数ツガイしか営巣していないこ

とを確認しています。中学生の頃から鳥を

見てきた私にとって、多々ある誤認の中で

も最大最悪の事態に心底落ち込みましたが、

問題に気付いた 2012 年冬以後の 2013

年からの調査では、確実な識別を徹底する

ことによって、知られざる堤防上で繁殖す

るカワウの実態が少しずつ見えはじめてい

ます。 

ウの仲間の識別は難しい、特にカワウは

川にいてウミウは海にいると思い込んでい

ると、大変痛い目を見ることになります。

私はカワウが海鳥であり、海にも普通にカ

ワウがいることを知っていたにもかかわら

ず、まさかそれが堤防上で、しかも沢山繁

殖しているなんて夢にも思いませんでした。

先入観は恐ろしく、脳内に張り付いたイメ

ージはなかなか消え去りません。しかし、

見るべきポイントに気付いてしまえば簡単

に間違うことは無くなるので、ウ類の識別

で私が最も重要視しているポイントをご紹

介します。それは顔の白色部の大きさと形

になります。嘴の黄色の形や翼の色などの

識別点も近距離では有効ですが、顔の白色

部は特に繁殖中の個体でよく目立つので、

遠方からの観察でも精度の高い判別が可能

であり、とても使える識別点だと思ってい

ます。尚、堤防で繁殖しているカワウは主

に樹木の枝を利用した巣を使い、一方でウ

ミウは主に海藻を使った巣で子育てしてい

ます。繁殖地によっては巣材の違いが明確

ではない場所があるので十分な注意が必要

ですが、顔を全く見せてくれない巣上の個

体をカウントする場合などで、巣の材質の

違いはとても参考になっています。 

2013 年以後にしっかりと識別しながら

調査した結果、ウミウは極めて少数しか繁

殖していないことが確認できました。網走

港でのウミウの繁殖は 2013 年に巣材運

び中の個体を 2 回観察しただけで巣は未確
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認（堤防裏側で繁殖していた様子）、2014

年は 2 巣を確認、そして 2015 年は 1 巣

しか確認できませんでした。おそらくです

が 2012 年以前は繁殖していなかった、も

しくは繁殖していたとしても極僅かであっ

ただろうと私は想像しています。これに加

えて最大の誤認に気付いた後に、過去に撮

影した繁殖地のウ類の写真や動画を詳細に

確認したところ、画像から確認できた個体

は全てカワウでした。真偽のほどは定かで

はありませんが、網走港では観察当初から

ほとんど全てカワウだけが繁殖していただ

ろう？と私は思っています。過去の記録は

本来ならばウ sp.として完全に分けて考え

なければなりませんが、ここでは 2012 年

までの記録を推定カワウとして扱います。

ご理解をよろしくお願いします。 

 

 

 

網走港の堤防上で繁殖しているカワウ

（2012 年まで推定カワウ）は、3 月下旬

から 4 月上旬に 10～20 羽程の第一陣が

繁殖地に到着し、その後急速に個体数が増

加すると同時に求愛造巣が活発になります。

オオセグロカモメとは対照的に、飛来した

直後から繁殖活動がはじまる印象を受けて

います。パタパタと翼を動かすコミカルな

求愛の動きも、飛来直後から数週間までが

最も活発になります。 

巣材は主に網走川河口に近い港内から集

めています。水中に潜り、おそらく海底に

堆積している樹木の枝を嘴で咥えて堤防へ

運びます。観察開始時の 2007 年から

2012 年頃までは巣材の確保に苦労するこ

とは無かったようですが、近年では繁殖地

から 10km 以上離れた場所から枝を運ぶ

姿や、芽吹いたばかりの生木の枝を苦労し

て折る姿や、海岸に打ち上がった海藻を運

んでいる姿を頻繁に見るようになっていま

す。急激に拡大し続ける営巣数に比べて、

周辺から集められる良質な巣材の量が足り

ていないのかもしれません。 

飛来直後から始まる造巣行動は 5 月上旬

には終了し、ほとんどのツガイが抱卵に入

ります。その後、6 月上旬から巣内育雛が

はじまり、7 月上旬から巣外育雛と言って
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良いのでしょうか？巣周辺の消波ブロック

上に幼鳥が並びはじめます。尚、カワウの

個体数については、観察距離と陽炎などの

影響から正確な年齢識別を行う自信が持て

ないため、個体数は幼鳥を含めて記録して

います。尚、カワウの個体数については 6

月上旬を重要視しています。この時の個体

数は雛と呼べる小さな幼鳥の数を別に記録

しているので、ほとんどが繁殖に関わる個

体数と考えて問題ないと思っています。同

時にこの時期には巣の数がほぼ確定してい

るので、巣数も 6 月上旬を私は重要視して

います。しかし、2015 年の調査では繁殖

に加わっていない印象を受ける個体が散見

されました。もしかすると、コロニーの拡

大による巣材不足によって、すでに繁殖に

参加できない個体が増えているのかもしれ

ません。そのため、今後の調査では非繁殖

個体を別にしたカウントを行う必要性を感

じています。識別がとても困難なのが大き

な悩みの種になっています（ほとんど不可

能では？）。 

堤防で生まれ育ったカワウの幼鳥は、7

月下旬から港内の別の場所へ移動しはじめ

ます。そして、成鳥とともに 9 月にかけて

港内からも徐々に数を減らしていきます。

その後、網走近郊では 10 月一杯でほとん

どのカワウは見られなくなり、越冬地へ向

けて旅立つと思われます（越冬地について

は何も理解っていません）。 

尚、繁殖が終了したあとの堤防は、その

まま塒として利用されていますが、詳細な

観察はしていないので正確な動きはつかめ

ていません。

網走港におけるカワウ（2012 まで推定カワウ.）の繁殖数 

（個体数、巣ともに 6 月上旬に実施した数を入力） 

 

網走港でのカワウの繁殖が何年からはじ

まったのか？を想像してみると、私は

2007 年の調査開始時からだったのではな

いか？と感じています。この真相はおそら

く完全に解明することはできませんが、カ

ワウ達がなぜ網走港を繁殖地に選んだの
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か？については、最近おぼろ気ながら見え

てきました。 

網走港の繁殖地がある堤防を中心に、カ

ワウが主に活動するという半径 15km の

円を描いてみると、周辺海上はもちろん、

非常に重要な餌場になっている濤沸湖、藻

琴湖、網走湖、能取湖が全て綺麗に収まる

ことに気が付きました。カワウからしてみ

れば、網走港の堤防の位置は絶妙な場所に

違いありません。木を捨ててコンクリート

を利用しはじめた理由のひとつは、とても

恵まれた餌環境に違いない？と私は思って

います。 

 

 

 

網走港のカワウの個体数は右肩上がりで

急激に増えていますが、爆発的と言っても

良いコロニー拡大の原動力もまた良好な餌

環境のおかげだと思っています。巣毎の幼

鳥数を数えていませんが、3～4 羽の幼鳥

が首を伸ばして親に餌をねだる巣が大半を

占めている印象があります。カワウの幼鳥

は親から腹いっぱい食べさせてもらい、す

くすくと育ち、多くの個体が繁殖地から旅

立っていくのでしょう。本来の営巣場所で

ある樹木は長年の利用で痛み使えなくなり

ますが、コンクリートは人が手を加えない

かぎり安定して使い続けることができます。

陸から離れた海上は寝込みを襲う肉食獣の

接近もありません。食に加えて住環境も整

っていると言える網走港は、現代のカワウ

にとって楽園なのかもしれません。 

近年は巣材の入手に制限が掛かりはじめ

ているようですが、繁殖地の広さは十分に

残っているので、あと数年は増加傾向が止

まらないように感じています。そして、心

配されている漁業被害もこれから徐々に表

面化してくるかもしれません。観察に使え

る時間は多くありませんが、今後も周辺の

様々な状況にしっかりと目を配りながら、
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謎多き堤防で繁殖するカワウの調査を継続

したいと思っています。 

 

ウ編の最後に、私事ではありますが網走

港でのカワウの誤認をきっかけに、北海道

のカワウと深く関わるようになりました。

現在までに確認している道内のカワウ繁殖

地は 7 ヶ所あり、そのうちの 4 ヶ所で堤防

の消波ブロックが利用されています。他に

完全に放棄された場所が 1 ヶ所と、未確認

ですが繁殖地の可能性が高い 2 ヶ所の情報

を得ています（2016 年確認予定）。オホ

ーツク海沿岸の堤防繁殖地は全て把握でき

ていますが、日本海側や太平洋側の堤防に

もカワウのコロニーが人知れずあるのでは

ないか？今は無くても今後出現していくの

ではないか？と想像しています。もちろん

内陸の河川や湖沼なら、今や道内どこでも

可能性があるでしょう。もしも 5～7 月頃

に沢山のカワウが集まっている場所を見つ

けたならば、そこから 10～20km 以内で

繁殖している可能性があります。カワウと

ウミウの両種が混在している繁殖地も存在

しているので、ウミウのコロニーの一角が

よく見るとカワウである可能性もゼロでは

ありません。最初は塒だった場所が繁殖地

になった例も確認されています。もしも幸

運にもカワウの繁殖地を見つけることがで

きたなら、道内何処でも時間の許す限り見

に行きますので、情報提供していただける

と大変嬉しく思っています。 

連 絡 先 ： 北 海 道 カ ワ ウ 研 究 会

（kitakawauken@gmail.com） 

 

【おわりに】 

油まみれの膨大な数の海鳥を目の当たり

にしてから 10 年が経ちました。あの日か

らオホーツク海の海鳥に時間と労力を費や

してきましたが、未だに「何時・何処に・

何が・どれだけ」いるのか？がよく理解っ

ていません。そして、調査を続けてきた中

で「今この瞬間に何が起きているか？」に

ついても、しっかりと把握しなければなら

ないことを知りました。網走港ひとつだけ

を見ても、観察当初から変化は続いていま

す。地域の環境は地域の人にしか調べ続け

ることはできず、同時に油断なく継続して

観察していなければ、目の前で起きている

重要な出来事を見逃しかねません。海鳥観

察を辞めたい気持ちはいつも私の心に潜ん

でいますが、もうしばらくは目の前の海を

見続けたいと思っています。
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・釧路市におけるオオセグロカモメ 

の営巣状況 

矢萩 樹（釧路公立大学環境地理学研究室）

矢萩 

はじめに 

北の海鳥 1 号では釧路市で繁殖する海鳥

についてご紹介いたしました．今回は釧路

市で営巣数が圧倒的に多い，オオセグロカ

モメ Larus schistisagus の営巣状況につ

いて報告したいと思います． 

北海道東部の大黒島やユルリ島における

オオセグロカモメの営巣数は 1990 年代

の途中まで増加傾向を示していました

（Osa & Watanuki，2002）．しかし，近

年は北海道東部の多くのコロニーでオオセ

グロカモメの営巣数が激減しています

（NPO 法人エトピリカ基金，2013a）．

こ の 原 因 に は オ ジ ロ ワ シ Haliueetus 

albicilla による捕食や撹乱が指摘されてお

り，オジロワシの影響を受けにくい防波堤

や建物の屋根で営巣するオオセグロカモメ

が多くなっています（千嶋，2014）． 

私の出身地である羽幌町では，私が小学

校 5，6 年生のころ(2006-2007 年)から

港にある漁業関係の建物の屋根でオオセグ

ロカモメが営巣していました．2013 年に

羽幌町から釧路市に移り住みましたが，釧

路市でも港の防波堤や建物の屋根で営巣す

るオオセグロカモメが居ることに気がつき

ました．さらに，羽幌町と比べて営巣数も

かなり多い印象を受けていました． 

そこで，釧路市ではオオセグロカモメが

どの程度営巣しているのかを明らかにする

ために調査を行いました．本文ではこの調

査により明らかとなった，釧路市における

オオセグロカモメの営巣状況について報告

いたします．

図１ 調査範囲 
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調査方法 

調査は 2015 年 6-7 月にかけて行いま

した．調査範囲は旧釧路市の海岸沿いの地

域と釧路川下流の周辺地域としました（図

1）． 

調査範囲には釧路港，千代の浦漁港，桂

恋漁港の 3 つの港があります．また，東部

には海岸段丘が広がり，海岸線には波によ

る浸食で形成された崖や岩が存在します．

釧路川下流の周辺地域には市役所などの公

共施設や住居，寺院，店舗，ビルなどが立

ち並びます． 

調査の方法は自転車で調査範囲を走行し

ながら，オオセグロカモメの巣を探しまし

た．現地を踏査する方法では高所にある巣

は発見できないため，高い建物が立ち並ぶ

釧路川下流の周辺では，釧路市生涯学習セ

ンターの展望テラスから定点調査によりオ

オセグロカモメの巣を探しました．釧路市

生涯学習センターからの観察範囲は半径

1km 程度です（図 2）．また，自然環境で

の調査では海岸が見通せるような場所まで

歩き，崖や岩を観察しました． 

 

図 2 生涯学習センターからの観察範囲 

 

結果および考察 

調査の結果，931 巣のオオセグロカモメ

の営巣を確認しました．営巣に利用された

環境は，防波堤（テトラポット含む），建物

の屋根，自然環境，その他（コンテナ，船

着き場）でした（図 3～8）．自然環境を除

く人工物上での営巣は全体の 97.5％に当

たる 908 巣で，非常に高い割合が人工物

を利用して営巣していました．特に建物の

屋根では 636 巣の営巣が確認され，釧路

市で営巣するオオセグロカモメの主要な営

巣場所となっています． 
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図 3．防波堤での営巣 

 

図 4．テトラポットでの営巣 

 

図 5．屋根営巣 

 

図 6．自然営巣 

 

図 7．コンテナでの営巣 
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図 8．船着き場での営巣 

 

これまでに北海道各地から報告されてい

るオオセグロカモメの人工物営巣に関する

記録をまとめました（表 1）．これまでの報

告における最大営巣数は羅臼町での 832

巣（椎名，2015）だと考えられます．こ

の記録を参考にすると，人工物営巣として

の釧路市での営巣数は，国内最大であると

位置づけられます． 

さらに，モニタリングサイト 1000 海鳥

調査による対象地点のうち，オオセグロカ

モメの最大営巣地は知床半島だとされてい

ます（環境省自然環境局生物多様性センタ

ー，2015）．知床半島でのオオセグロカモ

メの営巣数は 2011 年から減少傾向で，

2013 年には 337 巣となりました（知床

海鳥研究会，2014）．この結果には羅臼町

での人工物営巣が含まれていない可能性が

あり，単純に比較することはできませんが，

釧路市におけるオオセグロカモメの営巣数

は国内最大または知床半島に次ぐ規模であ

ることが考えられます．その他，北海道内

のオオセグロカモメの代表的な営巣地には，

大黒島，ユルリ島，モユルリ島などがあげ

られます．かつては，1993 年に大黒島で

8200 つがい，1996 年にユルリ島で 499

巣，モユルリ島で 318 巣が営巣していま

した（新妻，1995；玉田克己，未発表）．

しかし，2012 年に大黒島で 88 巣，2013

年にユルリ島で 54 巣，モユルリ島で 14

巣となっており，大幅な減少が見られてい

ます（環境省自然環境局生物多様性センタ

ー，2013，2014）．これらのサイトでの

営巣数とこれまでに報告されている人工物

上での営巣数を比較すると，北海道内では

人工物上での営巣数が大きく上回っている

ことは明らかです．
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表 1 北海道のオオセグロカモメ人工物営巣

 

以上のように自然営巣が減少し人工物営

巣が増加している中で，釧路市は国内にお

けるオオセグロカモメの主要な営巣地であ

るといえます．一方で，営巣環境のほとん

どが建物の屋根などの人工物であることか

ら，人間との軋轢も生じています（矢萩樹，

未発表）．今後は，国内におけるオオセグロ 

カモメの営巣数の把握と人間との軋轢を防

止するという観点から，釧路市以外の地域

でも人工物を含めたオオセグロカモメの営

巣状況を明らかにする必要があるでしょう． 

 

 

年 地点 市町村 利用人工物 営巣数 文献 
1984 文吉湾 斜里町 防波堤 ？ 大泰司・中川（1988） 
1986 文吉湾 斜里町 防波堤 64 大泰司・中川（1988） 
1987 文吉湾 斜里町 防波堤 79 大泰司・中川（1988） 
1988 羅臼町 羅臼町 屋根 1 田沢（1989） 
1990 釧路港 釧路市 屋根 19 橋本（1990） 
2002 札幌 札幌市 屋根 ？ 足立（2002） 
2008 札幌都市部 札幌市 屋根 44 小平（2010） 
2009 札幌都市部 札幌市 屋根 47 小平（2010） 

2010 雄冬地区周辺 
石狩市 
浜益区 

防波堤 1 長谷部真（私信） 

2010 焼尻港 羽幌町 防波堤 25 長谷部（2011） 
2011 羽幌港 羽幌町 屋根 16 長谷部（2013） 
2011 苫前港 苫前町 屋根 7 長谷部（2013） 
2012 羽幌港 羽幌町 屋根 17 長谷部（2013） 
2012 苫前港 苫前町 屋根 10 長谷部（2013） 
2012 浜中町 浜中町 防波堤 257 エトピリカ基金（2013b） 
2013 イタンキ漁港 室蘭市 防波堤 21 先崎理之（未発表） 
2013 舟見町追直ハイランド 室蘭市 防波堤 20 先崎理之（未発表） 
2014 礼文島江戸屋港 礼文町 防波堤 3 長谷部真（私信） 
2014 遠別港 遠別町 屋根 7 長谷部（2015） 
2014 初山別港 初山別村 防波堤 33 長谷部（2015） 
2014 焼尻港 羽幌町 防波堤 29 長谷部（2015） 

2014 羽幌港 羽幌町 
防波堤

屋根 
1 
16 

 
長谷部（2015） 

2014 苫前港 苫前町 屋根 10 長谷部（2015） 
2014 力昼港 苫前町 防波堤 23 長谷部（2015） 
2014 臼谷港 小平町 防波堤 6 長谷部（2015） 

2014 霧多布港 浜中町 
防波堤 
屋根 

232 
1 

エトピリカ基金（2014） 

2015 元稲府港 雄武町 防波堤 138 渡辺義昭（私信） 
2015 枝幸港 枝幸町 防波堤 79 渡辺義昭（私信） 
2015 紋別港 紋別市 防波堤 677 渡辺義昭（私信） 

2015 網走港 網走市 
防波堤 
屋根 

622 
1 

 
渡辺義昭（私信） 

2015 羅臼市街 羅臼町 屋根等 832 椎名（2015） 
2015 根室市 根室市 屋根 ？ 矢萩樹（未発表） 
2015 厚岸町 厚岸町 屋根 ？ 矢萩樹（未発表） 

2015 釧路市 釧路市 
防波堤 
屋根 
他 

270 
636 

2 
本報告 
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・青森県ウトウ調査報告 
伊藤元裕（国立極地研究所）

伊藤 

 

2013 年と 2015 年の 7 月に青森県に

ある２つのウトウ繁殖地に調査に出かけま

した。ウトウは、北海道の天売島が世界最

大の繁殖地で知られる他、渡島小島、礼文

海驢島、大黒島など北海道の各地の離島で

繁殖しているウミスズメ科の海鳥です。 

 日本では主に北海道で繁殖する海鳥とし

て知られているウトウですが、実は本州に

も少なからず小規模な繁殖地が存在してい

ます。特に青森では、青森市の市の鳥がウ

トウであったり、善知鳥（ウトウ）神社が

あったり、「田酒」で有名な西田酒造の限定

大吟醸に「善知鳥」があったりと、実は古

くからウトウとの関わりが深い地であると

言えます。  

 青森県の大間町にある弁天島、むつ市に

ある鯛島もウトウが繁殖する島であること

が以前から知られてきました。今回、青森

県、下北野鳥の会の方々、弘前大学の方々

そして大間海鳥研究室のご厚意もあり、晴

れて予備調査として滞在が叶うこととなり

ました。 

 

 大間町弁天島 

 弁天島は、大間崎の沖約 600ｍの津軽海

峡上にある周囲約 2.7 ㎞の無人島です(写

真１）。主にウミネコの繁殖地と知られ現在

は約 1 万巣弱の繁殖が確認されている他、

オオセグロカモメも繁殖しています。島に

は、地元の漁師の方の船に同乗させてもら

い渡してもらいました。まず、踏査によっ

てウトウの巣穴を探しました。島は、多く

がイタドリ群生地となっている他、西側の

一部に僅かな裸地と笹や、ヨモギ、イネ科

の植物が生えている場所があります。今回、

ウトウの巣穴は、裸地や笹等に覆われた島

の西側で発見することができました(写真

2）。 

 

 
写真１ 大間岬沖から望む弁天島。海抜は

10m 程度しかない。写真：平田和彦 

 

 
写真２ 弁天島で見られたウトウの巣穴。

空の巣も多く利用率はさほど高くなさそう

である。このように巣が露出している場所

は少なく、ほとんどは、植物の群生地の中

に巣があるようだった。写真：平田和彦 

 

その場所には、夜になると 5 から 10 羽程

度のウトウの集団が断続的に羽音を響かせ

ながら飛来していました。嘴に餌をくわえ

た親鳥の姿も観察することができ、間違い

なくウトウが繁殖していることが見て取れ

ました。ただし、私が訪れた 7 月には植物
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の繁茂が激しく、正確な営巣範囲や巣数の

計測を行う事は不可能でした。今後は、植

物の少ない春先や冬前に島に渡り営巣範囲

や巣密度を把握した上で、繁殖期に巣穴の

利用率を調べることで正確な繁殖数を推定

することが可能になると考えられます。 

 むつ市鯛島 

 鯛島(写真 3）は、むつ市脇野沢の牛ノ首

岬の沖約 800m の陸奥湾上にある無人島

で、こちらは大間の弁天島より更に小さく

周囲は約 0.4kｍほどしかありません。こち

らも、地元の漁師の方の船に同乗させても

らい渡してもらいました。この島は、沖磯

釣りのポイントにもなっているようで、渡

船のシステムが確立されており比較的誰で

も上陸が可能です。 

 

写真３ 脇野沢から望む鯛島。島の形が鯛に

似ていることから名前がつけられた。写

真：平田和彦 

これまで知られていた通り、島には、ウ

ミネコ、オオセグロが多数営巣している他

(写真 4）、アマツバメも繁殖を行っていま

した。また、ハヤブサの狩場となっている

らしく留まり場の下には、ハト、ウミネコ

そしてウトウの死骸が数多く見られました。

島は、主に海抜 25ｍほどの切り立った岩

でできており、その上部に僅かな範囲に土

壌とイネ科の植物、ヨモギ、低木が見られ

ます。ウトウの巣は全てここで観察されま

した(写真 5、6）。範囲は少ないながら 1

ｍ2 当たり 1 個前後の巣穴が点在しており、

島全体での巣穴数は 150 個程度と考えら

れました。2015 年は例年よりも少し繁殖

終了が早かったようで（繁殖が早く始まり、

雛の多くが巣立ってしまったのか、前号に

紹介されたように 2015 年の天売島と同

様に繁殖成績が非常に悪く多くが死に絶え

てしまったのかは不明ですが・・・）、確認

できた雛は 2 羽（1 羽は餓死直後）のみに

留まりました。今後は調査時期を工夫して、

巣穴利用率の調査や雛の計測、餌の調査等

より進んだ調査を進めていきたいと考えて

います。 

 

写真４ オオセグロカモメがはきもどした

ギンポの仲間とカタクチイワシ。 

 

写真５ 鯛島の最上部にある灯台。この灯

台に続く歩道の両側の草むらにウトウの巣

が点在した。 
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写真６ 鯛島のウトウの巣。様子は比較的

天売島のそれと似ている。 

 

 北海道の個体群にばかり注目が集まりが

ちなウトウですが、こうした青森の島々に

存在するウトウの個体群の詳細は今後是非

調べていくべき興味深い研究対象です。今

後、まずは繁殖数の正確な推定調査を行う

とともに、北海道個体群との遺伝的な距離

や津軽暖流の変動など海洋環境と繁殖成績

との関係、越冬場所の解明など様々な謎に

迫っていけたらと考えています。 
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・オホーツク海の Puffin たち 2015 

渡辺 義昭

３．海鳥ニュース 

スーパーエルニーニョ現象が発生している

という 2015 年、初冬のオホーツク海では、

これまで見たことがない海鳥の移動を観察す

ることができました。場所は斜里町宇登呂に近

い、観光名所としても知られているオシンコシ

ンの滝の周辺海上になります。北よりの風が強

く吹き続けている最中のこの場所では、移動中

と考えられる外洋性の海鳥を比較的近くで数

多く観察することができます。これまで外洋性

の小型カモメ類に注目して観察を続けてきま

したが、今期からウミスズメ類にも目を向けた

ところ、多くのツノメドリとエトピリカが通過

していることに気がつきました。 

 観察したのは 12/1 から 12/19の 7 日間、

観察時間は約 16 時間 30 分になります。12/1

は識別に集中したために個体数は正確ではあ

りませんが、合計でツノメドリ 47 羽以上、エ

トピリカ 62 羽以上を確認することができまし

た。

 

ツノメドリ、エトピリカともに単独もしくは

2 羽単位で飛翔し、他種と共に移動することは

ありませんでした（一時的に一緒になることは

あった）。両種ともに推定 2～3km 以遠（識別

できる限界まで）を飛翔し、陸から最も近い場

合でも約 1km 付近より近くを飛ぶことはあり

ませんでした。遠距離のために観察は非常に困

難で、フィールドスコープの倍率を 40 倍程度

に設定し、怪しい個体が飛来すると直ちに 70

倍に変更して追跡するという方法を使いまし

た。 

ツノメドリはこの時期のオホーツク海で最

も数多く見られるハシブトウミガラスと比較

すると、体の大きさは一回り以上小さく見え、

同時に顔と胸から腹の黒と白の見え方が明確

に違っていたため、非常に遠い距離でも識別に

悩むことはありませんでした。同時にツノメド

リはハシブトウミガラスとは飛び方が違って

見えました。翼下面が黒いことと、羽ばたきの

リズムが違うからなのかもしれません。そして

ツノメドリは飛翔速度が遅いようです。遅れて

飛んできたハシブトウミガラスに追い抜かれ

る光景を何度も見ることができました。尚、

12/7 の観察時には遠方の鳥山に突っ込んでい

く個体を 2 度観察しました。おそらくオオセグ

ロカモメ、ヒメウ、少数のハシブトウミガラス

などと共に採食していたと思います。 

一方でエトピリカの識別には大変難儀しま

した。大きめの黒くて太めのウミスズメ類とい

うことでエトピリカであろうことは直ぐにわ

かりましたが、ツノメドリよりも概ね遠い距離

を移動し、じっくりと個体の特徴を観察するこ

とが困難でした。腹部を中心に白っぽく見える

個体が多かったため、同時に比較的近距離で極

小数のウトウも確認していたことから、ウトウ

との識別には本当に悩みました。先崎理之さん
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からアドバイスを頂きながら観察個体数を増

やしていき、最終的には 12/19 に比較的近距

離に着水してくれた腹部が白っぽいエトピリ

カ 1 羽（推定幼鳥）をしっかり確認できたこと

から、エトピリカとウトウの飛翔時の識別にあ

る程度の自信を持つことができるようになり

ました。 

私がエトピリカとウトウの識別点として現

時点で重要視しているのは以下の 3 点になり

ます。 

1. ウトウは白い範囲が広く、胸の付近で

白と黒の境目が比較的はっきり分かれている

のに対し、エトピリカでは腹部中央付近を中心

に白い範囲は狭く、白と黒の境目もぼやけて見

える。 

2. ウトウの体型がスリムなのに対し、エ

トピリカは胴回りが太い。 

3. ウトウの翼はやや短めに見えるのに対

し、エトピリカの翼は長めに見えて羽ばたきが

パタパタと目立つ感じを受ける。 

おそらく今回記録した 62 個体については誤

認していない自信はありますが、今後もエトピ

リカとウトウの違いについてさらに詳細な観

察を積み重ねていきたいと思っています。 

最後になりますが、オシンコシンの滝で海鳥

の観察をするようになって 10 年近くになりま

すが、ツノメドリとエトピリカがこれほど普通

に移動していたことを全く知りませんでした。

両種ともにオホーツク海の北部に繁殖地があ

るため、この状況は珍しいことではなく、今期

だけの特別な出来事ではないでしょう。今まで

の私の観察は抜け穴だらけのザルだったとい

うことです。今後は抜け目ない観察を徹底する

ことを肝に銘じます。

 
写真：一番綺麗に撮れたツノメドリ 1 羽（推定成鳥）：2015 年 12 月 7 日

残念ながらエトピリカの写真は 1 枚も撮影できていない（今後の課題のひとつ）。 
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・1950 年代の天売島(1)  

～天売島の教員になる～  村田英二 

聞き手（長谷部真）

４．天売島の昔話 

村田英二さんと言えば、天売島でウミスズ

メの繁殖を初めて確認した方で、ウミスズ

メ研究の草分け的存在です。僕が海鳥セン

ターにいた時に、天売島でウミスズメの繁

殖個体群が存続しているのを確認し、新聞

でそのことを紹介してもらいました。 

数日後、一通の封筒が海鳥センターに届

きました。送り主はなんと村田英二さんで

した。村田さんがウミスズメの論文を書い

たのは 1950 年代のことでしたので、とて

も驚きました。なぜなら、まだ元気でいる

かもわからなかったからです。思い切って

電話をかけてみると、80 歳を過ぎたとは

思えないほどお元気な声でした。それから

村田さんとの交流が始まり、札幌のご自宅

に訪問し、昔の天売島の話を聞かせていた

だき、貴重な写真をたくさん見せていただ

きました。 

村田さんの貴重な話を記録として残さな

ければなりません。無理をお願いして天売

島の昔話をしてもらうことになりました。 

 

村田英二さんは 1930 年生まれの歌志内

出身です。幼少の頃から自然が好きで、小

鳥（イカル、ヤマガラ）などを飼っていた

ことがありました。1949 年に北海道学芸

大学（師範学校）に進学して生物学を専攻

しました。その頃から、生態学に興味があ

り、北海道大学農学部の犬飼哲夫氏がいた

応用動物研究室に出入りしていました。犬

飼氏から「動物生態学の中で、鳥類の分野

が特に遅れているので、天売島へ行って海

鳥の生態学を研究したらどうか」と薦めら

れていました。村田さんは北海道学芸大学

の寮に入っていましたが、そのとき同部屋

にいた宮川勗氏が天売島出身で、彼から海

鳥の話を聞き大変興味を持っていました。

大学卒業後、中学校教員の初任の地として

天売島を選びました。当時、天売島で教員

免許を持つ教師が少なかったので、歓迎さ

れました。 

 

天羽丸 村田英二 撮影 

 1953 年 4 月 1 日に天羽丸というとて

も揺れる木造船が苫前港を出港しました。

ちょうどニシン漁の最盛期で船は満員でし

た。天売島に到着すると港の岸壁のあちこ

ちにニシンの山がありました。

 

天売中学校の校舎 村田英二 撮影 

当時はニシンが群
く

来
き

ると学校は休みにな

っていましたが、すぐにニシンが群来て、

新任早々学校は休みになりました。教員も

含めて刺し網からニシンを外す作業に 4-5

日追われました。海が時化てニシン漁がで

・村田英二さんとの出会い 長谷部真 
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きない日に、ようやく海鳥を見に行く機会

ができました。 

当時は車などないので、三吉神社から灯

台（現古灯台）まで山道を歩いて行きまし

た。古灯台を越えて少し斜面を下ったとこ

ろの西側（東側にはない）にはウトウの巣

穴がたくさんあり、この斜面にはウミネコ

がたくさんいました。斜面に人影があり、

よく見るとやんしゅう（ニシン漁の季節労

働者）2-3 人が手籠を持って歩きながら、

ウミネコの卵を採取していました。天然記

念物である海鳥繁殖地で卵を採るのはよく

ないので、天売島の駐在に話し注意しても

らったら、卵の盗掘は減りました。天売村

が羽幌町に合併された 1955 年に、羽幌町

教育委員会教育長に話し、1956 年に天然

記念物の海鳥繁殖地である標識を作っても

らい、古灯台などに村田さんらが 2 本建て

ました。1956 年に村田氏と小学校・中学

校の校長、役場職員の 5 人で監視員になり

ました。さらに北海道林務部猟政課にかけ

あい、1957 年に海鳥繁殖地を狩猟禁止区

域にしてもらいました。（つづく） 

 

天然記念物の標識と古灯台 

1956 年 村田英二 撮影 

 

 

5．おしらせ 

 

2016 年もサントリー世界愛鳥基金より

助成金が得ることができましたので、5-7

月に礼文島での海鳥調査活動を継続します。 

 

 この度は多くの投稿ありがとうございま

した。どの記事も内容が充実していて、読

んでいてとても勉強になりました。会報誌

は年 2 回の発行ですので、次号は 2016

年の秋になります。内容は新しいものでも

古いものでも構いませんので、今後も記事

の寄稿をよろしくお願いします。 

 

http://hseabirdconservati.wix.com/hs

eabirdconservg 

 ホームページはまだまだ作り途中です。

ご要望・修正・内容の追加などありました

らご連絡願います。 

・ホームページが新しくなりました 

・会報誌『北の海鳥』について 

・助成金について 
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