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マグロじゃないよ
ブリだよブリなんだよ

11-12 月号 CONTENTS
・ TORI TOPICS Oct.→Nov.
・ 鴨池のいきもの １２月
・ イベントあるよ！
・ 裏面ふろくは坂網です

起
こさ
れた
ー
！
鴨池の
いきもの
12月

意外と知られていないのが
「坂網をどう使うのか」です。

１０月

カイツブリ

かぶってるみたいな鳰ってことなんだよ。今の
オレらのカッコ見てもあんまりピンとこねえ
かもしんないけどさ、春から夏のオレらは
けっこうそれっぽいわけよ。オレら春夏は
鴨池にいねえけどな！もともとオレらは秋
冬にしか日本にいねえ冬鳥カテゴリだった
んだよ。でもな、５０年くらい前から春夏
にも日本国内にいて子育てしてるのが
あちこちで見つかるように

冬羽のすがた

オスもメスも
このすがたなのだ！

なってんだ。そのうち鴨池
でも子育てするかもしん

②下から上へ

坂網の正しい使い方は

投げ上げる

どれでしょう？
正解は裏面で！！

１１月

ツバメってつくけどツバメじゃない

ねえぞ！？なんてな！

としたカモくらいある。だから、鴨池にいるとあの妙に白くてくちばし

↓鴨池よりも北の方で
夏を過ごすショウドウツ
バメが渡りの途中に立
ち寄ったようです

ちょっと鴨池に立ち寄りました！

じゃ群れてるらしいけど、オレは孤高を貫いてる。目立っていいだろ？
オレらカイツブリだからもちろん魚食うのよ。しょっちゅう潜るよ。次

ショウドウツバメ

どこ出てくるかちゃんと探せよな！沖にいること多いからちょっと遠い
けどな！白っぽいからすぐわかるよな！夏場は鴨池じゃなくて近くの柴

ハリオアマツバメ

んです。
軽々とオオバ
ンをつかんで飛び
去っていきました。
貫禄ありますねぇ！

１０月から１１月の鴨池で確認された
鳥たちは↓↓こちら↓↓

オオヒシクイ 亜種ヒシクイ マガン コブハクチョウ コハクチョウ
↑何しろ飛ぶのが速い！
ツバメに比べると翼が細 アメリカコハクチョウ オシドリ オカヨシガモ ヨシガモ ヒドリガモ
長く鎌のようなかたちを マガモ カルガモ ハシビロガモ オナガガモ トモエガモ コガモ
しています。
ツバメじゃ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ ミコアイサ

のとんがったカモはなんだ！？ってびっくりされたりするんだな。他所

絶賛求愛中

夏羽のすがた

冬羽とは
えらい違う

←ぶわーっと
ひろげる
←ぐーっと
のばす

→なきかわす

さらに求愛時には

山潟にいるから夏羽のファンキーなオレ↓も絶対見てくれよな！！

次の３つのうち、

◯オカヨシガモ初認 （６日）
◯ミコアイサ・ツグミ初認
◯オオヒシクイ初認 （７日）
アトリ・マヒワ・イスカ群上空通過 （１日）
◯スズガモ初認 （８日）
◯コブハクチョウ幼鳥確認 （１３日）
◯コハクチョウ初認
◯アメリカコハクチョウ確認 （１９日）
ハリオアマツバメ確認 （９日）
◯クマタカ、オオバン捕食 （１２•２９日）
◯ショウドウツバメ確認 （１１日）
◯チュウヒ、オオバン捕食
◯シロハラ初認 （１４日）
（１８•２２•２７日）
◯クマタカ初認 （１９日）
◯ジョウビタキ初認 （２４日）
◯トモエガモ・カシラダカ初認 （２５日）
◯アトリ大群確認 （２８日）
→はい、
今年もやって
きましたクマタカさ
◯アトリ・イスカ群上空通過 （３１日）

オレらは日本にいるカイツブリの中で一番カラダがでかいんだ。ちょっ

→わさーっと
たてる

はい、ここで問題！！！

＊１０月から１１月の鴨池にいた鳥 ・来た鳥 ・事件などなどダイジェストでご紹介します！

カンムリカイツブリってカタカナはさ。頭に冠

刈り上げの短い
モヒカン風
↓

ように振る

TORI TOPICS Oct.→Nov.

スペース取らなくてよくね？長いんだよな、

イベントあるよ！
ガンの飛び立ちをみよう
12 月 27 日（日）6:30〜8:30
今年度はすべてのイベントを中
止にしましたが、
これだけはなん
とか開催したい…！感染症対策
のため、
注意事項をよくご確認の
上お申し込みをお願いします。

※事前のお申し込みが必要です。１２月２５日まで受付けます。
※定員があります。１組につき最大４名まで、７組で締め切ります。
※事前申し込みのない方の当日参加はできません。
※来館時はマスクをご着用ください。
※当日に 37.5℃以上の熱や、激しいせき・くしゃみなどの症状が
ある方は事前申し込みされていてもご参加いただけません。
※早朝の館内は寒いので、防寒対策を万全にとってお越しください
※双眼鏡や望遠鏡をお持ちの方はご持参いただくとより安心です。
※参加費は無料 ( 別途入館券をお買い求めください。
大人３５０円・７５歳以上１７０円・高校生以下は無料です )。

カイツブリ カンムリカイツブリ ドバト キジバト アオバト カワウ
アオサギ 種ダイサギ 亜種ダイサギ 亜種チュウダイサギ チュウサギ
コサギ
バン オオバン ハリオアマツバメ タシギ
ミサゴ トビ チュウヒ ハイタカ オオタカ ノスリ クマタカ

アトリ

カワセミ ハヤブサ
↑秋の渡り途中にお
立ち寄りのようです。
今年は鴨池上空が渡
りのルートだったの
か、
大群がわーっと来
てわーっと去ってい
きました。

上通りまーす

イスカ

※観察館HPから
Web予約もできます
イベント→自然観察イベント
→予約する と進んでね

※今後の感染拡大状況によって中止とする場合があります。

ない、
アマツバメだ！

この中に３羽いるよ♪
↓赤っぽいのがオス、
黄
緑っぽいのがメス。
この
子たちも渡りの途中に
わーっと通りすぎていき
ました。

③すくい上げる

坂網猟が始まったわけですが、

「鰤起こし」が鳴り響くとそろ
そろ初雪…いやまだちょっと早
いかな？どうなる？この冬！！

冠鳰 って漢字で書いた方が

かぶせるように振る

今年も１１月１５日から
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ぶっちゃけ

Podiceps cristatus
カイツブリ目カイツブリ科
カンムリカイツブリ属
Great crested grebe

唐突に
クイズだッ

①飛んで来たカモに

モズ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス ヤマガラ シジュウカラ
ショウドウツバメ ツバメ コシアカツバメ ヒヨドリ ウグイス エナガ
メジロ クロツグミ マミチャジナイ シロハラ アカハラ ジョウビタキ
ノビタキ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ アトリ カワラヒワ
マヒワ イスカ ホオジロ カシラダカ アオジ
（以上７３種）
※色つきの種名はこの期間注目！！だった鳥です。
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Twitter・Facebookで
最新ニュースお届け中！
Facebookはアカウント
なしでも見られます
！
！

櫻井佳明 中野夕紀子

指や紙などで
〒９２２−０５６４
片方を隠すと
読みとり
石川県加賀市片野町子２−１
やすいよ！
TEL：０７６１−７２−２２００
FAX：０７６１−７２−２９３５
E-mail：kamoike@kagashi-ss.co.jp
URL：www.kagashi-ss.co.jp/kamoike

Twitter

Facebook

かもいけつうしん

大聖寺藩332年の秘技！！

坂網はこう投げる
おもて側のクイズの答えがこちら。
ベテラン猟師さんのお手本映像から
コマ送り方式で一連の流れをご紹介。
これを見れば坂網の使い手になれる…
かも！？右から左へ順に見ていってね！

網を前に倒した状態で腰を落とし、姿勢を低くした
ままカモが飛んで来るのを待ちます。膝は地面に
つけません。

網を垂直に保ったままさらに腰を上げ…

ざっくりと
ぼくらトモエガモは
非狩猟鳥だから猟師さん
たちはぼくらには網を
投げないのだ！

カモが自分の場に飛んで来るのに合わせ、素早く
網を起こします。

ここで左手がカセから離れます。網は垂直のまま
です。
カセ

ハザオ

坂網はこんなかたち

コザル
クムギ

カセジリ

カセ
約180cm
メタ

約180cm
カセジリにひとさし指
を当てて持つ

350〜380cm

まだまだ起こします。

膝を伸ばしながらさらに体勢を高くし…

カセ

※重さは
800g前後

ほぼ垂直まで起こすと同時に腰を上げはじめ…

大きく伸び上がる力を利用し、右手の人差し指
でカセジリを押し出すように網を真上に投げ上
げます。
いや、これ楽勝でしょ？と思う人もいるかもしれませんが、
猟師さんたちはこれを

薄暗い夕闇の中
雨の日でも雪の日でも
明かりを一切点けずに
投げ上げます。

カセジリから指が離れる瞬間。網はほぼ垂直です。
慣れないうちはなかなかまっすぐ上げることがで
きません。

腕も体も大きく伸びています。全身を使って投げ
ているのがわかります。もうおわかりですね。

おもて側のクイズの正解は②でした！！

カセが見えています。このあたりでおよそ１０mほど。
この１１枚の画像のはじめから終わりまでが約１秒。
これだけ素早くてもカモが勘づいて直前で高く飛んだ
りUターンしたりして逃げられることもよくあります。

早すぎる→カモにかわされる
遅すぎる→網の上辺にカモの体が
当たるだけで首が網にからまない
＝カモを捕まえられないのだ！

上げるタイミングが早すぎても遅すぎてもだめ。
さらに飛んで来るカモの高さを予測して力加減を
する。
これらも瞬時に判断しなくてはなりません。
…武士の鍛錬として奨励されるはずです。
頭脳戦と体力勝負が同時進行する坂網猟、来年２月１５日ま
で休みなく続きます。

