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とびっきり野鳥講座
〜

鳥にも人にも優しい限定6名の探鳥会 〜

天売島集合・解散の野鳥観察会です。
5月の天売島には、北へ向かう多くの渡り鳥が羽
を休め、野鳥観察をするには絶好の場所です。カシ
ラダカ、オオルリ、センダイムシクイなどが道路脇
や庭先、あるいは畑など、人々の暮らしのすぐそば
に普通に観察できます。そのなかには、国内ではほ
とんど目にできない珍鳥が含まれることも珍しくあ
りません。そんな絶好のフィールドを、天売島野鳥
歴36年の寺沢孝毅をはじめとするプロガイドがご案
内します。初心者も大歓迎です。鳥を見はじめたば
かりの方も
安心してご
参加くださ
ヤツガシラ（2018.3.23）
い。
渡り鳥の他にウミネコ、ウミウ、ウトウな
ど、抱卵時期を迎えた多くの海鳥たちも観察す
ることができます。
札幌から羽幌までは、札幌バスターミナル発
10:00の沿岸バス「特急はぼろ号」の利用が便
利です。現地集合・解散なので、先に天売島に
入っていてもよし、解散後に数日残ってもよ
ウトウ．５月中旬以降から魚を運ぶ
し 。 焼 尻 島 に 立 ち 寄 る の も い い アイ ディア で
しょう。
****************************************************************************************************************
１、探鳥場所
北海道羽幌町・天売島
２泊３日 天売島集合・解散
２、日程・募集人数
GW ① 4/29〜5/1
ほか ② 5/7（金）〜5/9（日）
各先着６名
宿泊の手配は各自行って下さい。
宿泊施設は原則自由です。
1

とびっきり野鳥講座 2021

３、参加費
22,000円（傷害保険代、ガイド料・講師代などのプログラム費）
宿泊費・昼食代は含まれません。
※代金のお振込案内をしますので、ご入金いただいた時点でご予約完了となります。

４、講 師
天売島の野鳥に詳しいプロガイド
５、企 画・主 催
（有）ネイチャーライヴ
６、基本プログラム
日程
第１日目 15:50
16:00
17:30
18:50
20:20
第２日目

6:00
8:00

プログラム内容

留意事項

海の宇宙館集合
バードウォッチング
宿着
ウトウ帰巣ナイトガイド出発
宿着

15:35天売着フェリーで下
船の人は、当社スタッフが
お出迎え・送迎。宿の車が
荷物を運搬します。

早朝バードウォッチング
宿着

10:00

海の宇宙館集合
バードウォッチング
12:00 昼食（各自で自由にお食べ下さい）
13:30 バードウォッチング
15:30 海の宇宙館
スライド＆トーク
16:30 宿へ移動（自由時間）
18:50 ウトウ帰巣ナイトガイド出発
（オプション・別途料金がかかります）
20:20 宿着
第３日目

6:00
8:30
9:30
9:50

早朝バードウォッチング
宿着
海の宇宙館集合、講座のまとめ
解散
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プログラムは、天候の状況
により変更や入れ替えをし
ます。ベストコンディショ
ンで野鳥観察ができるよう
にするためであり、あらか
じめご了承ください。
気温は10℃台であり、風が
吹くと体感温度がかなり下
がります。防寒着は十分に
ご用意下さい。関東の真冬
並みとお考え下さい。
9:50解散後は、10:25天売
発フェリー乗船の人を当社
スタッフが港まで送迎。
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７、キャンセル、その他
キャンセル料は、開催日の7〜4日前は代金の20%、3〜2日前は50%、当日は100%を
申し受けます。また、波の高さが３m以上になると定期船が欠航する場合があります。第
１日目の15:35天売島到着便が欠航した場合は、イベント参加のキャンセルを申し受けま
す。なお、２日目からの参加も可能です。その場合は１日目を除くプログラム費をいただ
きます。
８、お問い合わせ・連絡先
〒078-3951 北海道苫前郡羽幌町大字天売字相影110
担当 寺沢 則子
TEL / FAX 01648-3-9001
海の宇宙館 090-4876-9001
イベント予約専用・090-1520-1489
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(有)ネイチャーライヴ
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参考資料

５月にこれまで記録がある鳥類（2018年４月現在）

カモ目カモ科
インドガン、オオハクチョウ、オシドリ、マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、シノリガモ、ウミアイサ
カイツブリ目カイツブリ科
カンムリカイツブリ、カイツブリ
アビ目アビ科
オオハム、シロエリオオハム
カツオドリ目ウ科
ヒメウ、ウミウ
ペリカン目サギ科
ゴイサギ、アマサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ
カッコウ目カッコウ科
ツツドリ、カッコウ
アマツバメ目アマツバメ科
アマツバメ
チドリ目セイタカシギ科
セイタカシギ
チドリ目シギ科
オオジシギ、タカブシギ、キアシシギ、トウネン、ヒバリシギ
チドリ目カモメ科
ユリカモメ、ウミネコ、シロカモメ、オオセグロカモメ、クロハラアジサシ
チドリ目ウミスズメ科
ウミガラス、ケイマフリ、ウミスズメ、ウトウ
タカ目タカ科
トビ、オジロワシ、オオタカ、サシバ
ブッポウソウ目ブッポウソウ科
ブッポウソウ
サイチョウ目ヤツガシラ科
ヤツガシラ
キツツキ目キツツキ科
アリスイ、コアカゲラ、アカゲラ
ハヤブサ目ハヤブサ科
ハヤブサ
スズメ目コウライウグイス科
コウライウグイス
スズメ目サンシ ョウクイ科
サンショウクイ
スズメ目オウチュウ科
オウチュウ
スズメ目モズ科
チゴモズ、モズ、アカモズ
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スズメ目カラス科
ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
スズメ目シジュウカラ科
ヤマガラ、コガラ、ヒガラ、シジュウカラ
スズメ目ヒバリ科
ヒメコウテンシ、ヒバリ
スズメ目ツバメ科
コシアカツバメ、ツバメ
スズメ目ヒヨドリ科
ヒヨドリ
スズメ目ウグイス科
ウグイス、ヤブサメ
スズメ目エナガ科
エナガ
スズメ目ムシクイ科
ムジセッカ、カラフトムシクイ、オオムシクイ、エゾムシクイ、センダイムシクイ
スズメ目メジロ科
メジロ、チョウセンメジロ
スズメ目センニュウ科
シマセンニュウ、エゾセンニュウ、オオヨシキリ、コヨシキリ
スズメ目レンジャク科
キレンジャク、ヒレンジャク
スズメ目ミソサザイ科
ミソサザイ
スズメ目ムクドリ科
ムクドリ、コムクドリ、ホシムクドリ
スズメ目ヒタキ科
トラツグミ、マミジロ、クロツグミ、マミチャジナイ、シロハラ、アカハラ、ツグミ、カラアカハラ、コマドリ、ノ
ゴマ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ノビタキ、イソヒヨドリ、ヒメイソヒヨ、エゾビタキ、サメビタキ、コサメビタキ、
マミジロキビタキ、キビタキ、ムギマキ、オジロビタキ、オオルリ
スズメ目スズメ科
ニュウナイス ズメ、スズメ
スズメ目セキレイ科
ツメナガセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイ、マミジロタヒバリ、コマミジロタヒバリ、ビンズイ、ムネアカタヒ
バリ、タヒバリ
スズメ目アトリ科
アトリ、カワラヒワ、マヒワ、ベニヒワ、ベニマシコ、アカマシコ、オオマシコ、シメ、ウソ
スズメ目ホオジロ科
ホオジロ、シロハラホオジロ、キマユホオジロ、ホオアカ、コホオアカ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、アオジ、ク
ロジ、オオジュリン
計137種（その年や時期によって出現する種は変動します）
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「とびっきり野鳥講座」
参加申込用紙（FAX用）
有限会社

■申込期日
■申込日

とびっきり野鳥講座（
2021 年

■宿泊施設

月

月

日〜

日）に申し込みます。

日

（

■申込代表者

月

ネイチャーライヴ 行
FAX. 01648-3-9001

）
ご氏名（

）

■参加者氏名
参加者氏名

住

所

代表者

電話／携帯／FAX番号
電話
携帯

生年月日

年齢

FAX
mail

生年月日

年齢

生年月日

年齢

生年月日

年齢

生年月日

年齢

■ご予定、ご希望
天売島到着予定日
月
※

乗船予定の便（天売着時刻）

日

羽幌までの交通
自家用車・バス・他

羽幌港には無料駐車場があります。

■その他のご希望、連絡事項があればご記入下さい
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