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還暦を迎える愛鳥週間 
－ 第60回目の愛鳥週間（バードウィーク） 関連イベント 取材・報道のお願い － 

 

 

■ 還暦を迎える愛鳥週間 

今年も５月の愛鳥週間（10～16日）が近づいてきました。

今年は1947年の「バードデー（Bird Day）」制定から数えて

第60回目となります。 

■ 飛躍的に増えたバードウォッチング人口 

この60年間で日本野鳥の会の会員数は約150人から約

46,000人と300倍以上になり、当時は一部の文化人の趣味

や研究者のものであったバードウォッチングが、今では幅

広い人々の趣味として飛躍的に普及しました。地球環境保

全の面からの野鳥への注目度も高まっています。 

■ 望まれる保護対策 

しかし、保護の状況を見ると楽観できません。1998年に、

日本産鳥類約700種のうち13％にあたる90種に絶滅のお

それがあるとされました（環境省レッドデータブック）。 

生息環境に目を向けると、例えば日本全国の干潟の面積

はこの60年間で埋立などにより82,621haから49,380haに

減少し、40％以上が消失しました（環境省・自然環境保全基

礎調査）。国際的な状況を見ても、重要な生息環境である世

界の熱帯林は1960～1990年の間に450万km2（日本の国土

面積の12倍）が消失しました（国連食料農業機関）。ヨタカ、

サンショウクイ、アカモズなどの渡り鳥の減少が著しいのは、

東南アジアの熱帯林の減少が原因ではないかと言われて

います。生息環境はこの60年間で年々悪化し、保護対策が

望まれます。一方で35年前に野生個体が消滅したコウノトリ

の野生復帰が昨年始まるという明るい話題もあります。 

■ イベント・キャンペーン広報のお願い 

60回目という年に野鳥保護の歴史を振り返り、野鳥を愛す

る人が今後さらに増えるよう当会では別紙のイベントを企画

しました。これらの取組みが自然環境の保護につながれば

と考えています。つきましては、報道関係各位の記事掲載・

報道をお願い申し上げます。

 

 

 添 付 の 資 料  

１．愛鳥週間の由来 

２．野鳥保護６０年間の動き 

 

 添付のイベント・キャンペーン御案内  

１．日本最大級の野鳥イベント 

「東京バードフェスティバル2006」 

バードウォッチングの様々な楽しみ方を多くの方

に知っていただくために、2日間にわたって開催しま

す。毎年開催される最大級の野鳥イベントです。講

演会、コンサート、トークショー、観察会などイベント

盛りだくさん。 

関連資料：「トークショー：『日本野鳥の会』の 

創設者・中西悟堂の足跡をたどる」 

バードフェスティバルの中で開催。日本野鳥の会

の創設者の昭和初期からの数々の活動を語ります。 

 

 

２．一杯のコーヒーから地球環境を守る 

「バードフレンドリーコーヒー」試飲キャンペーン 

「バードフレンドリーコーヒー」は地球環境と動植物

保護に配慮して栽培されたコーヒーです。 

１杯のコーヒーを飲むことから地球環境保護を始

めるキャンペーンを実施。全国のバードサンクチュ

アリでバードウォッチングをしながらコーヒーを試飲。 

付属資料：全国試飲キャンペーン実施一覧 

３．会誌「野鳥」１万人プレゼントキャンペーン 

多くの方々に野鳥の世界の素晴しさを知っていた

だくために、当会会誌「野鳥」を１万人に無料プレゼ

ントします。 

４．子ども向け冊子「野鳥のせかいへの 

パスポート」のプレゼント 

子どもたちにバードウォッチングの楽しさを知って

いただくための冊子を無料配布。家のまわりで使え

る観察シートなど親しみやすい内容になっています。

 

【財団法人日本野鳥の会について】 

1934 年に中西悟堂により創設され、1970 年に財団化。「野鳥も人も地球のなかま」を合言葉に、野鳥や自然に親し

みながら、自然を守る活動を続けている NGOです。会の多岐に渡る活動は全国８９の支部と約52,000 人の会員サポ

ーターに支えられています。会長：柳生博。 

 

●当資料についてのお問い合わせ先： 

 （財）日本野鳥の会 サンクチュアリ室 東陽一 

  〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1 小田急西新宿ビル１階 

  TEL 03-5358-3517  FAX 03-5358-3608  Ｅメール azuma@wbsj.org

 



 資 料 １    

「愛鳥週間」の由来 

～占領政策から生まれた愛鳥週間～ 
2006年４月２０日 

日本野鳥の会まとめ 
 

 「愛鳥週間」はアメリカの「バードデー」（Bird Day）に由来しています。日本では、戦後、野鳥の

少なさを憂慮した連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が、野鳥についての正しい知識の普及を日本政府に勧告

したことで始まりました。由来と制定の経緯をまとめました。 

 

 

■アメリカの「バードデー」（Bird Day）の由来 

・1894年（明治27年）、アメリカ・ペンシルバニア州オイル市の教育長バブコック氏が森林生態系の一

員である小鳥を守ろうと「バードデー」（Bird Day）制定を提唱したのが始まり。当時アメリカではこ

の時期に毎年植樹祭が行われていたが、バブコック氏は害虫を捕食し、種子を散布する鳥類は森林に

欠かせない存在と考え、野鳥保護も広めようと考えた。 

・その後、1910年頃からアメリカ全土に拡大し、毎年４月１０日がバードデーとなった。 

 

■日本におけるバードデー成立に至る経緯 

・1946年、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）天然資源局野生生物科長の０・Lオースチン博士が来日し、日

本の野鳥生息と保護の現状を調査した。木々を薪炭にするために山野が荒廃し、野鳥が少なく、農林

業上徹底した野鳥の保護を図る必要があることを調査団は指摘した。 

・当時、各地でカスミ網による野鳥猟が盛んに行われ、大量の野鳥が捕獲され食用にされていた。オー

スチン博士は「日本の山野に鳥がいなくなる。害虫がはびこり森林や野菜も朽ちる。」と述べ、ＧＨＱ

はカスミ網猟の禁止を日本政府に勧告した。翌年、カスミ網猟は禁止された。 

・1947年に文部省の主催で鳥類保護連絡協議会が開催され、オースチン博士の提唱で「鳥類についての

正しい知識と愛護思想の普及」を目的にバードデーの制定が決定された。協議会には日本野鳥の会も

幹事として参加した。 

 

■「第1回バードデーのつどい」と関連のイベント 

・1947 年 4 月 10 日に日比谷公会堂で開催され、オースチン博士の講演や映画上映などが行われ、ＮＨ

Ｋが実況録音を放送した。 

・日本野鳥の会では探鳥会を開催し、東京科学博物館や上野動物園では展覧会が開催された。 

・教科書で愛鳥をテーマにした内容を掲載する普及活動も行なわれた。 

・日本鳥学会ではキジを国鳥に制定した。 

 

■愛鳥週間（バードウイーク）への変更 

・1950年より、5月10日から一週間を愛鳥週間と変更された。 

・日本は南北に国土が広がっているため、当初の４月１０日では北の地方にまだ積雪が残っているとい

うことで１ヶ月後にずれた。１週間になったのはより多くの人に知ってもらうためである。 

 

【 参考資料 】 

・「野鳥」誌 1947年4月号、同年8月号、1950年3月号など 

・「野鳥と共に80年」松山資郎著 1997年           

・「愛鳥譜」黒田長久著 2002年      

・「中西悟堂の空」小林照幸著 2006年 



 

資料２

2006年４月20日　日本野鳥の会作成

年 国内の動き 国際・海外の動き

1894（明治27） ・アメリカ・ペンシルバニア州でバードデー始まる

1946（昭和21）
・連合国軍総司令部（ＧＨＱ）天然資源局が日本の野鳥の生息状況を調査。
　日本における野鳥の少なさと、保護の必要性を指摘。

1947（昭和22） ・ＧＨＱが日本政府に鳥類保護の必要性、カスミ網猟の禁止を勧告。

・ＧＨＱのオースチン野生生物科長より政府にバードデー設定が提案される。

・４月１０日に「第１回バードデーのつどい」が開催される。

・日本野鳥の会が戦争で中断していた活動を再開。会員数約150人。
　年会費60円。支部数12。

・狩猟法が改正され、カスミ網による野鳥猟が禁止される。しかし、カスミ網
　の所持・販売は禁止されないため、密猟は後を絶たなかった。

1950（昭和25）
・従来の「バードデー」を「愛鳥週間（バードウィーク）」に改称。
　期間は５月10日から１週間となる。

1963（昭和38）
・日本野鳥の会が鳥獣保護法の立法化に尽力。狩猟法が改正され、「鳥獣保護
　及ビ狩猟ニ関スル法律」となる。

1971（昭和46）
・環境庁が設置される。
・日本国内の野生コウノトリが消滅。

・ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に
　重要な湿地に関する条約）が採択される。

1972（昭和47）
・自然環境の保全に関する基本的事項を定めた「自然環境保全法」が
　施行される。

・日米渡り鳥条約が調印される。
　翌年には日ソ渡り鳥保護条約が調印される。

・絶滅のおそれのある鳥類種の保護を目的に「特殊鳥類法」が施行される。
・地球上の様々な文化遺産、自然遺産の保護を目的に
　「世界遺産条約」が採択される。

1973（昭和48）
・ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の
　種の国際取引に関する条約）が採択される。
　日本は1980年に批准。

1974（昭和49） ・日豪渡り鳥保護協定が調印される。

1980（昭和55） ・ラムサール条約に日本が批准する。釧路湿原が日本で最初の登録湿地となる。

1981（昭和56）
・日本初のバードサンクチュアリであるウトナイ湖サンクチュアリを日本野鳥の会
　が北海道に開設する。

・日中渡り鳥条約が調印される。

・ヤンバルクイナが沖縄本島ヤンバルで新種発見される。

1983（昭和58） ・自治体が設置するサンクチュアリのさきがけである「福島市小鳥の森」が開設。

1987（昭和62）
・日本野鳥の会がタンチョウ保護を目的に「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ」
　を北海道に開設する。

1989（平成元）
・環境庁が日本初のレッドデータブック（日本の絶滅のおそれのある野生生物リス
　ト）を発表。日本産鳥類約700種のうち54種（約8％）が絶滅危惧種に。

1990（平成２）
・鳥獣保護法が改正され、野鳥密猟に利用されていたカスミ網の所持・販売・頒布
　が禁止される。

1992（平成４）
・世界遺産条約に日本が批准する。翌年白神山地と屋久島が日本で最初の自然
　遺産に登録。

1993（平成５）
・地球規模の環境政策の新たな枠組を示す基本法として「環境基本法」が施行。
・国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために「種の保存法」が施行。

・生物多様性保護を目的とした生物多様性条約が
　採択される。

1995（平成７）
・生物多様性の保全と持続可能な利用のために「生物多様性国家戦略」が策定
　される。

1996（平成８）
・ﾗﾑｻｰﾙ条約締約国会議において東アジア・オースト
　ラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワー
　クが発足する。日本では06年までに６ヶ所を登録。

1997（平成９）
・諫早湾（長崎県）が干拓事業により潮受け堤防で締め切られる。干潟保護の
　世論が高まる。

・北東アジア湿地水鳥保護国際ワークショップで北東
　アジア地域ツル類重要生息地ネットワークが発足。
　日本では06年までに５ヶ所が登録地となる。

1998（平成10）
・環境庁がレッドデータブックの改訂版を発表。絶滅危惧種が増え、日本産鳥類
　約700種のうち90種（約13％）に。

1999（平成11）
・藤前干潟（愛知県）の埋立て計画が撤回され、保護が確定する。 ・ラムサール条約締約国会議において東アジア地域

　ガンカモ類重要生息地ネットワークが発足する。
　日本では06年までに15ヶ所が登録地となる。

2001（平成13） ・環境庁が環境省に昇格する。

・アジア版鳥類レッドデータブックを環境省が作成。

2002（平成14） ・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令」が施行される。

2003（平成15） ・過去に損なわれた生態系を回復することを目的に「自然再生推進法」が施行。

・トキ保護センターで日本産最後のトキが死亡

2004（平成16）
・日本野鳥の会が国際基準に則ってＩＢＡ（重要野鳥生息地）を日本国内から
　167ヶ所を選定する。

・バードライフインターナショナルによってアジアの
　ＩＢＡ（重要野鳥生息地）約2000ヶ所が選定される。

2005（平成17）
・1971年に野生個体が消滅したコウノトリの野生復帰に向けて兵庫県で試験放鳥
　が始まる。

2006（平成18） ・第60回愛鳥週間。

　日本野鳥の会の会員・サポーター数は約52,000人。年会費5,000円。支部数89。
　会員数は60年前とくらべて約300倍以上、支部数は7倍に。

野鳥保護６０年間の動き
 

 

 



 イベント・キャンペーン１    

日本最大級の野鳥イベント 

「東京バードフェスティバル２００６」開催 

～歩いて旅する野鳥の世界～ 

 

バードウィークに合わせて「東京バードフェスティバル」をこれまで2回開催し、バードウォッチン

グの様々な楽しみ方を提案してまいりました。おかげさまで日本最大級の野鳥イベントとなりました。 

今回のテーマは「歩いて旅する野鳥の世界」です。現代社会は、車や電車などの乗り物を使った生活

が日常となっています。そんな急ぎ足の毎日を見直して、ゆっくり歩く休日を過ごしてみてはいかがで

しょうか。歩くことで時間の流れや視点が変わると、今まで気がつかなかった足元の自然や野鳥の姿が

見えるようになります。それは、地域の魅力を再発見するきっかけにもなるでしょう。 

 

開催概要 

◆名称： 東京バードフェスティバル２００６ 

◆会場： 都立東京港野鳥公園   〒143-0001 東京都大田区東海3-1 

                  東京モノレール「流通センター駅」下車徒歩15分 

◆日時： 2006年5月13日（土曜日）14日（日曜日） 

      フェスティバル開催時間 10:00-16:00 （開園時間  9:00-17:00） 

◆来場者数： 昨年実績１万人 

◆料金： バードフェスティバル期間中のみ入園無料  ＊通常入園料300円 

◆主催： 東京バードフェスティバル実行委員会 

実行委員会構成団体 （財）日本野鳥の会・（財）東京港埠頭公社・（社）日本望遠鏡工業会 

◆共催： 東京都 

◆内容：   詳細については、別添チラシをご覧ください。 

○トークショー、鳥や自然の観察会、イラスト教室など 

  ・トークショー「歩いて見つける旅の楽しみ」 出演：江戸家小猫・柳生博 

  ・「バードウォッチング体験と入門講座」 講師：安西英明 

  ・講演会「人と自然をつなぐ道をつくろう」 出演：小川巌・柳生博 

  ・「第３回野鳥ウルトラクイズ」 

○市民団体・企業・行政によるブース出展 

  ＮＰＯ・ＮＧＯなどの市民団体、双眼鏡やアウトドアなどの企業、自然環境保全に取り組む行政

がブース出展します。約７０を予定。海外からの出展もあります。団体の取組みや野鳥・自然関

連グッズや観察機器の紹介、販売を行います。 

◆公式ホームページ： http://www.birder.jp/tbf/tbf-top.htm （随時更新） 

※検索サイトにて「東京バードフェスティバル2006」にて検索可能 

 

●お問い合わせ先：東京バードフェスティバル実行委員会事務局 

〒135-0064東京都江東区青海二丁目43番地 青海フロンティアビル10階 

 財団法人東京港埠頭公社公園事業部内 

TEL：03-3599-7463（月～金）  FAX：03-3599-7493  メールアドレス tbf@tptc.or.jp 

 

●企画に関するお問い合わせ先 

〒151－0061 東京都渋谷区初台1-47-１ 小田急西新宿ビル１Ｆ 

財団法人日本野鳥の会 普及室 担当：岡本 

TEL：03-5358-3516（月～金） FAX：03-5358-3608 



 

 関 連 資 料  

 

トークショー「『日本野鳥の会』の創設者・中西悟堂の足跡をたどる」 

～バードウォッチングの原点を探り、これからを考える～ 

 

◆概要 

   東京バードフェスティバルの中で開催するトークショーです。第60回愛鳥週間という節目の年に

探鳥と野鳥保護の歴史を振り返り、これからのあるべき姿を語ります。 

 

◆日時 

５月14日（日）13:00～14:00 

 

◆会場 

  東京港野鳥公園 ネイチャーセンター視聴覚室 

 

◆出演 

西村 眞一 氏（日本野鳥の会東京支部長） ・ 松田 道生 氏（野鳥研究家） 

 

◆内容 

   約７０年前の１９３４年（昭和９年）に中西悟堂は『日本野鳥の会』を創設し、日本で最初の「探

鳥会」を開催しました。一般大衆が「野鳥を見て親しむ」きっかけができ、現在のバードウォッチ

ングはここから始まったと言えます。 

また、当時の欧米のバードウォッチング団体は野鳥の捕獲反対から始まりましたが、日本野鳥の

会は「野の鳥は野に」という考え方に加え、野鳥を文化としてとらえ普及していこうと言う欧米に

はない考え方がありました。先駆者の昭和初期からの数々の活動を語り、歴史を知ることにより、

これからのバードウォッチングのあり方についても語ります。 

 

◆中西悟堂について 

  歌人、詩人、野鳥研究家。日本野鳥の会創設者。1895年（明治28年）生。 

野鳥と昆虫の生態を研究して「虫・鳥と生活する」（昭和７年）を出版。 

1934（昭和９）年に日本野鳥の会を設立、会誌「野鳥」を創刊する。野鳥を「捕る」「飼う」「食べ

る」が当たり前だった時代に「野の鳥は野に」を旗印とし、「鳥の科学と芸術との交流」を目指し、

鳥類保護に尽力する。 

野鳥に関する著述と活動によりエッセイスト・クラブ賞（昭和31年）、読売文学賞（昭和43年）を

受ける。野鳥保護、自然保護の実績から紫綬褒章、勲二等瑞宝章を受ける。 

1984年（昭和59年）89歳没。 

現在、新潮社の季刊誌「考える人」で「中西悟堂の空」が連載中（執筆・小林照幸氏）。 



 

 イベント・キャンペーン２    

 

一杯のコーヒーから地球環境を守る  

～「バードフレンドリー
○Ｒ

コーヒーを飲みながらバードウォッチング」全国キャンペーン～ 

 

 アメリカのスミソニアン渡り鳥センターでは、環境と動植物保護に配慮して栽培されたコーヒーを「バ

ードフレンドリー○Ｒコーヒー」と認証しています。１杯のコーヒーを飲むことから地球環境保護に貢献

することができます。日本野鳥の会では、日々の生活の中でできる環境保護を提案するために、愛鳥週

間に「バードウォッチングを楽しみながら野鳥にやさしいコーヒーを味わおう」という試飲キャンペー

ンを全国１１ヶ所のバードサンクチュアリで実施します。 

 

「バードフレンドリー○Ｒコーヒー」とは 

 「シェードグロウン栽培」でなおかつ有機栽培さ

れたコーヒー。シェードグロウン栽培とは、熱帯の

森林を守りながらその木陰でコーヒーを育てる伝統

的な栽培方法です。しかし、近年その森林を切り開

いてコーヒーの栽培が行われるようになりました。

そのため森林で暮らしていた野鳥の生息地が失われ、

生態系が壊れることにもなってしまいます。 

 アメリカのスミソニアン博物館内にあるスミソニ

アン渡り鳥センターは、シェードグロウン栽培で有

機栽培されたコーヒーを「バードフレンドリー○Ｒ」と

認証し、環境と動植物保護に配慮したコーヒーの栽

培を推進しています。 

 販売収益の一部はスミソニアン渡り鳥センターの

運営資金に還元され、世界中の渡り鳥、生態系の保

護に活用されます。日本では住友商事が輸入し、小

川珈琲が焙煎して販売しています。 

 

 

◆会場・日程： 全国１１ヶ所のバードサンクチュアリ（付属資料参照） 

  北海道    ・根室市春国岱原生野鳥公園      ５月１４日（日） 

         ・鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ ５月１４日（日） 

         ・ウトナイ湖サンクチュアリ      ５月１４日（日） 

  福島     ・福島市小鳥の森           ５月１３日（土）・１４日（日） 

  千葉     ・谷津干潟自然観察センター      ５月１０日（水） 

  東京(三宅島) ・三宅島自然ふれあいセンター     ５月１０日（水）～１４日（日） 

  神奈川    ・横浜自然観察の森          ５月１４日（日） 

  石川     ・加賀市鴨池観察館          ５月１４日（日） 

  愛知     ・豊田市自然観察の森         ５月１３日（土） 

  兵庫     ・姫路市伊勢自然の里         ５月１４日（日） 

  福岡     ・福岡市油山自然観察の森       ５月１４日（日） 

※上記の施設は当会の直営、もしくは自治体からの委託により運営され、 

当会職員が配置されています。 

◆内容： 上記の施設で「バードウォッチングを楽しみコーヒーを味わう」イベントを開催します。 

     イベント詳細は別紙参照。 

◆料金： 試飲は無料。会場によっては保険代などとして100円程度いただきます。 

 

●担当・お問い合わせ先： 

 （財）日本野鳥の会 サンクチュアリ室 東陽一 

  〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1 小田急西新宿ビル１階 

  TEL 03-5358-3517  FAX 03-5358-3608 

  Ｅメール azuma@wbsj.org 



 付 属 資 料  

「バードフレンドリー○Ｒコーヒーを飲みながらバードウォッチング」全国キャンペーン 

実施施設および行事一覧 

 

■根室市春国岱原生野鳥公園 

「早起きバードウォッチング」 5月14日（日）5:30～8:00 

森や草原を散策し、いそがしそうに飛び回る早起きな

小鳥たちを探します。小鳥の声に囲まれながらのモーニ

ングコーヒーもご用意いたします。 

電話０１５３－２５－３０４７（水曜休） 

 

■鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 

「ツルと夏鳥とコーヒーを楽しむ観察会」  

５月１４日（日） 8：00～10：00 

鶴居村近郊の山野でタンチョウや夏鳥を観察し、コー

ヒーを楽しみます。 

備考：5月21日（日）当会釧路支部の探鳥会でもコーヒ

ーをご提供します。 

電話０１５４－６４－２６２０（土・日曜・祝休み） 

 

■ウトナイ湖サンクチュアリ 

「ウトナイ湖畔でバードウォッチングとｺｰﾋｰを楽しむ会」 

５月１４日（日） 10:00～12:00 

夏鳥を中心としたバードウォッチングを楽しんだ後、

湖畔のデッキでコーヒーを飲んで団欒します。 

電話 ０１４４－５８－２５０５（火・水曜休み） 

 

■福島市小鳥の森 

｢モーニングｺｰﾋｰを飲みながらキビタキの声を聞こう｣ 

5月13日（土）14日(日）7：30-11：00 

炭焼き小屋前で炭火で入れたコーヒーを飲みながら

キビタキの声を聞きます。開催時間内であればいついら

しても結構です。 

電話 ０２４－５３１－８４１１（月曜休み） 

 

■谷津干潟自然観察センター 

「レンジャーと春の干潟めぐり」 

5月10日（水） 10:00-14:00 

干潟の遊歩道と木道の干潟観察路を歩き、シギ・チド

リの春の渡りやカニなどの観察を楽しみます。終了後に

コーヒーを楽しみます。 

電話０４７－４５４－８４１６（月曜休み） 

 

■横浜自然観察の森 

「バードウォッチング入門」 5月14日（日）9:00～13:30 

鳥たちのさえずりを聞きに行きます。終わった後にコ

ーヒーを楽しみます。 

電話 ０４５－８９４－７４７４（月曜休み） 

 

■三宅島自然ふれあいセンター 

「三宅島バードアイランドフェスティバル２００６」  

5月10日(水)～14日(日) 

バードウォッチング、島の鳥イラストコンテスト、島

の鳥セミナー、カンムリウミスズメウォッチングなどを

実施します。来場者にコーヒーをご提供します。 

電話 ０４９９４－６－０４１０（月曜休み） 

 

■加賀市鴨池観察館 

「バードウォッチング 青い鳥を探そう」  

５月１４日（日） ９：００～１１：００ 

鴨池観察館周辺の山林でバードウォッチングを楽し

んだ後にコーヒーを飲んで一服します。 

電話 ０７６１－７２－２２００（年中無休） 

 

■豊田市自然観察の森 

「バードウィーク探鳥会」 5月13日(土)9:30～11:30 

自然観察の森の観察路を散策しながら、初夏の野鳥の

さえずりを楽しみ、観察します。終わった後にコーヒー

を楽しみます。 

電話 ０５６５－８８－１３１０（月曜休み） 

 

■姫路市伊勢自然の里 

「春のトンボ調査にチャレンジ」 

5月14日（日）10～12時 

トンボのモニタリング調査を体験。終了後にトンボ談

義に花を咲かせつつ、コーヒーブレイクします。 

電話 ０７９２－６１－３２３４（月曜休み） 

 

■福岡市油山自然観察の森 

「バードウィーク60周年記念『青い鳥を見に行こう』」  

５月１４日(日） 8:30～11:00 

オオルリなど鳥たちの歌声を聴きながらバードウォ

ッチングを楽しみます。終了後にコーヒーを楽しみます。 

電話 ０９２－８７１－２１１２（月曜休み） 

 

《参考》都立東京港野鳥公園 

 「東京バードフェスティバル2006」 

 5月13日（土）14日（日）10:00～16:00 

  バードフレンドリーコーヒーを販売する小川珈琲が

フェスティバルに出展します。 

 問合せ：日本野鳥の会・電話03-5358-3517 



 イベント・キャンペーン３   

日本野鳥の会会誌『野鳥』5月号 

特集「野鳥の織りなすドラマ・写真集―世界の鳥・日本の鳥」 

１万人プレゼントキャンペーン 
 

財団法人 日本野鳥の会 
 

バードウィーク（愛鳥週間）をきっかけに、多くの方に野鳥の世界の素晴らしさを知っていただこうと、バー

ドウィーク特別企画の当会会誌『野鳥』を１万人に無料でプレゼントいたします。会誌『野鳥』は、通常は当会

会員のみにお届けしている雑誌で、書店などでは入手できません。この機会にぜひ広くご紹介くださいますよう、

お願い申し上げます。 

 

■『野鳥』1万人プレゼントキャンペーン 

野鳥の世界の素晴らしさを伝える魅力満載のバードウィーク特別号『野鳥』誌 5 月号（４/20 発行）をご希望

の方に無料でプレゼントします（送料とも無料）。鳥や自然との出会いが広がる一冊です。 

発送は先着順にお送りします。在庫がなくなり次第、プレゼントは終了とさせていただきます。 

 

プレゼント申し込み方法 

①住所 ②氏名 ③電話番号 ④性別 ⑤生年月日 ⑥職業 ⑦どこでこのプレゼント企画をご覧になったかを明記し

て、次の申し込み先までハガキ、FAX、Eメールでお申し込みください。 

財団法人日本野鳥の会 5月号プレゼント係 

〒151-0061 東京都渋谷区初台１－４７－１ 小田急西新宿ビル１F  

FAX:03-5358-3608    E-mail：nature@wbsj.org 

※日本野鳥の会ホームページhttp://www.wbsj.orgからも申し込みできます。電話受付はしておりません。 

   ※ご応募いただいた方には当会からのご案内をお送りすることがあります。 

 

★『野鳥』5月号の特徴： 特集「野鳥の織りなすドラマ」Ｂ５版64ページ 

＜写真集 世界の鳥／岩合光昭 日本の鳥／久保敬親＞ 

  日本を代表する動物写真家であるお二人から、素晴らしい野鳥写真を 

ご提供いただきました。カラーグラビアでご堪能ください。 

＜特別対談 田部井淳子さん（登山家）×当会会長柳生博＞ 

  女性登山家として世界で初めてエベレスト登頂を成功させた田部井淳子 

さんと当会柳生会長と、世界の自然を見てきた二人だからこそわかる日本 

の自然の素晴らしさについて縦横無尽に語り合っていただきました。 

＜2006年探鳥ナビ・バードウィークバードウイーク行事案内＞ 

バードウォッチングに関心はあるけれど、どこへ行けばいいの？と 

いう方のために、全国50か所のバードウォッチングポイントと、5月 

の各地のイベント情報を一挙に掲載しました。 

 

【『野鳥』について】 

1934年に日本野鳥の会の創立と同時に創刊。日本野鳥の会の会員のみにお送りしている会誌。年12回発行。 

Ｂ５判。50頁前後。市販はしておりません。 

 

■本件に関する問い合わせ先 

 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1 小田急西新宿ビル１Ｆ 

 財団法人 日本野鳥の会 普及室 担当：横田・岡本 

 TEL.03-5358-3516（平日10：00～17：00）  FAX.03-5358-3608  E-mail:  nature@wbsj.org 



 

 イベント・キャンペーン４   

子ども向けバードウォッチング小冊子 

「野鳥のせかいへのパスポート」プレゼントキャンペーン 

財団法人 日本野鳥の会 
 

バードウィーク（愛鳥週間）をきっかけに、子どもたちにバードウォッチングの楽しさを知っていただ

こうと、子ども向け小冊子「野鳥のせかいへのパスポート」を２万部制作し、バードウィークよりご希望

の方にプレゼントいたします。この機会にぜひ広くご紹介くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

■ 子ども向けバードウォッチング小冊子「野鳥のせかいへのパスポート」 

この冊子は、「全国各地の子どもたちに、野鳥とふれあうきっかけを提供したい」という思いから生まれ

ました。学校や家のまわりなどで使える６種類の観察シートが入ったワークブックで、ゲーム感覚で野鳥

のいる場所をチェックしたり、鳥のからだの色の多様さに注目するなど、子どもに親しみやすい切り口で

バードウォッチングの楽しみ方が提案されています。この冊子をきっかけに、身近な環境に住んでいる野

鳥の存在に気づき、「野鳥のせかい」がすぐそばにあることを実感してもらいたいと考えております。 

発送は先着順にお送りします。在庫がなくなり次第、プレゼントは終了とさせていただきます。 

 

プレゼント申し込み方法 

①住所 ②氏名 ③電話番号 ④性別 ⑤生年月日 ⑥職業 ⑦どこでこのプレゼント企画をご覧になっ

たかを明記して、次の申し込み先までハガキ、FAX、Eメールでお申し込みください。 

財団法人日本野鳥の会 野鳥のせかいへのパスポート 係 

〒151-0061 東京都渋谷区初台１－４７－１ 小田急西新宿ビル１F  

FAX:03-5358-3608 E-mail：nature@wbsj.org 

※日本野鳥の会ホームページhttp://www.wbsj.orgからも申し込みできます。 

※電話での受付はしておりません。 

   ※ご応募いただいた方には当会からのご案内をお送りすることがあります。 

 

★『野鳥のせかいへのパスポート』の特徴 

 新書版 26ページ 

＜子どもが身近な場所で野鳥とふれあうためのワークブック＞ 

学校や公園、家の周りで子どもが実際に野鳥を見つけられる 

ようなヒントが満載のワークブックです。 

＜全ページオールカラーで楽しく読める＞ 

  全ページオールカラーのイラスト仕立てで、野外に持ち歩き 

しやすいサイズです。 

＜野鳥と親しむための6つのプログラムを紹介＞ 

野鳥の知識がなくても野鳥と親しむことができる、６つの 

プログラムとワークシートをご紹介しています。 

 

■本件に関する問い合わせ先 

 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1 小田急西新宿ビル１Ｆ 

 財団法人 日本野鳥の会 普及室 担当：岡本・横田 

 TEL.03-5358-3516（平日10：00～17：00） 

FAX.03-5358-3608 

E-mail: nature@wbsj.org 

 


