
号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年4月号 ごあいさつ 理事長/佐藤仁志

2013年4月号 安西英明の探鳥会講座 伝説の案内人の思い出 普及室/安西英明

2013年4月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 シリーズ第１回：ヤマカガシ 理事長/佐藤仁志

2013年4月号 探鳥会保険集計結果 2013 年 2 月分 普及室

2013年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室/堀本理華

2013年4月号 安西英明の探鳥会講座 身近な鳥や雑談の重要性 普及室/安西英明

2013年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年5月号 安西英明の探鳥会講座 探鳥会の歴史 普及室/安西英明

2013年5月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 シリーズ第 2 回：マムシ 理事長/佐藤仁志

2013年5月号 探鳥会訪問記 日本野鳥の会東京 普及室/堀本理華

2013年5月号 探鳥会保険集計結果 2013 年 3 月分 普及室

2013年5月号 普及室からのお知らせ 2012 年度野鳥撮影マナーアンケート集計結果速報 普及室

2013年5月号 2013 年度「ヒナを拾わないで！！キャンペーン」がスタート！ 普及室

2013年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年5月号 編集後記 普及室/堀本理華

2013年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年6月号 安西英明の探鳥会講座 普及室/安西英明

2013年6月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 シリーズ第３回：ウルシのなかま 理事長/佐藤仁志

2013年6月号 探鳥会訪問記 奥多摩支部 普及室/堀本理華

2013年6月号 探鳥会保険集計結果 2013 年４月分 普及室

2013年6月号 初参加者への対応について、皆さまが気をつ 普及室/堀本理華

2013年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年6月号 編集後記 普及室/堀本理華

2013年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年7月号 安西英明の探鳥会講座 探鳥会によって守られてきた自然 普及室/安西英明

2013年7月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 毒ガ・ブユ・イラガ 理事長/佐藤仁志

2013年7月号 探鳥会訪問記 谷津干潟探鳥会 普及室/堀本理華

2013年7月号 探鳥会保険集計結果 2013 年５月分 普及室

2013年7月号 初心者の対応、どうしてますか？ 普及室/箱田敦只

2013年7月号 普及室からのお知らせ 普及室/箱田敦只

2013年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年7月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2013年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年8月号 安西英明の探鳥会講座 私が影響を受けた方々 普及室/安西英明

2013年8月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 ダニが媒介する病気 理事長/佐藤仁志

2013年8月号 探鳥会訪問記 大麻生探鳥会 普及室/生田 南美子

2013年8月号 探鳥会保険集計結果 2013 年６月分 普及室

2013年8月号 初心者の対応、どうしてますか？ 普及室/堀本理華

2013年8月号 普及室からのお知らせ 大人気！ツバメのねぐら入り観察会 普及室/尾崎理恵

2013年8月号 普及室からのお知らせ 野鳥観察ハンディ図鑑改訂のポイント 普及室

2013年8月号 普及室からのお知らせ 探鳥会保険を更新しました 普及室

2013年8月号 記事への感想お待ちしています 普及室

2013年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年8月号 誤記訂正 普及室

2013年8月号 編集後記 普及室/堀本理華
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年9月号 安西英明の探鳥会講座 探鳥会は何のため？ 普及室/安西英明

2013年9月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 ツキノワグマ 理事長/佐藤仁志

2013年9月号 探鳥会訪問記 二子山定例探鳥会 普及室/堀本理華

2013年9月号 探鳥会保険集計結果 2013 年７月分 普及室

2013年9月号 初心者の対応、どうしてますか？ 普及室/堀本理華

2013年9月号 協働探鳥会：仲間を増やすための探鳥会における東京の取り組み 普及室/箱田敦只 ・堀本理華

2013年9月号 普及室からのお知らせ 夏休みに親子向け「バードカービング体験 講座」を実施！ 普及室/林山雅子

2013年9月号 普及室からのお知らせ 連携団体主催の探鳥会を広報しています 普及室

2013年9月号 記事への感想お待ちしています 普及室

2013年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年9月号 編集後記 普及室/堀本理華

2013年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年10月号 安西英明の探鳥会講座 識別で終わらない探鳥会 普及室/安西英明

2013年10月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 スズメバチ 理事長/佐藤仁志

2013年10月号 探鳥会訪問記 特別編 埼玉・リーダ研修会参加報告 普及室/堀本理華

2013年10月号 探鳥会保険集計結果 2013 年８月分 普及室

2013年10月号 協働探鳥会：仲間を増やすための探鳥会における東京の取り組み 普及室/箱田敦只 ・堀本理華

2013年10月号 普及室からのお知らせ 創立 80 周年記念写真展『未来に残したい鳥風景』写真募集 普及室/江面康子

2013年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年10月号 編集後記 普及室/堀本理華

2013年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年11月号 安西英明の探鳥会講座 フィールドマナーの歴史や背景 普及室/安西英明

2013年11月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 落雷 理事長/佐藤仁志

2013年11月号 オリンピック問題・葛西臨海公園探鳥会リーダーに聞く 普及室/堀本理華

2013年11月号 探鳥会保険集計結果 2013 年９月分 普及室

2013年11月号 普及室からのお知らせ 研修プログラム『風力発電所の功罪』のご報告 普及室/箱田敦只

2013年11月号 普及室からのお知らせ 『トコロジストになろう！』が刊行されました 普及室/箱田敦只

2013年11月号 普及室からのお知らせ 新入会員の方へ 2014 年のオリジナルカレンダーをプレゼントしています！ 普及室/江面康子

2013年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年11月号 編集後記 普及室/堀本理華

2013年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2013年12月号 安西英明の探鳥会講座 ＴＴＰ？ 普及室/安西英明

2013年12月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 探鳥会とリスクマネジメント 理事長/佐藤仁志

2013年12月号 探鳥会訪問記 巣箱の中をのぞいてみよう！代々木公園巣箱かけ教室 普及室/堀本理華

2013年12月号 探鳥会保険集計結果 2013 年 10 月分 普及室

2013年12月号 愛知県支部からのご報告 案内人研修会報告 愛知県支部/千田良恵

2013年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2013年12月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年1月号 探鳥会のリスクマネジメント講座 探鳥会と保険 理事長/佐藤仁志

2014年1月号 探鳥会訪問記 「バードウォッチング入門」四季の森公園 普及室/堀本理華

2014年1月号 探鳥会保険集計結果 2013 年 1１月分 普及室

2014年1月号 普及室からのお知らせ マナーの悪い野鳥観察者や野鳥撮影者を見かけたら 普及室/富岡辰先

2014年1月号 勉強会「トコロジストになろう！」のご案 内 普及室

2014年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年1月号 編集後記 普及室/堀本理華
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年1月号

/号外
執筆担当者

2014年1月号・号

外
普及室/堀本理華

2014年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年2月号 安西英明の探鳥会講座 識別や解説の基礎 普及室/安西英明

2014年2月号 環境教育関東ミーティング 普及室/堀本理華

2014年2月号 探鳥会保険集計結果 2013 年 12 月分 普及室

2014年2月号 ミニニュース 栃木から東京の Young 探鳥会を学びに 普及室/堀本理華

2014年2月号 普及室からのお知らせ 次号より、新企画スタート！ 普及室/堀本理華

2014年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年2月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年3月号 安西英明の探鳥会講座 案内人の意義や楽しみ 普及室/安西英明

2014年3月号 私たちの探鳥会自慢 女子探鳥会について オホーツク支部幹事/川崎里実

2014年3月号 「トコロジストの集い」参加報告 普及室/堀本理華

2014年3月号 茨城県からのご報告 会報の手配りをしています 日本野鳥の会茨城県会長/池野進

2014年3月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 1 月分 普及室

2014年3月号 普及室からのお知らせ 次号から撮影マナーの事例を紹介します 普及室/富岡辰先

2014年3月号 普及室からのお知らせ 野鳥の子育て応援ポスター、完成しました！ 普及室/尾崎理恵

2014年3月号 会員室からのお知らせ 財団事務局 HP のスマートフォン対応 会員室/三浦岳志

2014年3月号 今月の購読者数 普及室

2014年3月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年3月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年4月号 私たちの探鳥会自慢 地元新聞に探鳥会報告を連載している探鳥会 高知支部支部長/ 西村公志

2014年4月号 トコロジストになろう トコロジストとは 普及室/箱田敦只

2014年4月号 マナー問題の事例 北海道根室市内のタンチョウ生息地における事例 普及室/富岡辰先

2014年4月号 探鳥会保険集計結果 2014 年２月分 普及室

2014年4月号 普及室からのお知らせ 速報！「探鳥会リーダーズフォーラム」を開催します 普及室

2014年4月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年4月号 普及室からのお知らせ 探鳥会スタッフ通信を支部のＭＬに転送していただけませんか 普及室/堀本理華

2014年4月号 今月の購読者数 普及室

2014年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年4月号 集後記 普及室/堀本理華

2014年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年5月号 探鳥会訪問記 羽村堰「はじめてみませんか、バードウォッチング」 普及室/堀本理華

2014年5月号 トコロジストになろう 定例探鳥会とトコロジスト 普及室/箱田敦只

2014年5月号 三重からのご報告 野鳥の教材 DVD 小・中学校へ 日本野鳥の会三重/今井光昌

2014年5月号 東京からのご案内  明治神宮探鳥会 800 回記念例会を開催します 日本野鳥の会東京/糸嶺篤人

2014年5月号 探鳥会保険集計結果 2014 年３月分 普及室

2014年5月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』の取り組み 普及室/安西英明

2014年5月号 普及室からのお知らせ 新入会員の方へ『ワイルドバード・カレンダー2015』をプレゼントします 普及室/江面康子

2014年5月号 今月の購読者数 普及室

2014年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年5月号 編集後記 普及室/堀本理華

タイトル

オリンピック問題・葛西臨海公園で計画地を歩くイベントが開催（東京）

2014年度(2014.04.01-2015.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年6月号 私たちの探鳥会自慢 青森県支部の探鳥会と自然観察会 青森県支部支部長/関下斉

2014年6月号 ユース観察会・日本野鳥の会栃木で初開催！ 普及室/堀本理華

2014年6月号 トコロジストになろう 子どもとトコロジスト 日本野鳥の会ひょうご代表/丸谷聡子

2014年6月号 マナー問題の事例 東京港野鳥公園のミヤマシトドの例 普及室/富岡辰先

2014年6月号 探鳥会保険集計結果 2014 年４月分 普及室

2014年6月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐらアンケートを実施しています！ 普及室/箱田敦只

2014年6月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けた増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年6月号 今月の購読者数 普及室

2014年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年6月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年7月号 私たちの探鳥会自慢 初の女子会バードウォッチング開催 宮崎県支部支部長/前田幹雄

2014年7月号 トコロジストになろう 私のトコロジスト事始め 沼津支部/鈴木正之

2014年7月号 2013 年度「協働探鳥会」取り組み報告 普及室/堀本理華

2014年7月号 栃木からの情報 簡単なホームページ作成サービス『Jimdo』のすすめ 栃木副代表/手塚功

2014年7月号 探鳥会保険集計結果 2014 年５月分 普及室

2014年7月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」を開催します 普及室

2014年7月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を担当してみませんか？ 普及室

2014年7月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年7月号 今月の購読者数 普及室

2014年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年7月号 編集後記 総務室/川島麗子

2014年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年8月号 私たちの探鳥会自慢 明治神宮探鳥会が 800 回を迎えました
日本野鳥の会東京

明治神宮探鳥会担当幹事/糸嶺篤人）

2014年8月号 トコロジストになろう 田舎暮らしとトコロジスト 佐賀県支部/中村さやか

2014年8月号 マナー問題の事例 北海道根室市のチシマウガラスの例 普及室/富岡辰先

2014年8月号 元祖お試し入会制度「むくどり会員」 普及室/堀本理華

2014年8月号 探鳥会スタッフ通信 ～支部と財団をつなぐコミュニケーションツールを目指して～ 普及室/堀本理華

2014年8月号 探鳥会保険集計結果 2014 年６月分 普及室

2014年8月号 普及室からのお知らせ 探鳥会保険申請の締め切りは、毎月 15 日です 普及室

2014年8月号 普及室からのお知らせ 平成 26 年度「探鳥会保険のご案内」をお送りいたします 普及室

2014年8月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年8月号 今月の購読者数 普及室

2014年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年8月号 編集後記 普及室/堀本理華
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年9月号 私たちの探鳥会自慢 南富士支部での仲間づくりの工夫について 南富士支部編集部 /中根敏雄

2014年9月号 トコロジストになろう 北海道のトコロジストたち 札幌支部支部長/山田三夫

2014年9月号 「納涼野鳥まつり」参加報告（大阪支部） 普及室/堀本理華

2014年9月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 7 月分 普及室

2014年9月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム開催要項 普及室

2014年9月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向 けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年9月号 今月の購読者数 普及室

2014年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年9月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年10月号 探鳥会訪問記 特集・ツバメのねぐら入り観察会 普及室/堀本理華

2014年10月号 トコロジストになろう ノンプロフェッショナル・ナチュラリスト 評議員・大阪支部副支部長/平軍二

2014年10月号 京都支部の保険対応について 京都支部支部長/石川順一

2014年10月号 探鳥会保険集計結果 2014 年８月分 普及室

2014年10月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐらアンケート調査のご報告 普及室/箱田敦只

2014年10月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年10月号 今月の購読者数 普及室

2014年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年10月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年11月号 私たちの探鳥会自慢 気分はツアーコンダクター 日本野鳥の会埼玉幹事/入山博

2014年11月号 トコロジストになろう トコロジストを目指して 日本野鳥の会愛媛代表/山本貴仁

2014年11月号 マナー問題の事例 京都府京都市のサンコウチョウの例 普及室/富岡辰先

2014年11月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 9 月分 普及室

2014年11月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年11月号 今月の購読者数 普及室

2014年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年11月号 編集後記 普及室/堀本理華

2014年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2014年12月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会①

『水戸市桜山ビギナーズ探鳥会』（茨城県）

『日比谷公園とお濠でバードウォッチング』（東京）

『見沼自然公園「はじめてみよう!バードウォッチング」』（埼玉）

『巣箱の中をのぞいてみよう！代々木公園巣箱かけ教室』（東京）

普及室/堀本理華

普及室/堀本理華

普及室/堀本理華

普及室/高瀬桃子

2014年12月号 トコロジストになろう トコロジストを目指して“昼探”三昧 日本野鳥の会埼玉/浅見徹

2014年12月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 10 月分 普及室

2014年12月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2014年12月号 今月の購読者数 普及室

2014年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2014年12月号 編集後記 普及室/堀本理華
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年1月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会②

『バードウォッチングを始めよう！猿江恩賜公園』（東京）

『初心者のためのバードウォッチング イン 庚申山』（群馬）

『宇都宮・中央公園ビギナー探鳥会』（栃木）

「はじめてみませんか、バードウォッチング」in 昭和記念公園

（奥多摩支部）

『千葉公園ビギナーズ探鳥会』（千葉県）

普及室/林山雅子

普及室/生田南美子

普及室/堀本理華

普及室/箱田敦只

普及室/堀本理華

2015年1月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 11 月分 普及室

2015年1月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年1月号 今月の購読者数 普及室

2015年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年1月号 編集後記 普及室/堀本理華

2015年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年2月号 探鳥会訪問記 羽村堰下ヨシ原保全活動 普及室/富岡辰先

2015年2月号 トコロジストになろう 守りぬかれた森の成長を見続けたい 苫小牧支部/島崎康広

2015年2月号 徳島県支部からの情報 吉野川河川敷のゴミ拾いとバードウォッチング 普及室/堀本理華

2015年2月号 探鳥会保険集計結果 2014 年 12 月分 普及室

2015年2月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年2月号 今月の購読者数 普及室

2015年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年2月号 編集後記 普及室/堀本理華

2015年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年3月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会③

『江戸川ビギナーズ探鳥会』（千葉県）

『霞ヶ浦総合公園ビギナーズ探鳥会』（茨城県）

『バードウォッチング入門 in 鶴見川』（神奈川支部）

『バードウォッチング入門 in 山下公園』（神奈川支部）

普及室/江面康子

普及室/堀本理華

普及室/堀本理華

普及室/堀本理華

2015年3月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 1 月分 普及室

2015年3月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年3月号 今月の購読者数 普及室

2015年3月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年3月号 編集後記 普及室/堀本理華

2015年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年4月号 探鳥会訪問記 特別編 香川県支部・リーダー研修会参加報告 普及室/堀本理華

2015年4月号 徳島県支部からの情報 探鳥会の年間スケジュールのビラ配布を始めました 普及室/堀本理華

2015年4月号 探鳥会保険集計結果 2015 年２月分 普及室

2015年4月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年4月号 今月の購読者数 普及室

2015年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年4月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年度(2015.04.01-2016.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年5月号 探鳥会訪問記 高麗山第 338 回定例探鳥会 普及室/植木陽子

2015年5月号 201４年度「探鳥会リーダーズフォーラム」実施報告 普及室/箱田敦只

2015年5月号 鳥会保険集計結果 2015 年３月分 普及室

2015年5月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年5月号 今月の購読者数 普及室

2015年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年5月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年6月号 奈良支部で「ヤングバーダー探鳥会」初開催！ 普及室/堀本理華

2015年6月号 探鳥会訪問記 多摩川丸子橋上流探鳥会 普及室/植月智子

2015年6月号 徳島県支部からの情報 愛鳥週間 野鳥フェア公募写真展の開催 徳島県支部/髙井正明

2015年6月号 鳥会保険集計結果 2015 年4月分 普及室

2015年6月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年6月号 今月の購読者数 普及室

2015年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年6月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年7月号 探鳥会訪問記 入間川定例探鳥会 普及室/植木陽子

2015年7月号 神奈川支部で、お試し会員限定の探鳥会が開催されました 普及室/堀本理華

2015年7月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 5 月 普及室

2015年7月号 普及室からのお知らせ （予告）探鳥会リーダーズフォーラム 2015を開催します！ 普及室

2015年7月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐらの普及をしています 普及室/堀本理華

2015年7月号 普及室からのお知らせ 「小冊子プレゼントはがき」で入会促進 普及室

2015年7月号 普及室からのお知らせ 新たな『フィールドガイド日本の野鳥』に向けて増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年7月号 今月の購読者数 普及室

2015年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年7月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年8月号 私たちの探鳥会自慢 山形・鳥女会見参！ 山形県支部/細谷千鶴子

2015年8月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 6 月分 普及室

2015年8月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会保険のご案内」を改訂いたします 普及室/箱田敦只

2015年8月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年8月号 普及室からのお知らせ 新入会員の方へ『ワイルドバード・カレンダー2016』をプレゼントします 普及室/江面康子

2015年8月号 今月の購読者数 普及室

2015年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年8月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年9月号 神奈川支部からの情報 会員参加で野鳥の行動観察データベースをつくる取り組み 神奈川支部、財団評議員/石井隆

2015年9月号 探鳥会訪問記 特集・ツバメのねぐら入り観察会 普及室/堀本理華

2015年9月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 7 月分 普及室

2015年9月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラムで分科会を担当しませんか？ 普及室/箱田敦只

2015年9月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2015年9月号 今月の購読者数 普及室

2015年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年9月号 編集後記 普及室/植木陽子
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年10月号 探鳥会訪問記 多摩川河口定例探鳥会 普及室/植木陽子

2015年10月号 探鳥会訪問記 粟生(あお)線支援探鳥会「明石川・近江寺の 里山」 普及室/浅野綾子

2015年10月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 8 月分 普及室

2015年10月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラムを開催します 普及室/箱田敦只

2015年10月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2015年10月号 今月の購読者数 普及室

2015年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年10月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年11月号 私たちの探鳥会自慢 もりおか・定例高松の池探鳥会 日本野鳥の会もりおか事務局次長/熊谷淳一

2015年11月号 探鳥会訪問記 特別編 日本野鳥の会栃木　探鳥会リーダー研修会参加報告 普及室/堀本理華

2015年11月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 9 月分 普及室

2015年11月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラムを開催します 普及室/箱田敦只

2015年11月号 普及室からのお知らせ 探鳥会スタッフ通信 メール版の送信形態の 移行について 普及室

2015年11月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2015年11月号 今月の購読者数 普及室

2015年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年11月号 編集後記 普及室/植木陽子

2015年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2015年12月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会①

『巣箱の中をのぞいてみよう！代々木公園 巣箱かけ教室』（東京）

『平城宮跡・水上池で初めてのバードウォッチング』（奈良支部）

『千葉公園ビギナーズ探鳥会』（千葉県）

『日比谷公園とお濠でバードウォッチング』（東京）

普及室/植木陽子

普及室/浅野綾子

普及室/大久保明香

普及室/柴田英美

2015年12月号 富山からの情報 探鳥会参加者を増やす取り組み 日本野鳥の会富山/藤島光俊

2015年12月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 10 月分 普及室

2015年12月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2015年12月号 今月の購読者数 普及室

2015年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2015年12月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年1月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会②

『はじめてみませんか、バードウォッチング in 昭和記念公園』（奥多摩

支部）

『柏の葉公園ビギナーズ探鳥会』（千葉県）

『大田原・羽田沼ビギナー探鳥会』（栃木）

『和歌山城公園・ビギナーズ探鳥会』（和歌山県支部）

『岩舟・みかも山ビギナー探鳥会』（栃木）

『初めてのバードウォッチング』（京都支部）

普及室/植木陽子

普及室/江面康子

普及室/清水久

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

普及室/浅野綾子

2016年1月号 岡山県支部からの情報 Facebook ページで探鳥会情報を発信しよう！ 岡山県支部幹事/渡辺裕幸

2016年1月号 神奈川支部からの情報 神奈川支部で初の女子会開催！ 神奈川支部幹事/笠原逸子

2016年1月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 11 月分 普及室

2016年1月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年1月号 今月の購読者数 普及室

2016年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年1月号 編集後記 普及室/植木陽子
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年2月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会③

『はじめてみませんか？バードウォッチング in 大宮公園』（埼玉）

『霞ヶ浦総合公園ビギナーズ探鳥会』（茨城県）

『初めての親子バードウォッチング in 鴨川デルタ』（京都支部）

『真岡・井頭公園ビギナー探鳥会』（栃木）

『和歌山城公園・ビギナーズ探鳥会』（和歌山県支部）

『西那須野・那須野が原ビギナー探鳥会』（栃木）

普及室/堀本理華

普及室/柴田英美

普及室/堀本理華

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

普及室/植木陽子

2016年2月号 京都支部からの情報 探鳥会で会員拡大と人員確保 京都支部副支部長/西村克之）

2016年2月号 探鳥会保険集計結果 2015 年 12 月分 普及室

2016年2月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2016年2月号 今月の購読者数 普及室

2016年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年2月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年3月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会④

『初めてのバードウォッチング in 江ノ島』（神奈川支部）

『はじめての鳥見たい（隊）！in 服部緑地』（大阪支部）

『初心者のためのバードウォッチングイン敷島公園』（群馬）

『宇都宮・中央公園ビギナー探鳥会』（栃木）

『小山・運動公園ビギナー探鳥会』（栃木）

普及室/堀本理華

普及室/浅野綾子

日本野鳥の会群馬企画委員/神宮義憲

普及室/清水久

普及室/箱田敦只

2016年3月号 神奈川支部からの情報 全国を対象にした鳥の行動のデータベースをつくることの大切さ 神奈川支部会員・東京大学/藤田剛

2016年3月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 1 月分 普及室

2016年3月号 ミニニュース 日本野鳥の会群馬で、探鳥会担当者交流会が 開催されました 普及室/堀本理華

2016年3月号 普及室からのお知らせ 新小冊子「おさんぽ鳥図鑑」が発行されます！ 普及室

2016年3月号 普及室からのお知らせ 勉強会のご案内「バードウォッチングから始まる環境にやさしいライフスタイル」 普及室

2016年3月号 普及室からのお知らせ 2016 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」が始まります 普及室

2016年3月号 普及室からのお知らせ バードウィーク全国一斉探鳥会の広報をします 普及室/安西英明

2016年3月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室

2016年3月号 今月の購読者数 普及室

2016年3月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年3月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年4月号 私たちの探鳥会自慢 たまりゅう（多摩川流域合同探鳥会）実施報告

神奈川支部/林庭弘征

奥多摩支部/蒲谷剛彦

神奈川支部/黒田清恵

2016年4月号 探鳥会訪問記 特別編 奥多摩支部リーダー研修会報告 普及室/江面康子

2016年4月号 奥多摩支部リーダー研修会報告 効果的な勧誘について考える ～お試し会員の申し込みを増やすには～ 神奈川支部/樋口公平

2016年4月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 2 月分 普及室

2016年4月号 普及室からのお知らせ 今年度も「探鳥会リーダーズフォーラム」を 開催します！ 普及室

2016年4月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を 担当してみませんか？ 普及室

2016年4月号 普及室からのお知らせ 2016 年「ツバメのねぐら入り観察会」の情 報をお寄せください 普及室

2016年4月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年4月号 今月の購読者数 普及室

2016年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年4月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年度(2016.04.01-2017.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年5月号 探鳥会訪問記 二子山夕暮れ探鳥会 普及室/植木陽子

2016年5月号 もしも、あなたの探鳥地で開発計画が持ち上がったら 日ごろからできる情報収集 自然保護室/葉山政治

2016年5月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 3 月分 普及室

2016年5月号 普及室からのお知らせ 第 2 回探鳥会リーダーズフォーラム報告書（概要版） 普及室/箱田敦只

2016年5月号 普及室からのお知らせ 2016 年度「探鳥会リーダーズフォーラム」 予告 普及室

2016年5月号 普及室からのお知らせ 2016 年度「会員を増やすための探鳥会」に ついて 普及室

2016年5月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年5月号 今月の購読者数 普及室

2016年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年5月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年6月号 熊本県支部からの情報 探鳥会の工夫あれこれ！ 熊本県支部/岡本浩太朗

2016年6月号 2016 年バードウィーク「全国一斉探鳥会」 報告 普及室

2016年6月号 もしも、あなたの探鳥地で開発計画が持ち上 がったら 開発計画が持ち上がったら 自然保護室/葉山政治

2016年6月号 ツバメの子育て観察会を実施しました 普及室/箱田敦只

2016年6月号 探鳥会保険集計結果 2016 年４月分 普及室

2016年6月号 普及室からのお知らせ 2016 年度「探鳥会リーダーズフォーラム」 予告 普及室

2016年6月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年6月号 今月の購読者数 普及室

2016年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年6月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年7月号 探鳥会訪問記特別編 日本野鳥の会千葉県幹事研修会 参加報告 普及室/江面康子

2016年7月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 5 月分 普及室

2016年7月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム西日本を開催し ます！ 普及室/箱田敦只

2016年7月号 普及室からのお知らせ 大人の休日倶楽部でバードウォッチング入門 講座を開催 普及室/植月智子

2016年7月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年7月号 今月の購読者数 普及室

2016年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年7月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年8月号 私たちの探鳥会自慢 視覚障がい者のための探鳥会を行いまし た！ 日本野鳥の会もりおか/塚田、柴田、熊谷

2016年8月号 もしも、あなたの探鳥地で開発計画が持ち上 がったら 対応・交渉 自然保護室/葉山政治

2016年8月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 6 月分 普及室

2016年8月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム西日本の参加者 を募集しています！ 普及室/箱田敦只

2016年8月号 普及室からのお知らせ 2016 年度版「探鳥会保険のご案内」を発行 いたします 普及室/箱田敦只

2016年8月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年8月号 今月の購読者数 普及室

2016年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年8月号 編集後記 普及室/植木陽子
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/info/shibu/tancho/s

taff201605.pdf
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年9月号
探鳥会訪問記

　特集・ツバメのねぐら入り観察会①

ツバメのねぐら入りを見よう！（ひょうご）

紀ノ川ツバメの塒観察会（和歌山県支部）

中海ツバメのねぐら入り観察会（鳥取県支部）

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

2016年9月号 香川県支部からの報告 小冊子申込者に向けた探鳥会開催報告 香川県支部支部長/矢本賢

2016年9月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 7 月分 普及室

2016年9月号 及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム西日本版の 締め切りが迫っています！ 普及室/箱田敦只

2016年9月号 及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新 版の取り組み 普及室/安西英明

2016年9月号 今月の購読者数 普及室

2016年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年9月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年10月号 探鳥会訪問記　特集・ツバメのねぐら入り観察会② 河北潟ツバメのねぐら入り観察会（日本野鳥の会石川） 普及室/堀本理華

2016年10月号 2016 年「全国ツバメのねぐら入り観察会」報告 普及室/堀本理華

2016年10月号 愛知県支部からの情報 探鳥会案内人や支部役員の人材確保について 愛知県支部副支部長/新井武夫

2016年10月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 8 月分 普及室

2016年10月号 普及室からのお知らせ お待たせしました！「探鳥会リーダーズフォーラム東日本」の募集を開始します 普及室/箱田敦只

2016年10月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2016年10月号 今月の購読者数 普及室

2016年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年10月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年11月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会①

初心者のためのバードウォッチング イン 波志江沼 （群馬）

『はじめての鳥見たい（隊）！歴史散策と野鳥～狭山池築造 140年』

（大阪支部）

日本野鳥の会群馬/神宮義憲

日本野鳥の会大阪支部/藤崎裕

2016年11月号 私たちの探鳥会自慢 サギの塒入り探鳥会 日本野鳥の会遠江代表/増田裕

2016年11月号 日本野鳥の会埼玉で Young 探鳥会交流会が開催されました 2016 年 9 月分 普及室/江面康子

2016年10月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 9月分 普及室

2016年11月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム東日本」の参加者を募集しています！ 普及室/箱田敦只

2016年11月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2016年11月号 今月の購読者数 普及室

2016年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年11月号 編集後記 普及室/植木陽子

2016年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年12月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会②

はじめてのバードウォッチング in 青葉山 （宮城県支部）

タマ電車に乗って楽しい水辺の野鳥観察 （和歌山県支部）

平和台公園で初めての探鳥会 （宮崎県支部）

はじめよう！バードウォッチング in 小泉潟 （秋田県支部）

巣箱の中をのぞいてみよう！代々木公園巣箱かけ教室 （東京）

南郷で体験！バードウォッチング （滋賀）

平城宮跡・水上池で初めてのバードウォッチング （奈良支部）

普及室/堀本理華

普及室/浅野綾子

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

普及室/江面康子

普及室/浅野綾子

姫路市自然観察の森レンジャー/大津賀真紀

子

2016年12月号 私たちの探鳥会自慢 ご存知ですか？身近なツバメの 3 兄弟 日本野鳥の会福井県/辻義次、平城常雄

2016年12月号 奥多摩支部が好日山荘で机上講座を開催しました 普及室/堀本理華

2016年12月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 10 月分 普及室

2016年12月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム東日本」の締め切り間近！ 普及室/箱田敦只

2016年12月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2016年12月号 今月の購読者数 普及室

2016年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2016年12月号 編集後記 普及室/植木陽子

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201610.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201609.pdf
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/info/shibu/tancho/s

taff201612.pdf

http://www.wbsj.org
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taff201611.pdf
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年号外 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2016年12月号 探鳥会における鳥インフルエンザへの配慮のお願い 普及室

2017年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年1月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会③

「はじめてみませんか、バードウォッチング」ｉｎ昭和記念公園  （奥多

摩支部）

黒磯・鳥野目ビギナー探鳥会 （栃木）

千葉公園ビギナーズ探鳥会 （千葉県）

柏の葉公園ビギナーズ探鳥会 （千葉県）

はじめてみませんか？バードウォッチング in 大宮公園 （埼玉）

宇都宮・中央公園ビギナー探鳥会 （栃木）

普及室/瀬古智貫

普及室/堀本理華

普及室/江面康子

普及室/植月智子

普及室/箱田敦只

普及室/関祥子

2017年1月号 私たちの探鳥会自慢 呉羽山 ゴミ取り（鳥）探鳥会 日本野鳥の会富山/藤島光俊

2017年1月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 11 月分 普及室

2017年1月号 普及室からのお知らせ 2017 年バードウィーク「全国一斉探鳥会」の情報をお寄せください 普及室

2017年1月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2017年1月号 今月の購読者数 普及室

2017年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年1月号 編集後記 普及室/植木陽子

2017年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年2月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会④

乙戸沼ビギナーズ探鳥会（茨城県）

諏訪湖ビギナーズ探鳥会 （諏訪支部）

初めてのバードウォッチング＠鴨川 （京都支部）

大田原・羽田沼ビギナー探鳥会 （栃木）

はじめての野鳥観察 （神奈川支部）

普及室/関祥子

普及室/堀本理華

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

普及室/箱田敦只

2017年2月号 栃木ユース観察会に参加してきました！ 普及室/富岡辰先

2017年2月号 探鳥会保険集計結果 2016 年 12 月分 普及室

2017年2月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2017年2月号 普及室からのお知らせ バードウィーク「全国一斉探鳥会」の情報を集めています（2/28 まで） 普及室

2017年2月号 今月の購読者数 普及室

2017年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年2月号 編集後記 普及室/植木陽子

2017年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年3月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会⑤

真岡・井頭公園ビギナー探鳥会 （栃木）

雪入ふれあいの里公園ビギナーズ探鳥会 （茨城県）

はじめての鳥見たい(隊)！ 歴史散策と野鳥（３）

 産湯稲荷神社（真田抜穴跡）～天王寺公園（茶臼山） （大阪支部）

小山・運動公園ビギナー探鳥会 （栃木）

寒い冬でもおしゃれな鳥を見つけましょう！in 山下公園 （神奈川支部）

日本野鳥の会栃木/岩渕真由美・川田裕美

雪入ふれあいの里公園所長・日本野鳥の会茨

城県/川崎慎二）

普及室/浅野綾子

普及室/江面康子

普及室/堀本理華

2017年3月号 諏訪支部からの情報 落鳥の命を教材に活かす！ 前編 諏訪支部/林正敏

2017年3月号 遠江からの情報 春の入会キャンペーン 日本野鳥の会遠江代表/増田裕

2017年3月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 1 月分 普及室

2017年3月号 普及室からのお知らせ 2016 年度 探鳥会リーダーズフォーラム西日本報告書（概要版） 普及室/箱田敦只

2017年3月号 普及室からのお知らせ ツバメの子育て観察会をしませんか 普及室

2017年3月号 普及室からのお知らせ 新小冊子『バードウォッチング BOOK』を発行します 普及室

2017年3月号 普及室からのお知らせ 『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂新版の取り組み 普及室/安西英明

2017年3月号 今月の購読者数 普及室

2017年3月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年3月号 編集後記 普及室/植木陽子
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年4月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会⑥

氏家・勝山ビギナー探鳥会 （栃木）

下江津湖初心者歓迎バードウォッチング （熊本県支部）

坪井川緑地公園バードウォッチング（熊本県支部）

会員室/三浦岳志

熊本県支部/原口研治

普及室/堀本理華

2017年4月号 諏訪支部からの情報 落鳥の命を教材に活かす！ 後編 諏訪支部/林正敏

2017年4月号 日本野鳥の会千葉県のリーダーにインタビュー 千葉公園ビギナーズ探鳥会でお試し入会が多かった理由とは？ 普及室/江面康子

2017年4月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 2 月分 普及室

2017年4月号 普及室からのお知らせ 2016 年度 探鳥会リーダーズフォーラム東日本報告書（概要版） 普及室/箱田敦只

2017年4月号 普及室からのお知らせ 2017 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」が始まります 普及室

2017年4月号 普及室からのお知らせ バードウィーク全国一斉探鳥会を広報します 普及室

2017年4月号 普及室からのお知らせ 2017 年「ツバメのねぐら入り観察会」の情報をお寄せください 普及室

2017年4月号 普及室からのお知らせ 連携団体（支部等）向け卸販売について 普及室/嶋村早樹

2017年4月号 今月の購読者数 普及室

2017年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年4月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年5月号 探鳥会訪問記 バリアフリー探鳥会（京都支部） 普及室/箱田敦只

2017年5月号 喫茶店やレストランを利用した探鳥会後の交流会 普及室/富岡辰先

2017年5月号 探鳥会保険集計結果 2017年3月分 普及室

2017年5月号 普及室からのお知らせ 来月号から探鳥会スタッフ通信メール版の送信形態を移行します 普及室

2017年5月号 普及室からのお知らせ 2017年度「会員を増やすための探鳥会」に参加しませんか 普及室

2017年5月号 今月の購読者数 普及室

2017年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年5月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年6月号 探鳥会訪問記
おはらい町ツバメ探鳥会（三重）

渡良瀬遊水地 Young 探鳥会（栃木、埼玉、東京の 3 支部合同）

普及室/江面康子

普及室/染谷美恵

2017年6月号 「参加者が入会したくなる探鳥会運営術」日本野鳥の会埼玉 勉強会の報告 普及室/江面康子

2017年6月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 4 月分 普及室

2017年6月号 普及室からのお知らせ 今年度の探鳥会リーダーズフォーラムは名古屋で開催！ 普及室

2017年6月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を担当してみませんか？ 普及室

2017年6月号 普及室からのお知らせ 今月号から探鳥会スタッフ通信メール版の送信形態を移行しました 普及室

2017年6月号 今月の購読者数 普及室

2017年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年6月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年7月号 奥多摩支部が登山者を対象とした探鳥会を開催しました 普及室/堀本理華

2017年7月号 探鳥会訪問記 新浜探鳥会（日本野鳥の会東京） 会員室/森田久美子

2017年7月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 5 月分 普及室

2017年7月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐら入り観察会を広報しています 普及室

2017年7月号 今月の購読者数 普及室

2017年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年7月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年度(2017.04.01-2018.03.31)
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/info/shibu/tancho/s

taff201706.pdf
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年8月号 探鳥会訪問記
大磯の海でアオバトに出会う＋Young 探鳥会（東京）

夕涼み観察会～ツバメのねぐら入り観察会～（奥多摩支部）

普及室/江面康子

普及室/井上奈津美

2017年8月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 6 月分 普及室

2017年8月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐら入り観察会を開催しました 普及室/堀本理華

2017年8月号 普及室からのお知らせ 2017 年度版「探鳥会保険のご案内」を発行いたします 普及室

2017年8月号 今月の購読者数 普及室

2017年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年8月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年9月号 ミニ室内例会「バーダーズ・カフェ」 京都支部/坂根勝美

2017年9月号 愛知県支部が第 1 回「学生による学生のためのバードウォッチング」を開催！ 普及室/江面康子

2017年9月号 探鳥会訪問記

八幡川ツバメのねぐら探鳥会（広島県支部）

ツバメのねぐら入り観察会（鳥取県支部）

渡良瀬遊水地ツバメのねぐら入り観察会（栃木）

ツバメのねぐら入り観察会（郡山支部）

普及室/江面康子

普及室/江面康子

普及室/堀本理華

普及室/箱田敦只

2017年9月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 7 月分 普及室

2017年9月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラムを開催します！ 普及室

2017年9月号 普及室からのお知らせ 2017 年「全国ツバメのねぐら入り観察会」報告 普及室

2017年9月号 今月の購読者数 普及室

2017年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年9月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年10月号 オホーツク支部のコミュニケーションを支える喫茶店 普及室/箱田敦只

2017年10月号 書店と連携した支部の活動 山形県支部 普及室/箱田敦只

2017年10月号 探鳥会訪問記
Young 探鳥会 in 東よか干潟（佐賀県支部）

栃木から葛西臨海公園に遠征！「ユース観察会」（栃木）

普及室/嶋村早樹

普及室/井上奈津美

2017年10月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 8 月分 普及室

2017年10月号 普及室からのお知らせ 2017 年度「会員を増やすための探鳥会」の日程をお知らせします！ 普及室

2017年10月号 普及室からのお知らせ 「会員を増やすための探鳥会」を広報しています 普及室

2017年10月号 自然保護室からのお知らせ 農林水産大臣から感謝状をいただきました 自然保護室/葉山政治

2017年10月号 今月の購読者数 普及室

2017年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年10月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2017年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年11月号 野鳥データベースのはなし（埼玉） 日本野鳥の会埼玉 調査部/森本國夫

2017年11月号 愛知県支部 案内人サポーター講習会報告 普及室/堀本理華

2017年11月号 探鳥会訪問記

森に音をひろいにいこう（もりおか）

特集・会員を増やすための探鳥会①

　ウトナイ湖ビギナーズ探鳥会（苫小牧支部）

　女子探鳥会 in 中池見湿地（福井県）

普及室/箱田敦只

普及室/箱田敦只

普及室/江面康子

2017年11月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 9 月分 普及室

2017年11月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラムの締め切りが迫っています！ 普及室

2017年11月号 今月の購読者数 普及室

2017年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年11月号 編集後記 普及室/井上奈津美
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2017年12月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会②

日比谷公園とお濠でバードウォッチング（東京）

冬を迎える準備をする野鳥に会いに行こう！（滝川支部）

はじめてのバードウォッチング in 青葉山（宮城県支部）

和歌山城公園・ビギナーズ探鳥会（和歌山県支部）

はじめての鳥見たい（隊）！ in 自然史フェスティバル 2017（大阪支部）

ビギナー向け探鳥会 in 平和台公園（宮崎県支部）

普及室/染谷美恵

普及室/箱田敦只

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

普及室/浅野綾子

普及室/箱田敦只

2017年12月号 ミニニュース 南富士支部のイモ煮探鳥会へお邪魔しました 普及室/関祥子

2017年12月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 10 月分 普及室

2017年12月号 普及室からのお知らせ 今年度の探鳥会リーダーズフォーラム、参加のラストチャンス！ 普及室

2017年12月号 今月の購読者数 普及室

2017年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2017年12月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年1月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会③

井の頭公園でバードウォッチング（東京）

はじめてのバードウォッチング in 南郷（滋賀）

初めてのバードウォッチング @ 鴨川（京都支部）

平城宮跡 水上池で初めてのバードウォッチング（奈良支部）

はじめてみよう！バードウォッチング in 霞城公園（山形県支部）

千葉公園 ビギナーズ探鳥会（千葉県）

はじめてのバードウォッチング in 長等公園（滋賀）

普及室/房南都子

普及室/江面康子

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

普及室/箱田敦只

普及室/井上奈津美

普及室/浅野綾子

2018年1月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 11 月分 普及室

2018年1月号 普及室からのお知らせ 2018 年バードウィーク「全国一斉探鳥会」の情報をお寄せください 普及室

2018年1月号 普及室からのお知らせ 探鳥会における鳥インフルエンザへの配慮のお願い 普及室

2018年1月号 今月の購読者数 普及室

2018年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年1月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年2月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会④

はじめてみませんか？バードウォッチング（埼玉）

江戸川ビギナーズ探鳥会（千葉県）

はじめてみませんか、バードウォッチング in 昭和記念公園（奥多摩支部）

はじめての鳥見たい（隊）！ in 服部緑地（大阪支部）

バードウォッチング入門 in 涸沼（茨城県）

初めてのバードウォッチング in 明石公園（ひょうご）

初めてのバードウォッチング @ 岡崎疏水（京都）

普及室/箱田敦只

普及室/江面康子

普及室/堀本理華

普及室/浅野綾子

普及室/房南都子

施設運営支援室/大津賀真紀子

普及室/浅野綾子

2018年2月号 探鳥会保険集計結果 2017 年 12 月分 普及室

2018年2月号 及室からのお知らせ 締め切り間近です！2018 年バードウィーク「全国一斉探鳥会」の情報をお寄せください 普及室

2018年2月号 今月の購読者数 普及室

2018年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年2月号 編集後記 普及室/井上奈津美
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年3月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会⑤

体験！野鳥観察 in 小木津山自然公園（茨城県）

初心者のためのバードウォッチング（群馬）

北大構内クリスマス初心者探鳥会（札幌支部）

諏訪湖 ビギナーズ探鳥会（諏訪支部）

はじめてのバードウォッチング in 守山みさき自然公園（滋賀）

初心者向け 石橋記念公園探鳥会（鹿児島）

クリスマスにおしゃれな鳥をみつけましょう in 山下公園（神奈川支部）

普及室/江面康子

普及室/房南都子

普及室/江面康子

普及室/井上奈津美

普及室/浅野綾子

普及室/箱田敦只

普及室/関祥子

2018年3月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 1 月分 普及室

2018年3月号 普及室からのお知らせ 連携団体（支部等）向け卸販売をご利用ください 普及室/嶋村早樹

2018年3月号 今月の購読者数 普及室

2018年3月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年3月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年4月号 愛知県支部が女子会探鳥会を開催しました！ 日本野鳥の会愛知県支部/星野綾子

2018年4月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会⑥

真駒内公園 初心者探鳥会（札幌支部）

初心者歓迎 カモの観察会 in 相模大堰（神奈川支部）

平城宮跡 水上池水鳥探鳥会（奈良支部）

新治市民の森で冬の鳥を見つけよう！（神奈川支部）

ビギナーズのための田んぼの冬鳥観察会（神奈川支部）

日本野鳥の会札幌支部/猿子正彦

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

普及室/富岡辰先

2018年4月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 2 月分 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ 2018 年「ツバメのねぐら入り観察会」の情報をお知らせください 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ 2018 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」が始まります 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ バードウィーク全国一斉探鳥会を広報しています 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ 新小冊子『こんにちはスズメ』を発行します 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ 今年度の「探鳥会リーダーズフォーラム」は宮城県で開催！ 普及室

2018年4月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を担当してみませんか？ 普及室

2018年4月号 今月の購読者数 普及室

2018年4月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年4月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年5月号
探鳥会訪問記

　特集・会員を増やすための探鳥会⑦

初めてのバードウォッチング＠京都御苑（京都支部）

和歌山電鐵・貴志川線に乗ってバードウォッチング（和歌山県支部）

初めての方大歓迎 渡りの季節の探鳥会 in 境川遊水地（神奈川支部）

普及室/浅野綾子

普及室/浅野綾子

普及室/江面康子

2018年5月号 遠江からの情報 日本野鳥の会遠江/徳田英雄

2018年5月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 3 月分 普及室

2018年5月号 普及室からのお知らせ 2018 年度からの「初心者向けバードウォッチング」について 普及室

2018年5月号 普及室からのお知らせ 2017 年度「探鳥会リーダーズフォーラム」報告書（概要版） 普及室

2018年5月号 普及室からのお知らせ 今年度の「探鳥会リーダーズフォーラム」は宮城県で開催！ 普及室

2018年5月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を担当してみませんか？ 普及室

2018年5月号 今月の購読者数 普及室

2018年5月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年5月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年度(2018.04.01-2019.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年6月号 探鳥会訪問記 スマートでかっこいい夏鳥をみよう！（神奈川支部） 普及室/井上奈津美

2018年6月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 4 月分 普及室

2018年6月号 普及室からのお知らせ 「ツバメのねぐら入り観察会」を広報します 普及室

2018年6月号 普及室からのお知らせ 2018 年「バードウィーク全国一斉探鳥会」報告 普及室

2018年6月号 今月の購読者数 普及室

2018年6月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年6月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年7月号 探鳥会訪問記

日本野鳥の会もりおかによる視覚障がい者向け探鳥会（もりおか）

バードリスニング～視覚障がい者のための探鳥会～（鳥取県支部）

多磨霊園探鳥会（東京）

普及室/江面康子

普及室/箱田敦只

施設運営支援室/植阪架愛

2018年7月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 5 月分 普及室

2018年7月号 普及室からのお知らせ 内容確認のお願い（財団 HP・探鳥会情報） 普及室

2018年7月号 普及室からのお知らせ 2018 年度「初心者向けバードウォッチング」実施概要の提出について 普及室

2018年7月号 今月の購読者数 普及室

2018年7月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年7月号 編集後記 施設運営支援室/菅野良一

2018年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年8月号 平成 30 年 7 月豪雨 支部の状況と財団の対応 普及室

2018年8月号 2018 年度「探鳥会リーダーズフォーラム」参加者を募集します 普及室

2018年8月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 6 月分 普及室

2018年8月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐら入り観察会を開催しました 普及室/堀本理華

2018年8月号 普及室からのお知らせ 2018 年度版「探鳥会保険のご案内」を発行いたします 普及室

2018年8月号 今月の購読者数 普及室

2018年8月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年8月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年9月号 『関西ヤングバーダーズ交流会』が開催されました！ 普及室/浅野綾子

2018年9月号
探鳥会訪問記

～ツバメのねぐら入り特集～

伊師浜海岸ツバメねぐら入り探鳥会（茨城県）

渡良瀬遊水地ツバメのねぐら入り観察会（栃木県支部）

お試し入会付き 六郷土手ツバメのねぐら入り観察会（東京）

揖斐川ツバメのねぐら入り探鳥会（三重）

普及室/嶋村早樹

普及室/大久保明香

普及室/江面康子

普及室/箱田敦只

2018年9月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 7 月分 普及室

2018年9月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」の広報をしています 普及室

2018年9月号 普及室からのお知らせ 冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2018年9月号 今月の購読者数 普及室

2018年9月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年9月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年9月号号外 執筆担当者

2018年9月号号外 普及室/富岡辰先、青木伸夫、堀本理華

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201806.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201809.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201807.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201808.pdf

タイトル

初心者向け探鳥会における入会実態（栃木県支部の事例から）
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http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201809.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201806.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201806.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201806.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201809.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201809.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201809.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201807.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201807.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201807.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201808.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201808.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201808.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年10月号 日本野鳥の会栃木県支部 探鳥会リーダー研修会参加報告 普及室/堀本理華

2018年10月号 2018 年度「探鳥会リーダーズフォーラム」 締め切りが近づいています！ 普及室

2018年10月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 8 月分 普及室

2018年10月号 普及室からのお知らせ 2018 年度「全国ツバメのねぐら入り観察会」報告 普及室

2018年10月号 普及室からのお知らせ 秋期「初心者向けバードウォッチング」開催一覧 普及室

2018年10月号 普及室からのお知らせ 冬期「初心者向けバードウォッチング」の実施概要をお送りください 普及室

2018年10月号 今月の購読者数 普及室

2018年10月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年10月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年11月号 探鳥会訪問記 第１回「シルバー・バードウォッチング～ご長寿探鳥会～」（大阪支部） 普及室/浅野綾子

大泉緑地定例探鳥会（大阪支部） 普及室/堀本理華

特集・初心者向けバードウォッチング①

初心者向け探鳥会 in 市民の森（根室支部）

女子会探鳥会 in 中池見湿地（福井県）

はじめてみよう！バードウォッチング 松伏町・まつぶし緑の丘公園（埼玉）

バードウォッチング入門（遠江）

第 7 回 初心者のための田貫湖バードウォッチング講座（南富士支部）

普及室 箱田敦只

普及室/江面康子

普及室/富岡辰先

普及室/江面康子

普及室/江面康子

2018年11月号 第 1 回「探鳥会リーダー研修会」を開催しました！ 普及室/浅野綾子

2018年11月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 9 月分 普及室

2018年11月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の締め切りが 迫っています！ 普及室

2018年11月号 普及室からのお知らせ 冬期「初心者向けバードウォッチング」の広報をします 普及室

2018年11月号 今月の購読者数 普及室

2018年11月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年11月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2018年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2018年12月号 京都支部からの情報「探鳥会による野鳥への影響と京都支部の取り組み」 京都支部/船瀬茂信

2018年12月号
探鳥会訪問記

　特集・初心者向けバードウォッチング②

親子でバードウォッチング in 見沼自然公園（埼玉）

三浦海岸で野鳥観察を楽しみませんか（神奈川支部）

はじめての鳥見たい（隊）！in 大阪自然史フェスティバル（大阪支部）

日本野鳥の会東京おためし入会付き

日比谷公園とお濠でバードウォッチング（東京）

初心者向けバードウォッチング 黒浜沼

普及室/堀本理華

普及室/大久保明香

普及室/浅野綾子

普及室/井上奈津美

普及室/富岡辰先

2018年12月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 10 月分 普及室

2018年12月号 普及室からのお知らせ 春期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2018年12月号 今月の購読者数 普及室

2018年12月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2018年12月号 編集後記 普及室/井上奈津美

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201812.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201810.pdf

http://www.wbsj.org

/info/shibu/tancho/s

taff201811.pdf

http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201812.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201810.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf
http://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201811.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年1月号

特集「初心者向けバードウォッチング」③

　（神奈川支部、東京、千葉県、大阪支部、埼玉、

滋賀）

ビギナーズ歓迎！紅葉の都市公園で冬鳥を見つけよう（神奈川支部）

江戸川ビギナーズ探鳥会（千葉県）

はじめてみませんか？バードウォッチング（埼玉）

「日比谷公園とお濠でバードウォッチング」（東京）

「はじめての鳥見たい(隊)！in 服部緑地公園」（大阪支部）

『はじめてのバードウォッチング in 甲南の里山』（滋賀）

普及室/井上奈津美

普及室/房南都子

普及室/房 南都子

普及室/江面康子

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

2019年1月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム in 東北」申し込みありがとうございました。 普及室

2019年1月号 探鳥会保険集計結果 2018 年 11 月分 普及室

2019年1月号 今月の購読者数 普及室

2019年1月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2019年1月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2019年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年2月号
特集「初心者向けバードウォッチング」

　茨城県、三重、和歌山県支部、神奈川支部

バードウォッチングのいろはを学びましょう（茨城県）

ベルファーム探鳥会（三重）

里山で観察できる美しい冬の野鳥たち』（和歌山県支部）

おしゃれなカモメを見てみましょう

渡り鳥もやってくるin山下公園（神奈川支部）

普及室/富岡辰先

普及室/浅野綾子

普及室/浅野綾子

普及室/森谷机珠瑶

2019年2月号 普及室からのお知らせ 下見も探鳥会保険の適用範囲になりました。 普及室/箱田敦只

2019年2月号 探鳥会保険集計結果 2018年12月分 普及室

2019年2月号 今月の購読者数 普及室

2019年2月号 探鳥会スタッフ通信の購読について 普及室

2019年2月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2019年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年3月号

特集「初心者向けバードウォッチング」

　佐賀県支部、ひょうご、神奈川支部、静岡支部、

京都支部、沼津支部、筑後支部

東よか干潟 初心者向けバードウォッチング（佐賀県支部）

はじめてのバードウォッチング in 夙川（ひょうご）

はじめてのバードウォッチング＠京都御苑（京都支部）

初春の鎌倉・柏尾川でのんびり野鳥を観察しませんか（神奈川支部）

蓮花寺池公園ではじめてのバードウォッチング（静岡支部）

バードウォッチング in 門池公園（沼津支部）

はじめてのバードウォッチング in 篠山神社と筑後川（筑後支部）

普及室/箱田敦只

普及室/浅野綾子

普及室/浅野綾子

普及室/井上奈津美

普及室/江面康子

普及室/江面康子

普及室/堀本理華

2019年3月号 秋期初心者向けバードウォッチング結果一覧 普及室

2019年3月号 普及室からのお知らせ 2019 年「ツバメのねぐら入り観察会」の情報をお寄せください 普及室

2019年3月号 普及室からのお知らせ 春期「初心者向けバードウォッチング」を広報します 普及室

2019年3月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 1 月分 普及室

2019年3月号 今月の購読者数 普及室

2019年3月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年3月号 編集後記 普及室/箱田敦只

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201903.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201902.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201901.pdf

https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201903.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201902.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201901.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年4月号

探鳥会訪問記

　特集・初心者向けバードウォッチング

（埼玉、栃木県支部、岡山県支部、島根県支部）

初心者向けバードウォッチング 長瀞（埼玉）

小山運動公園 ビギナー探鳥会（栃木県支部）

初心者向けバードウォッチング 北本自然観察園（埼玉）

初心者向けバードウォッチング 柳瀬川（埼玉）

松江イングリッシュガーデン探鳥会（島根県支部）

冬鳥を観察します（岡山県支部）

普及室/富岡辰先

普及室/富岡辰先

普及室/富岡辰先

普及室/森谷机珠瑶

普及室/江面康子

普及室/森谷机珠瑶

2019年4月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 2 月分 普及室

2019年4月号 普及室からのお知らせ 「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2019年4月号 普及室からのお知らせ 2019 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」始まりました 普及室

2019年4月号 普及室からのお知らせ 新小冊子『なぜカルガモは引っ越しするの？ ～鳥のふしぎ相談室～』を発行します 普及室

2019年4月号 普及室からのお知らせ 連携団体（支部等）向け卸販売について 普及室

2019年4月号 今月の購読者数 普及室

2019年4月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年4月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年5月号

探鳥会訪問記

　特集・初心者向けバードウォッチング

（埼玉、神奈川支部、東京、三重、福井県）

岩槻文化公園 初心者向けバードウォッチング（埼玉）

春めく日差しの中でブラ鳥見 新横浜公園探鳥会（神奈川）

お試し入会付き 日比谷公園とお濠でバードウォッチング（東京）

宮リバー公園探鳥会（三重）

気比の松原 ヤング探鳥会（福井県）

普及室/森谷机珠瑶

普及室/江面康子

普及室/嶋村早樹

普及室/浅野綾子

普及室/堀本理華

2019年5月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 3 月分 普及室

2019年5月号 普及室からのお知らせ 2019 年度改訂版「ツバメのねぐらマップ」を発行しました 普及室

2019年5月号 今月の購読者数 普及室

2019年5月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年5月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年6月号 1 冊のフィールドノートを最大限に生かそう 普及室

2019年6月号 プロ・ナトゥーラ・ファンド助成募集のご案内 普及室

2019年6月号 日本野鳥の会遠江・リーダー研修会報告 普及室/堀本理華

2019年6月号 初心者対応の工夫初心者対応の工夫 大阪支部リーダーに聞きました！ 普及室/堀本理華

2019年6月号
探鳥会訪問記

　特集・初心者向けバードウォッチング （苫小牧支部）
ビギナーズ探鳥会 in 出光カルチャーパーク（苫小牧支部） 普及室/江面康子

2019年6月号 2018 年度冬期「初心者向けバードウォッチング」結果一覧 普及室

2019年6月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 4 月分 普及室

2019年6月号 普及室からのお知らせ 財団ホームページ「探鳥会情報」の内容確認のお願い 普及室

2019年6月号 普及室からのお知らせ ツバメのねぐら入り観察会を広報します 普及室

2019年6月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2019年6月号 普及室からのお知らせ 今年度の探鳥会リーダーズフォーラムは福井県で開催！ 普及室

2019年6月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズフォーラム」の分科会を担当してみませんか？ 普及室

2019年6月号 今月の購読者数 普及室

2019年6月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年6月号 編集後記 普及室/井上奈津美

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201906.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201904.pdf

2019年度(2019.04.01-2020.03.31)

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff201905.pdf

https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201906.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201904.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff201905.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年7月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 1 回） 神奈川支部/小松洋

2019年7月号 NPO 法人日本野鳥の会鳥取県支部からの情報 NPO法人日本野鳥の会鳥取県支部事務局/津森宏

2019年7月号 探鳥会訪問記 特集・初心者向けバードウォッチング（広島県支部） 普及室/箱田敦只

2019年7月号 バードリスニング 2019 in 鳥取中部（鳥取県支部） 普及室/堀本理華

2019年7月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 5 月分 普及室

2019年7月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2019年7月号 普及室からのお知らせ 個人情報保護にご注意を！～個人情報保護チェックリストをご確認ください～ 普及室

2019年7月号 今月の購読者数 普及室

2019年7月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年7月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年8月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 2 回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2019年8月号 2019 日本野鳥の会東京・リーダーズフォーラム 普及室/堀本理華

2019年8月号 日本野鳥の会石川・リーダー研修会報告 普及室/堀本理華

2019年8月号 探鳥会リーダーズフォーラム 2018 ご報告（概要版） 普及室/箱田敦只

2019年8月号 2019 年度春期「初心者向けバードウォッチング」結果一覧 普及室

2019年8月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 6 月分 普及室

2019年8月号 普及室からのお知らせ 2019 年度版「探鳥会保険のご案内」を発行いたします 普及室

2019年8月号 普及室からのお知らせ 冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2019年8月号 普及室からのお知らせ 今年度の探鳥会リーダーズフォーラムは 10月から受付開始！ 普及室

2019年8月号 今月の購読者数 普及室

2019年8月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年8月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年9月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 3 回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2019年9月号 ラジオ番組『野鳥が好き、歌が好き』で支部活動をＰＲ！（石川） 日本野鳥の会石川/清田良一

2019年9月号 長野支部の探鳥会がクマの出没により中止に 長野支部支部長/藤田伸二

2019年9月号 車いす探鳥会のための研修を実施しました 普及室/江面康子

2019年9月号 仙台で「探鳥会のためのリスクマネジメント研修」を開催 普及室/堀本理華

2019年9月号 日本野鳥の会埼玉 2019 年度リーダー研修会 普及室/堀本理華

2019年9月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 7 月分 普及室

2019年9月号 普及室からのお知らせ 新入会キャンペーン実施中。ぜひご活用ください！ 普及室

2019年9月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」を広報します 普及室

2019年9月号 普及室からのお知らせ 冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2019年9月号 今月の購読者数 普及室

2019年9月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年9月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年10月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 4 回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2019年10月号 日本野鳥の会栃木県支部 リスクマネジメント研修会 普及室/堀本理華

2019年10月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 8 月分 普及室

2019年10月号 普及室からのお知らせ LINE での、バードウォッチングのイベント情報の配信をはじめました 普及室

2019年10月号 普及室からのお知らせ 2019 年 10 月改訂版「探鳥会保険のご案内」お送りします ～「熱中症」「食中毒」も補償対象に～ 普及室

2019年10月号 普及室からのお知らせ バードウォッチングにおける豚コレラへの配慮について 普及室

2019年10月号 普及室からのお知らせ 卒業研究のためのアンケートへのご協力、ありがとうございました 普及室

2019年10月号 今月の購読者数 普及室

2019年10月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年10月号 編集後記 普及室/井上奈津美
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年11月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 5 回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2019年11月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権 －その 1 （公財）日本野鳥の会 理事/松田道生

2019年11月号 中小規模の支部における、会員の増やし方 普及室/堀本理華

2019年11月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 9 月分 普及室

2019年11月号 普及室からのお知らせ 冬期「初心者向けバードウォッチング」を広報します 普及室

2019年11月号 普及室からのお知らせ 環境省より 豚コレラ感染拡大防止に関する お願い 普及室

2019年11月号 普及室からのお知らせ 今年度の探鳥会リーダーズフォーラムの開催中止について 普及室

2019年11月号 今月の購読者数 普及室

2019年11月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年11月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2019年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2019年12月号 Young 探鳥会が出来るまで（第 6 回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2019年12月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権 －その 2 （公財）日本野鳥の会 理事/松田道生

2019年12月号 中小規模の支部における、会員の増やし方 普及室/堀本理華

2019年12月号 福岡で「探鳥会のためのリスクマネジメント研修」を開催 普及室/堀本理華

2019年12月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 10 月分 普及室

2019年12月号 普及室からのお知らせ 春期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2019年12月号 普及室からのお知らせ 探鳥会の開催情報は十分な確認を！ 普及室

2019年12月号 普及室からのお知らせ 卒業研究のためのアンケート、12/31 まで募集中です 普及室

2019年12月号 今月の購読者数 普及室

2019年12月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2019年12月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2020年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年1月号 Young 探鳥会が出来るまで（最終回） 日本野鳥の会神奈川支部/小松洋

2020年1月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権－その 3 （公財）日本野鳥の会 理事/松田道生

2020年1月号 探鳥会保険集計結果 2019 年 11 月分 普及室

2020年1月号 普及室からのお知らせ 春期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年1月号 普及室からのお知らせ 卒業研究のためのアンケート、ご協力ありがとうございました 普及室

2020年1月号 今月の購読者数 普及室

2020年1月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2020年1月号 編集後記 普及室/井上奈津美

2020年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年2月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権－その4 （公財）日本野鳥の会　理事/松田道生

2020年2月号 普及室からのお知らせ 初心者向けバードウォッチング秋　結果 普及室

2020年2月号 探鳥会保険集計結果 2019年12月分 普及室

2020年2月号 今月の購読者数 普及室

2020年2月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2020年2月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2020年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年3月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権-その5(最終回)- （公財）日本野鳥の会　理事/松田道生

2020年3月号 宮崎県支部からの報告 南九州大学市民公開講座をお手伝い 日本野鳥の会宮崎県支部/田辺英樹

2020年3月号 一人でもできるトコロジスト講座 普及室/箱田敦只

2020年3月号 普及室からのお知らせ 普及室

2020年3月号 探鳥会保険集計結果 2020年1月分 普及室

2020年3月号 今月の購読者数 普及室

2020年3月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2020年3月号 編集後記 普及室/井上奈津美
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年4月号 日本野鳥の会の活動に生かす著作権（追記） 理事/松田道生

2020年4月号 普及室からのお知らせ 日本野鳥の会オリジナル絵本を学童保育施設に寄贈しています 普及室

2020年4月号 普及室からのお知らせ 自宅で楽しく遊べる「谷口高司さんの野鳥ぬりえ」を公開中です 普及室

2020年4月号 普及室からのお知らせ 2020 年度「ツバメのねぐら入り観察会」の情報をお寄せください 普及室

2020年4月号 普及室からのお知らせ 2020 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」 普及室

2020年4月号 普及室からのお知らせ 探鳥会中止時にリーダーが現地へいった場合は、保険の申請をしてください 普及室

2020年4月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 2 月分 普及室

2020年4月号 今月の購読者数 普及室

2020年4月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2020年4月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2020年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年5月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズオンラインフォーラム」を開催します！ 普及室

2020年5月号 普及室からのお知らせ 探鳥会中止時にリーダーが現地へ行った場合は、保険の申請をしてください 普及室

2020年5月号 探鳥会スタッフ通信（電子メール版）の無料配信について 普及室

2020年5月号 編集後記 普及室/箱田敦只

2020年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年6月号 探鳥会の運営方法を考えるワークショップを開催しました 普及室/堀本理華

2020年6月号 一人でもできるトコロジスト講座 普及室/箱田敦只

2020年6月号 2019 年度初心者向けバードウォッチング冬期結果一覧 普及室

2020年6月号 卒業研究のご報告

日本大学 生物資源科学部 くらしの生物学科

住まいと環境研究室 【小島ゼミ】4 年/佐藤

雄一）

2020年6月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ 普及室

2020年6月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 4 月分 普及室

2020年6月号 今月の購読者数 普及室

2020年6月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年6月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2020年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年7月号 探鳥会リーダーズオンラインフォーラムを開催しました 普及室/江面康子

2020年7月号 自然保護室からのお知らせ教材 自然保護室

2020年7月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

2020年7月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ 普及室

2020年7月号 普及室からのお知らせ バリアフリー探鳥会のための研修会を実施します 普及室

2020年7月号 普及室からのお知らせ 「バードウォッチング健康法」を発行しました 普及室

2020年7月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 5 月分 普及室

2020年7月号 今月の購読者数 普及室

2020年7月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年7月号 編集後記 普及室/十倉 久枝
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staff202007.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202006.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202005.pdf

https://www.wbsj.or
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staff202004.pdf

2020年度(2020.04.01-2021.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年8月号 普及室からのお知らせ 2020 年新入会キャンペーンについてのお知らせ 普及室/植阪架愛

2020年8月号 普及室からのお知らせ 10 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年8月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ（9/13 開催分） 普及室

2020年8月号 普及室からのお知らせ バリアフリー探鳥会のための研修会を実施します（再掲） 普及室

2020年8月号 鳥会保険集計結果 2020 年 6 月分 普及室

2020年8月号 今月の購読者数 普及室

2020年8月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年8月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2020年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年9月号 愛知県支部からの情報「スマートフォンを使った探鳥会参加者の記名について」 日本野鳥の会愛知県支部/新實豊

2020年9月号 愛媛からの報告「オンライン探鳥会をやってみて」 日本野鳥の会愛媛/松田久司

2020年9月号 感染症対策を取り入れた「ツバメのねぐら入り観察会」を開催しました。 普及室/江面康子

2020年9月号 バリアフリー探鳥会のための研修会を開催しました 普及室/堀本理華

2020年9月号 普及室からのお知らせ 11 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年9月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ（10 月開催分） 普及室

2020年9月号 普及室からのお知らせ ＜参加者募集＞ 探鳥会リーダー向け「安西さんのオンライン野鳥講座」 普及室/江面康子

2020年9月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 7 月分 普及室

2020年9月号 今月の購読者数 普及室

2020年9月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年9月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2020年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年10月号 東京からの報告「Zoom を使ったオンライン探鳥会 いきなり！鳥ライビュ」 日本野鳥の会東京/石亀明

2020年10月号 7/5、8/9、9/13 探鳥会のリスクマネジメント研修オンラインを開催しました 普及室/堀本理華

2020年10月号 普及室からのお知らせ 12 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年10月号 普及室からのお知らせ 冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

2020年10月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ（11 月開催分） 普及室

2020年10月号 普及室からのお知らせ 日本野鳥の会オリジナルカレンダー発売中 普及室

2020年10月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 8 月分 普及室

2020年10月号 今月の購読者数 普及室

2020年10月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年10月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2020年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年11月号 バリアフリー探鳥会に使用できる機器の工夫 について 普及室/富岡辰先

2020年11月号 安西さんのオンライン野鳥講座を開催しました 普及室/十倉久枝

2020年11月号 普及室からのお知らせ 1 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年11月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ（12 月開催分） 普及室

2020年11月号 普及室からのお知らせ バードウォッチングに出かける際の鳥インフルエンザへの配慮のお願い 普及室

2020年11月号 探鳥会開催状況 2020 年 9 月分 普及室

2020年11月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 9 月分 普及室

2020年11月号 今月の購読者数 普及室

2020年11月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年11月号 編集後記 普及室/十倉 久枝
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2020年12月号 2020 年度秋期（10～12 月）「初心者向けバードウォッチング」 普及室

2020年12月号 秋の名城公園で野鳥を探そう！ （愛知県支部） 愛知県支部/星野綾子

2020年12月号 自然保護室からのお知らせ バードウォッチングに出かける際の鳥インフルエンザへの配慮のお願い（11 月号続報） 自然保護室

2020年12月号 普及室からのお知らせ 2 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2020年12月号 普及室からのお知らせ リスクマネジメント研修のお知らせ（1 月開催分） 普及室

2020年12月号 普及室からのお知らせ ＜参加者募集＞ 探鳥会リーダー向け「安西さんのオンライン野鳥講座第2 回 普及室 江面康子

2020年12月号 探鳥会開催状況 2020 年 10 月分 普及室

2020年12月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 10 月分 普及室

2020年12月号 今月の購読者数 普及室

2020年12月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2020年12月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年1月号 ツバメの営巣を見守る団体に感謝状を贈呈（岡山県支部の事例） 普及室/堀本理華

2021年1月号 普及室からのお知らせ 2 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年1月号 普及室からのお知らせ 春期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

2021年1月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（2 月開催分） 普及室

2021年1月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のヒヤリハット事例を送ってください 普及室

2021年1月号 普及室からのお知らせ バードウォッチャー向けの鳥インフルエンザに関する注意喚起のポスターができました 普及室

2021年1月号 探鳥会開催状況 2020 年 11 月分 普及室

2021年1月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 11 月分 普及室

2021年1月号 今月の購読者数 普及室

2021年1月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年1月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年2月号 安西さんのオンライン野鳥講座（第 2 回）を開催しました 普及室/十倉久枝

2021年2月号 愛知県支部からの情報「ネットで入力、即、小冊子差し上げます」 日本野鳥の会愛知県支部/新實豊

2021年2月号 2020 年度初心者向けバードウォッチング 秋期結果一覧 普及室

2021年2月号 普及室からのお知らせ 4 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年2月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（3 月開催分） 普及室

2021年2月号 普及室からのお知らせ ツバメの子育て応援事業について 普及室

2021年2月号 探鳥会開催状況 2020 年 12 月分 普及室

2021年2月号 探鳥会保険集計結果 2020 年 12 月分 普及室

2021年2月号 今月の購読者数 普及室

2021年2月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年2月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年3月号 オンライン探鳥会を開催して気づいたこと 普及室/江面康子

2021年3月号 普及室からのお知らせ 5 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年3月号 普及室からのお知らせ ツバメの子育て応援事業について 普及室

2021年3月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（4 月開催分） 普及室

2021年3月号 探鳥会開催状況 2021 年 1 月分 普及室

2021年3月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 1 月分 普及室

2021年3月号 今月の購読者数 普及室

2021年3月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年3月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202103.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202102.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202101.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202012.pdf

https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202103.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202102.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202101.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202012.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 宮崎県支部からの報告「南九州大学で今年も市民公開講座」 宮崎県支部事務局/田辺英樹

2021年4月号 2020年度冬期（1～3 月）「初心者向けバードウォッチング」結果 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2021年「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要の募集を始めました。 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 6月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2021年度のリスクマネジメント研修について 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2021年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 新パンフレット『ようこそツバメ』を発行します 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 2月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 2月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 オンラインによるバリアフリー探鳥会を開催しました 普及室/箱田敦只

2021年4月号 新型コロナウイルス第 4 波への各支部の対応状況 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 7 月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2021 年度探鳥会リーダーズオンラインフォ ーラムを開催します 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 6 月リスクマネジメント研修のお知らせ 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 3月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 3月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 バリアフリー探鳥会（バードリスニング2021 鳥取東部）報告 NPO法人日本野鳥の会鳥取県支部/津森宏

2021年4月号 共生推進企画室からのお知らせ 共生推進企画室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 8月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ ツバメの見守りに感謝状 9 都道府県 16 の団体に贈呈します 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 「探鳥会リーダーズオンラインフォーラム」締め切り間近です 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 4月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 4月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 小学生の野鳥観察授業をサポートしてきました 日本野鳥の会神奈川支部／大橋雅敏

2021年4月号 教室内探鳥会を開催しました 日本野鳥の会神奈川支部／畠山義彦

2021年4月号 普及室からのお知らせ 9月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（８月開催分） 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ バードショップカタログの WEB 版を発行しました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ zoom を使ったブロック会議等のお手伝いをします 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 5月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 5月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝
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2021年度(2021.04.01-2022.03.31)
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 普及室からのお知らせ 10月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ2021年度春期（4～6 月）「初心者向けバードウォッチング」結果 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 6月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 6月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

「探鳥会リーダーズオンラインフォーラム 2021」を開催しました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 11月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（10 月開催分） 普及室

2021年4月号 2022年オリジナルカレンダーのお知らせ 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 7月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 7月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 普及室からのお知らせ 12月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

会員向けオンラインイベントを開催！～支部報への情報掲載のお願い～ 普及室

スタッフ通信の過去記事を閲覧できるようにしました！ 普及室

バードショップカタログの WEB 版を発行しました 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 8月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 8月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2021年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

◆探鳥会でのボイス筆談機の使用と聴覚障害者サポート 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 1月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（12 月開催分） 普及室

2021年4月号 2022年オリジナルカレンダーのお知らせ 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 9月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 9月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

◆愛知県支部 オンライン講座「超簡単！あなたも読める英語鳥図鑑入門」に参加して 普及室

◆感染対策を取り入れた探鳥会を実施してみて 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

バードウォッチングに出かける際の鳥イ 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 10月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 10月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

◆「日本野鳥の会東京 Young 探鳥会ライビュ」に参加して 普及室

◆宮崎県支部からの報告「南九州大学市民公開講座(第 3 回目) 実施報告」 普及室

◆補聴器探鳥会に参加してきました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 3月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

春期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の募集を始めました 普及室

2021年4月号 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（2 月開催分） 普及室

探鳥会保険が変わります！ 普及室

ワイルドバード・カレンダー2023 写真募集中 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 11月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 11月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 普及室からのお知らせ 4 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りくださ 普及室

ツバメの子育て応援事業について 普及室

2021年4月号 締切間近！探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（2 月開催分） 普及室

2021 年度秋期（10～12 月）「初心者向けバードウォッチング」結果 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2021 年 12月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2021 年 12月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 普及室からのお知らせ 5 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りくださ 普及室

2021 年度「初心者向けバードウォッチング」春期の入会状況（2022 年 1 月末時点） 普及室

2021年4月号 締切間近！探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（2 月開催分） 普及室

探鳥会保険 調査活動の申請方法について 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2022年 1月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2022年 1月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/堀本理華・十倉 久枝

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202202.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202112.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202203.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202201.pdf

https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202202.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202112.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202203.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202201.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2022年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 弊会職員を装った不審メールに関するお詫びとお知らせ 宮崎県支部事務局/田辺英樹

2021年4月号 支部ホームページワーキンググループを開催しました！ 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 6 月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2022 年度改訂版「ツバメのねぐらマップを発行しました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2022 年「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要の募集を始めました 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 2022 年度「野鳥の子育て応援（ヒナを拾わないで）キャンペーン」 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（5 月開催分） 普及室

探鳥会保険を活用しよう Q＆A

2021年4月号 探鳥会開催状況 2022 年 2月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2022年 2月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 探鳥会訪問記 ふれあい松戸川 Young 探鳥会 普及室/井上 瑞穂

2021年4月号 2022年度冬期（1～3月）「初心者向けバードウォッチング」結果 普及室

2021年4月号 日本野鳥の会茨城県からのご案内 普及室

2021年4月号 日本テレビ「所さんの目がテン！」に要請書を提出しました 普及室/富岡 辰先

2021年4月号 普及室からのお知らせ 7 月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 探鳥会リーダーズフォーラム 2022 分科会を企画しませんか？ 普及室

道南桧山に初の小学生会員が誕生！ 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2022年 3月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2022年 3月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年6月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 神奈川支部に小学校からお礼のお手紙と手作り野鳥図鑑が届きました！ 普及室/江面 康子

2021年4月号 普及室からのお知らせ 支部報を考えるワーキンググループを開催します 普及室

2021年4月号 普及室からのお知らせ 8月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

ツバメの見守り感謝状9都府県11の団体に贈呈します 普及室

秋期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要の

募集を始めました～パンフレットの発行を再開します～
普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2022年 4月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2022年 4月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 普及室/十倉 久枝

2022年7月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

2021年4月号 バードリスニング2022鳥取西部「野鳥のさえずりとササユリの香りを楽しむ」 NPO法人日本野鳥の会鳥取県支部　津森宏

2021年4月号 鳥取県支部「バードリスニング」に参加して 宮野谷 義傑

2021年4月号 普及室からのお知らせ 9月開催の「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

2022年度探鳥会リーダーズフォーラム参加者募集！ 普及室

秋期開催「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2021年4月号 探鳥会開催状況 2022年5月分 普及室

2021年4月号 探鳥会保険集計結果 2022年5月分 普及室

2021年4月号 今月の購読者数 普及室

2021年4月号 探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

2021年4月号 編集後記 施設運営支援室／二階堂 仁美
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号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2022年8月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

普及室からのお知らせ ツバメの見守り感謝状　12都府県15の団体に贈呈しました 普及室

10月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

2022年度初心者向けバードウォッチング春期　結果一覧 普及室

探鳥会開催状況 2022年6月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年6月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／箱田 敦只

2022年9月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

バリアフリー探鳥会  福祉の専門家と懇談　京都支部、鳥取県支部 まとめ　普及室／箱田 敦只

奥多摩支部で「探鳥会のリスクマネジメント」を開催 普及室／荒 哲平

普及室からのお知らせ 冬期開催分「初心者向けバードウォッチング」実施概要を募集しています 普及室

探鳥会開催状況 2022年7月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年7月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／箱田 敦只

2022年10月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

「支部報について考えるワーキンググループ」開催報告 普及室／箱田 敦只

「探鳥会のリスクマネジメント研修基礎編」をリニューアル開催 普及室／荒 哲平

普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（10月オンライン開催） 普及室

12月開催の「初心者向けバードウォッチング」実施概要をお送りください 普及室

探鳥会開催状況 2022年8月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年8月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／箱田 敦只

2022年11月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

「探鳥会リーダーズフォーラム2022」開催報告 普及室／箱田 敦只

普及室からのお知らせ バードウォッチング初心者に向けた「野鳥観察・撮影マナーチラシ」制作 普及室

新パンフレット「しあわせことり図鑑」を発行しました 普及室

1月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

探鳥会開催状況 2022年9月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年9月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／箱田 敦只

2022年12月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

普及室からのお知らせ 探鳥会保険を更新します 普及室

2022年の事故事例・ヒヤリハット事例 普及室

2月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

春季開催分の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

「今後の探鳥会における新型コロナウイルス感染対策について」を発信しました 普及室

探鳥会のリスクマネジメント研修＜基礎編＞のお知らせ（12月オンライン開催） 普及室

探鳥会開催状況 2022年10月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年10月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／箱田 敦只

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202210.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202208.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202211.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202209.pdf

https://www.wbsj.or

g/info/shibu/tancho/

staff202212.pdf

https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202210.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202208.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202211.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202209.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf
https://www.wbsj.org/info/shibu/tancho/staff202212.pdf


号数 記事URL タイトル サブタイトル 執筆担当者

2023年1月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

詠んでたのしむ探鳥会（俳句探鳥会）を実施しました 日本野鳥の会東京 日本野鳥の会東京／増田 徹

普及室からのお知らせ 3月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

春期開催分の初心者向けバードウォッチング実施概要を募集しています 普及室

ツバメの子育て応援事業について 普及室

探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（２月オンライン開催） 普及室

探鳥会開催状況 2022年11月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年11月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／阿比留 あやの

2023年2月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

Instagramを使った探鳥会情報の拡散について 日本野鳥の会東京 日本野鳥の会東京幹事／村上 将之

ツバメのねぐらと河川工事 普及室／荒 哲平 

野鳥の観察・撮影、思わぬところに迷惑をかけていませんか？ 普及室／荒 哲平 

普及室からのお知らせ 4月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

2022年度 秋期「初心者向けバードウォッチング」結果一覧 普及室

探鳥会開催状況 2022年12月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2022年12月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／阿比留 あやの

2023年3月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

探鳥県保健代理店担当者に聞く探鳥会のリスクマネジメント 普及室／箱田 敦只

バリアフリー探鳥会のための研修会を行いました 普及室／井上瑞穂

普及室からのお知らせ 今後の探鳥会における新型コロナウイルス感染対策について 普及室

5月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

2023年「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要を募集します 普及室

探鳥会開催状況 2023年1月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2023年1月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／阿比留 あやの

2023年4月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

バリアフリー探鳥会を実施しました！ 普及室／箱田 敦只

普及室からのお知らせ 6 月開催の初心者向けバードウォッチング実施概要をお送りください 普及室

2023 年「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

探鳥会開催状況 2023年2月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2023年2月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／阿比留 あやの

2023年5月号 タイトル サブタイトル 執筆担当者

バリアフリー探鳥会「バードリスニング」を開催しました NPO法人日本野鳥の会鳥取県支部

自然保護室からのお知らせ 海洋プラスチック問題を解説する小冊子を発行しました 自然保護室

普及室からのお知らせ 探鳥会のリスクマネジメント研修のお知らせ（5月オンライン開催） 普及室

7月開催「ツバメのねぐら入り観察会」実施概要をお送りください 普及室

探鳥会開催状況 2023年3月分 普及室

探鳥会保険集計結果 2023年3月分 普及室

今月の購読者数 普及室

探鳥会スタッフ通信の無料配信について 普及室

編集後記 普及室／阿比留 あやの
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