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足環プロジェクトとは 

足環を付けた放鳥個体が野外で発見もしくは再捕獲等されることで 

その個体の生存年数、移動範囲・距離などを知る為の活動です。 

詳しくは「RUNNER」vol.16 を御覧下さい。 

 

～2021 年 4 月から足環を付けて放された鳥たち～ 

足環番号 種類 放鳥日 放鳥場所 

O9 アオサギ 2021/4/27 川崎市 

P1 トビ 2021/6/23 相模原市 

P2 トビ 2022/2/26 厚木市 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
O９ アオサギ 

(写真提供：神奈川県自然環境保全センター) 

 

 

【NPO 法人 野生動物救護の会】 

Tel : 0463-75-1830 e-mail : wildrelief@kanagawa-choju.sakura.ne.jp 

【神奈川県自然環境保全センター・自然保護課】 

Tel : 046-248-6682 

 

鳥の詳しい情報はこちらに載せています。 

（放野の光景を動画で見ることができます） 

ブログ URL ： http://blog.goo.ne.jp/yaseidobutsu-kyugo 
 

 

P2 トビ 

★こんな足環をつけた野鳥を見かけたら下記まで連絡してください★ 

 

 

    目撃情報 

8月以降に境川にて度々

目撃情報が入っています。

詳しくはブログをご覧くだ

さい。 

 

tel:0463-75-1830
tel:046-248-6682
http://blog.goo.ne.jp/yaseidobutsu-kyugo
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2021 年度事業報告 

2022 年度事業予定(案) 
 
本年も 2022 年 4 月より新しい年度がスター

トしました。残念ながらまだまだ予断を許さな

い新型コロナウィルス蔓延の影響により、この

ページでご報告できる昨年度の活動の結果は

寂しいものとなってしまいました。とりわけ人

を集めて行うイベント等はほとんど開催が見

送られ、救護の会も参加することがかないませ

んでした。また、夏休みや春休みに行ってきた

体験教室なども開催することができませんで

した。自然環境保全センターと共に長年続けて

きたこの体験教室は、次世代を担う子どもたち

と共に野生動物や地球環境について学ぶ貴重

な機会ですので、開催できなかったことは残念

でなりません。 

しかしながらようやく少しずつではありま

すが、社会活動再開の兆しが見えてきました。

今年度は社会情勢を見極め、皆様の健康の安全

を考慮しつつ出来るだけイベント等の活動を

再開したいと考えています。また、長年継続し

て行っている衝突調査、痕跡調査や樹洞性哺乳

類・鳥類調査などの調査活動は続けております。

もう少し状況が落ち着いた際には皆様にも参

加していただける場をご用意する予定ですの

で、その際には是非ご参加・ご協力をよろしく

お願いいたします。 

6 月に予定されている定期総会では、昨年度

の総括や今年度の事業内容についてご意見を

いただきたく、ここに前年度の活動報告と今年

度の活動予定を掲載します。皆さまには是非目

を通していただき、ご検討をお願い致します。 

  このような状況ですので、くれぐれも皆さま

ご自愛ください。

 
 
 

2021 年度 NPO 法人野生動物救護の会 事業報告 

１． 傷病鳥獣救護の直接的事業 

傷病鳥獣の救護ボランティアの推奨 通年 自然環境保全センター 

M プロジェクト（猛禽類のリハビリ） 通年 プロジェクト参加者自宅 

 

２． 救護ボランティアを養成する事業 

野生動物救護ボランティア講習会 中止  

野生動物救護ボランティア講習会修了式 中止  

    

３． 主に会員を対象とした啓発事業 

探鳥会 中止  

野生動物痕跡調査講習会 中止  

スキルアップ勉強会 中止  
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４． 主に市民を対象とした啓発事業 

企画展示 （ブナの森ギャラリー）  10/17～11/26 自然環境保全センター 

誤認保護防止のためのチラシ配布 中止  

各種イベントへの参加  

 よこすか動物フェスティバル、 

秦野市民まつり 

動物フェスティバル・神奈川 

秋のにぎわいフェア 

さがみ自然フォーラム（展示参加 web 開催） 

 

中止 

中止 

中止 

11/23 

2/12～5/15 

 

 

 

 

鶴巻温泉駅南口ロータリー 

アミュー厚木  

各種要請による講演 要請無  

環境教育   

学校からの要請による環境教育 

 夏休み子ども体験教室（野生動物を学ぶ） 

 春休み子ども体験教室（わくわく生き物探検隊） 

 

要請無 

中止 

中止 

 

 

 
５． 情報発信的事業 

会報誌ＲＵＮＮＥＲ（VOL36）の発行 5/16 厚木市サポートセンター 

ホームページの運営 会員への情報発信 通年 野生動物救護の会事務局 

 

６． 調査・観察的な事業 

秦野市立図書館衝突調査 4/30 5/28  6/25  

7/30 8/27  9/24  

10/29 12/3 12/24 

1/28  2/25  3/25 

秦野市立図書館 

羽根標本等の標本作成 通年 自然環境保全センター 

樹洞性哺乳類・鳥類調査 通年 自然環境保全センター 

野生動物痕跡調査 通年 自然環境保全センター 

足環プロジェクト 通年 自然環境保全センター 

 

７． 関係団体との協働的事業 

丹沢大山ボランティアネットワーク総会 

丹沢大山ボランティアネットワーク講演会 

丹沢大山ボランティアネットワーク世話人会 

書面開催 

中止 

 

 

 

傷病鳥獣保護連絡協議会 3/23  

自然発見クラブ 中止  

   ８． 運営的事業 

ＮＰＯ法人 野生動物救護の会定期総会 6/13 自然環境保全センター 

救護の会の事務的管理（名簿・会費・物品など） 通年 野生動物救護の会事務局 

野生動物救護の会の理事会・スタッフ会議 随時 自然環境保全センター 

傷病舎大掃除 12/11 自然環境保全センター 
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９． 各種助成金による事業  

もり・みず助成金による事業・調査  

丹沢みどりを育むつどい助成金による事業・調査  

 
 

 

 

2022 年度 NPO 法人野生動物救護の会 事業予定（案） 

１． 傷病鳥獣救護の直接的事業 

傷病鳥獣の救護ボランティアの推奨 通年 自然環境保全センター 

M プロジェクト（猛禽類のリハビリ） 通年 プロジェクト参加者自宅 

 

２． 救護ボランティアを養成する事業 

野生動物救護ボランティア講習会 検討中 自然環境保全センター 

野生動物救護ボランティア講習会修了式 検討中 自然環境保全センター 

    

    ３． 主に会員を対象とした啓発事業 

探鳥会 年数回 近隣各所 

野生動物痕跡調査講習会 年数回 自然環境保全センター 

スキルアップ勉強会 未定 自然環境保全センター 

 

４． 主に市民を対象とした啓発事業 

企画展示  9 月～10 月 自然環境保全センター 

誤認保護防止のためのチラシ配布 未定 伊勢原市立総合運動公園 

よこすか動物フェスティバルへの参加 

秦野市民まつりへの参加 

動物フェスティバル・かながわへの参加 

さがみ自然フォーラムへの参加  

その他のイベントへの参加 

未定 

未定 

10 月 23 日 

2 月頃 

随時要請あれば 

 

 

  

各種要請による講演 随時 各会場 

環境教育   

学校からの要請による環境教育 

 夏休み子ども体験教室（野生動物を学ぶ） 

 春休み子ども体験教室（わくわく生き物探検隊） 

 

随時 

未定  

未定 

 

各学校等 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 
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５． 情報発信的事業 

会報誌ＲＵＮＮＥＲの発行 年数回 厚木市サポートセンター 

ホームページの運営 会員への情報発信 通年 野生動物救護の会事務局 

 

６． 調査・観察的な事業 

秦野市立図書館衝突調査 月１回程度 秦野市立図書館 

羽根標本等の標本作成 年数回 自然環境保全センター 

樹洞性哺乳類・鳥類調査 通年 自然環境保全センター 

野生動物痕跡調査 通年 自然環境保全センター 

足環プロジェクト 通年 自然環境保全センター 

 

７． 関係団体との協働的事業 

丹沢大山ボランティアネットワーク総会 

丹沢大山ボランティアネットワーク講演会 

丹沢大山ボランティアネットワーク世話人会 

書面開催 

未定 

年数回 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

傷病鳥獣保護連絡協議会 未定  

自然発見クラブ 野鳥の羽根標本づくり 

        野鳥の巣箱づくり            

8/20 

2/18  

自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

 

   ８． 運営的事業 

ＮＰＯ法人 野生動物救護の会定期総会 ６月予定  

救護の会の事務的管理（名簿・会費・物品など） 通年 野生動物救護の会事務局 

野生動物救護の会の理事会・スタッフ会議 随時 自然環境保全センター 

傷病舎大掃除 １２月 自然環境保全センター 

 

９． 各種助成金による事業  

サントリー世界愛鳥基金助成金による絵本作成事業 

「猫により傷つく野鳥を減らすための普及啓発活動用」 
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“救護の会 ブログ“ 更新中です！                                  

◆野生動物救護の会の活動の様子を楽しくご紹介！ 

 日常のボランティア活動や、猛禽類の訓練風景（M project ）、各種イベントのお知らせや 

報告などなど、随時更新しています。救護の会 HP トップページの           

｢救護の会ブログ始めました！｣のバナーをクリックしてご覧下さい♪        

 アドレスはコチラ→ http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp/index.html  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 衝突調査                                                 

◆秦野市立図書館衝突調査 

  ▽日時 毎月最終金曜日 →今後の調査日は 2022 年 5 月 27 日、6 月 24 日、7 月 29 日        

▽場所 秦野市立図書館 

☆野生動物救護の会「バードストライク研究会」では窓ガラスへの野鳥の衝突調査を一緒に 

行ってくれる方を随時募集しています。興味のある方は事務局までご連絡を！ 

 定期総会                                              

◆第 15 回 NPO 法人 野生動物救護の会 定期総会 

  ▽日時：6 月 25 日（土）  場所：厚木市社会福祉センター 4F 研修室 

 

☆★会員へのお誘い★☆ 
当会は、設立趣旨にご賛同頂きました皆様方の会費によって運営されております。 

      ★一般会員：年会費 2,000 円  

      ★学生会員：年会費 1,000 円 

私たちの活動を支えて下さる賛助会員も同時に募集しています 

★賛助会員：年会費 法人一口 5,000 円/個人一口 3,000 円 一口以上 

 ゆうちょ銀行振替口座 ： 00270-0-47040 

名義 ： 特定非営利活動法人 野生動物救護の会 
【振込先】 

発行月：2022 年 5 月  発行：特定非営利活動法人 野生動物救護の会  電話：0463-75-1830 

〒259-1306 神奈川県秦野市戸川 1086 番地の 4   ホームページ：http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp/ 

編集者 平沼亜矢子 森紀美子 神崎さつき  

＊詳細は当会ホームページをご覧ください＊ 

 イベント                                                             

◆自然発見クラブ 

▽野鳥の羽根標本  日時：2022 年 8 月 20 日（土）  場所：自然環境保全センター 

▽野鳥の巣箱作り   日時：2023 年 2 月 18 日（土）  場所：自然環境保全センター 

 

◆動物フェスティバルかながわ 日時：2022 年 10 月 23 日（日） 場所：ヴェルニー公園 

  

◆探鳥会 数回開催予定 

 

※昨年度に引き続き、今年度のイベントも現段階では開催が未定のものが多数です。 

今後、開催及び救護の会の参加の有無が決定しましたら 都度お知らししますので、 

ホームページ等でご確認ください。 

 絵本を作成します                                              

◆「猫により傷つく野鳥を減らすための普及啓発活動」のために 

サントリー世界愛鳥基金助成金を受け、オリジナル絵本を作成します。 

完成をお楽しみに！ 

 

どなたでもご参加いただけます 
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