2020（令和２）年度 日本野鳥の会福井県行事カレンダー
※詳細はホームページで確認してください（日本野鳥の会福井県でクリック）
一般用
行 事
期日
曜日
集合場所
気象条件
時 間
担当者
坂井市丸岡町楽間総合グリーンセンター
4月5日
日 ★早春の鳥たちと逢おう
小雨決行
8:00～11:00
土田
4月25日 土 ★2020総会inあわら
12:00～21:00
＜行事にご参加の皆様へ＞
会場： あわら市北潟 芦原青年の家
宿泊： 芦原青年の家：費用4,000円
〇行事の詳細は会のHPを参照
講演： 「野鳥と風発」
項目（テーマー）浦 達也 氏
（公財）日本野鳥の会
http://wbsjfukui.org/index.html
総会： 来賓挨拶・2019年度事業報告・2020年度事業計画・会計報告等
〇お問合せ・お申込みは以下まで
イベント： 鳥談議や話題提供・バザー・野鳥グッズ展示販売
・会のメールアドレス
※詳細はホームページで確認してください（日本野鳥の会福井県でクリック）
wbsj.fukui@gmail.com
4月26日 日 ★探鳥会：あわら洋上風発計画予定地区の野鳥
集合9:00：芦原青年の家P
★幸せの青い鳥を探そう！
5月3日
日
①羽坂林道
福井市安田町聖苑横駐車場
小雨決行
8:00～11:00
柳町
②越前町花立峠定点観察 青空喫茶、トイレ有
丹生郡越前町織田コミニティーセンター
酒井
★バードウィーク探鳥会
共催：あわら市 あわら市トリムパークかなづP
①こんな鳥見たよ！
麻畑
共催：福井市自然史博
②福井市足羽山公園
福井市自然史博物館前
土田
5月10日 日
小雨決行
8:00～11:00
③越前市村国山
越前市帆山橋下流右岸駐車場
横山
④大野市城山公園
大野市亀山南第一駐車場
宇野
⑤敦賀市天筒山
敦賀市天筒山登山口駐車場
田川亨
5月17日 日 ★赤い鳥と啄木鳥を探そう！ トイレ有
南条郡南越前町広野ダム監視場前P場
小雨決行
8:00～11:00
藤本
前夜キャンプ泊、夜間探鳥、早朝探鳥有り参加者連絡ください
共催：海浜セ
5月24日 日 ★さえずり探鳥会in三方石観世音
若狭町三方石観世音駐車場
小雨決行
8:00～11:00
小嶋
5月31日 日 ★超早起きは10文の得探鳥会
小浜市神宮寺森林の水PR館P場
小雨決行
4:00～10:00
堀
辻
5月31日 日 ★サンコウチョウと赤い鳥を探そう！
福井市深谷町林道入り口
小雨決行
8:00～11:00
土田
6月6日
土 ★早朝のさえずりを求めて戸隠へ行こう！
＜集合場所＞
雨天決行
酒井
7日
日
宿泊：〒381-4101長野市戸隠3548
坂井：北陸自動車道金津ICP場
民宿てらまち ℡026-254-2457
奥越・福井：松本合同庁舎Ｐ場
6日 戸隠自然園
嶺南・丹南：越前市赤坂池田観光Ｐ場
7日 早朝の自然園
会費 28,000円
詳細は別紙参照
共催：あわら市 あわら市刈安山水車小屋付近
6月7日
日 ★三鳴鳥の囀りを聞こう！
小雨決行
8:00～10:00
町原
8月23日 日 ★ツバメの集団ねぐら入りウォッチング！
坂井市三国九頭竜川三国大橋左岸堤防
小雨決行
17:30～19:00
大西
★”タカの渡り観察会in今庄３６５駐車場”
南越前町今庄３６５スキー場駐車場
雨天中止
8:00～15:00
井尻
9月20日 日 ★”タカの渡り観察会”
越前市日野霊園入り口
雨天中止
8:00～15:00
藤本
共催：あわら市 あわら市刈安山展望台駐車場
★”驚き！タカの渡りウォッチング”
雨天中止
8:00～15:00
組頭
9月12日 土 ★タカの渡り調査 (6日間が一斉調査日です)
9月13日 日
9月19日 土
＊参加希望の方は調査担当の田川亨氏にお問合わせ下さい。
雨天中止
8:00～15:00 田川亨
9月20日 日
＊各ブロックの担当者（下記）でも結構です。
9月26日 土
坂井B：大西(090-6272-6527)
丹南Ｂ：酒井(0778-65-2940 ※昼限定)
9月27日 日
福井Ｂ：土田(090-1633-9767)
嶺南B：田川(090-8380-4164)
10月18日 日 ★女子会探鳥会
敦賀市樫曲中池見人と自然のふれあいの里
小雨決行
9:00～11:30
武田
女性限定の探鳥会です。鳥を見るのが初めての方も、お子様連れの方もお出で下さい。
鳥を見た後は「古民家」の中で囲炉裏を囲んで楽しい時間を過ごしませんか。
10月25日 日 ★三里浜の林で冬鳥に会いたい
ハマナス公園自然観察館前
小雨決行
9:00～11:00
大西
11月8日 日 ★水辺で渡ってきた冬鳥を探そう
福井市一乗谷水の駅駐車場
小雨決行
9:00～11:00
土田
11月15日 日 ★ヤング探鳥会
敦賀市気比の松原駐車場
小雨決行
8:30～11:30 吉田麻
共催；あわら市 あわら市北潟湖畔公園第2P
★福井の宝！ 雁行ウォッチング
小雨決行
6:30～8:00
組頭
12月6日 日
共催：海浜セ
★ビギナーのための探鳥会in三方湖
道の駅三方五湖道路情報発信センター
小雨決行
9:00～11:30
井尻
1月17日 日 ★日野川でトモエガモを探そう
鯖江市丹南高校裏日野川左岸堤防
小雪決行
9:00～11:00
須本
1月10日 日 ★坂井平野のガン類一斉調査
各地点に集合
小雪決行
6:30
組頭
★県内カモ類ハクチョウ類一斉調査
小嶋
① 坂井ブロック 北潟湖、福良池
組頭
1月11日 月
小雪決行
8:00～12:00
② 福井ブロック 九頭竜川、足羽川、福井新港、大堤、真名川
土田
③ 丹南ブロック 日野川
酒井
④ 嶺南ブロック 菅湖、三方湖、水月湖、久々子湖、小浜湾、猪ケ池、阿原ケ池
小嶋
共催：海浜セ
1月16日 土 ★ビギナーのための探鳥会in久々子湖
三方郡美浜町美浜総合体育館
小雪決行
9:00～11:30
武田
★海ワシ調査
道の駅三方五湖自然観察棟
小雪決行
8:00～12:30
小嶋
2月7日
日
共催：海浜セ
★三方五湖オジロワシとハクチョウ観察会
道の駅三方五湖自然観察棟
小雪決行
9:00～11:30
小嶋
共催；あわら市 あわら市北潟湖畔公園第2Ｐ場
2月21日 日 ★そろそろ北へ帰ろかな！
小雨決行
9:00～11:00
橋崎
共催：海浜セ
3月7日
日 ★若狭湾海の鳥船上観察会
福井県海浜自然センター
小雨決行
9:00～11:30
平城
※お問い合わせ、参加申込等は wbsj_fukui@gmail.com までお願いします。
※探鳥会会場の「プラスチックごみ拾い」を推進しますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
※観察は、「やさしい気持ち」でお願いたします。

