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再びたくさんのチョウゲンボウが舞う十三崖に！

●ニュースレターの創刊にあた
　って
　ボランティアグループ「十三崖チョウゲンボ
ウ応援団」は2006年（平成18年）7月30日に設
立されました。組織の構成や活動基盤が整備
されてきたのを機に、ニュースレター「チョウゲ
ンボウ新聞」を刊行することにしました。

●武田典一会長挨拶
　「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」が、昭和
２８年に国の天然記念物に指定されてから５０
年が経過し、指定当時の２０つがいほど見ら
れた営巣数が、生息環境の変化などにより、
最近では２～３つがいに減少していました。具
体的には、崖面と河川敷にハリエンジュ（ニセ
アカシア）などの植物が繁茂したため、チョウ
ゲンボウが巣穴を使用することが困難になり、
またチョウゲンボウはネズミを食べるため、植
物が地面を覆うことによって、ネズミを発見し
づらくなっていました。

このような中で、中野市
は、平成１７年度から
「十三崖チョウゲンボウ
繁殖地環境回復事業」
を実施し、崖面や河川敷
の樹木の伐採を行って
います。その結果、今年
は昨年より２つがい多い、
５つがいが営巣を行いま
した。その後、途中で繁
殖を失敗したものもあっ

十三崖チョウゲンボウ応援団
　　　会長　武田典一

たようですが、営巣数回復への第一歩が踏み
出せたと思っています。樹木の伐採は、十三
崖を好適な環境条件へと改善し、それをチョウ
ゲンボウが魅力に感じ集まってきたのかもし
れません。
　しかし、樹木の伐採後、放っておくとハリエン
ジュなどの外来種はすぐに繁茂し、チョウゲン
ボウが住みにくい環境へと戻ってしまいます。
そこで、「十三崖チョウゲンボウ応援団」が重
要な役割を果たします。「十三崖チョウゲンボ
ウ応援団」は、再び十三崖に多くのチョウゲン

 
 



十三崖チョウゲンボウ応援団会則

（名称）

第１条　本会は、「十三崖チョウゲンボウ応援団」と　
称する。

（事務局）　

第２条　本会の事務局は、長野県中野市三好町一　
丁目３番１９号　中野市教育委員会事務局生涯学習
課文化財係内に置く。

（目的）

第３条　本会は、国指定天然記念物「十三崖のチョ　
ウゲンボウ繁殖地」に再び多くのチョウゲンボウが
舞う環境を創り出すことを目的とする。

（活動）

第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次の
活動を行う。

１　「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」及び周辺の自
然環境の維持・保全活動。

２　「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」及び周辺の自
然に親しみ、楽しく学ぶ観察会や学習会などの学習
活動。

３　その他目的を達成するため必要な活動。

（組織及び入会金）

第５条　本会は、入会金を納めた会員をもって組織
する。

　２　入会金は、千円とする。ただし高校生は500円、
　中学生以下は無料とする。

（役員及び任務）

第６条　本会に次の役員を置く。

　　（1）会　長　1名

　　（2）副会長　1名

　　（3）理　事　10名以内

　　（4）監　事　1名

　２　会長は、会を代表し、会務を総理する。

　３　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき　　
　は、これを代理する。

　４　理事は、会務の運営にあたる。

　５　監事は、会の会計を監査する。

（役員の選出）

第７条　会長及び副会長は、理事のなかから互選に
より選出する。

　２　監事は、会員のなかから理事会において選出
　する。

（役員の任期）

第8条　役員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の
役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再
任を妨げない。

（名誉会長・顧問）

第9条　本会には、理事の推薦により名誉会長・顧
問を置くことができる。

（会議）

第1０条　会議は、総会及び理事会とし、会長が召集
して議長となる。　

●設立総会報告

　 2006年（平成18年）7月30日に、「十三崖
チョウゲンボウ応援団」設立総会を、夜間
瀬川十三崖付近河川敷で開催いたしまし
た。会員３９名の会員が参加しました。ま
た、設立総会で以下の会則、役員、事業
計画と予算、およびマスコットマークが承
認されました。

会則
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ボウが舞うことを目指し、チョウゲンボウが
住みやすい十三崖を復活させることを目的
としています。樹木の伐採後繁茂した外来
植物を除去し、良好な環境を維持管理する
ことは、応援団が行う活動の大きな柱の１
つです。また、自然環境に関心の高い会員
が交流を持つことによって、十三崖のみなら
ず、中野市の自然を育てるためのヒントが
生まれるかもしれません。
　自然豊かなふるさとを、次代をになう子ど
もたちに残すためには、自然環境の保全と
創造に関する活動が重要となります。会員
の皆様のご協力をお願いいたします。

 
 
 
 



２　総会は、毎年１回招集し、次の事項を定める。

　　（１）　会則の制定及び改廃

　　（２）　事業計画及び予算の議決

　　（３）　決算報告の認定

　　（４）　理事の選出

　　（５）　その他理事会が必要と認めた事項

３　理事会は、活動の企画及び会の運営につ　　　　
いて協議する。

（会計）

第1１条　本会の経費は、会員の入会金及び助成金
その他の収入をもってこれに充てる。

（会計年度）

第1２条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わるものとする。
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役員

名誉会長：山岸哲

会長：武田典一

副会長：小池守雄

理事：北澤善政

理事：清水保雄

理事：滝澤和彦

理事：武田貞夫

理事：塚田喜久

理事：山上孝夫

顧問：赤羽貞幸

顧問：清水照雄

顧問：中村浩志

顧問：和田清

監事：細野久代

会計：吉村恵利子

設立総会記念写真

附　則

１　この会則は、平成18年7月30日から施行する。

２　設立初年度の会計年度は、会則の施行日から
平成1９年3月31日までとする。　　　
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マスコットマーク

予算（７月３０日時点）

入会金　会員３３名　　　　　　３３，０００円

助成金　

　　　中野ロータリークラブ　２００，０００円

合計　　　　　　　　　　　　　　 ２３３，０００円

●平成１８年度の十三崖におけるチョウゲンボウの繁殖状況

　昨年度の３つがいから５つがいに増加！
　今年度は昨年度より2つがい増加し、５つがいのチョウゲンボウの営巣が確認されました。しかし、
そのうちの２つがいは、途中で繁殖に失敗しました。

　　　　　　　　　　　　　　　
①：最下流の巣
②：新たな巣　　　　　　　
③：石の棚の巣　　　　　
④：毎年使用される巣
⑤：新たな巣　　　　　　

○：成功
△：途中失敗
×：失敗 ※巣の位置は正確ではありません。

整備範囲

中野市

山ノ内町

抱卵　育雛　巣立ち
　○　　△　　　×
　○　　○　　　○
　△　　×
　○　　○　　　○
　○　　○　　　○

夜間瀬川

崖面ライン
↓

①

⑤

③
②

④

十三崖周辺写真

７月３０日（日）　　設立総会、第１回植物　　
　　　　　　　　　　　刈り取り作業、観察会

９月　　　　　　　　 第２回植物刈り取り作

業、考える会、観察会

１２月　　　　　　　勉強会、考える会

事業計画（７月３０日時点）

デザイン　富田良磨（武蔵野美術大）
　　　　　秋山友佳（女子美術大）

 
 
 



中野市による、十三崖の整備工事が開始されました！　
　　今年度の工事は、河川敷や崖面の樹木の伐採や草本類の刈り取りだけでなく、崖面に巣

　　　穴を掘り、そしてその巣穴が崩れないように補強工事を行います。工事の様子や、チョウゲ　
　　　ンボウによる利用状況は、今後もお伝えします。

●第１回植物刈り取り作業報告

伐採地の約７０％を刈り取り！
　2006年（平成18年）7月30日の設立総会後に、
中野市が行った十三崖チョウゲンボウ繁殖地
環境整備工事での伐採地において、第１回の
植物刈り取り作業を行いました。刈り取った植
物は、ハリエンジュ（ニセアカシア）、オオブタク
サなどの外来植物が中心でした。３９名の参加
で伐採地の約７０％を刈り取ることができました。

植物刈り取り作業風景
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●平成１８年度十三崖のチョウゲンボウ繁殖地環境整備事業

B地域の工事風景　11月28日

１．作業実施期間
　　11月から1月（渇水期）。
２．作業内容と作業範囲
　　・17年度の伐採範囲
　　　→黄緑色と黄色（崖）の範囲
　　・18年度の伐採範囲
　　　→緑色、B地域、ｵﾚﾝｼﾞ色（崖）の範囲
　　・18年度巣穴築造：6穴（2穴×3ヶ所）
　　　→赤丸の位置
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●お知らせ１
中野ロータリークラブ、中野ラ
イオンズクラブ、（財）信毎文
化事業財団より助成金
　2006年（平成18年）7月31日に、中野ロータ
リークラブより、「十三崖チョウゲンボウ応援
団」のボランティア活動支援のため、200,000
円の助成金が寄付されました。
　また9月5日に市長公室にて、中野ライオン
ズクラブ（武田優会長）より、100,000円の助
成金が十三崖チョウゲンボウ応援団（武田典
一会長）に贈呈されました。
　さらに財団法人信毎文化事業財団より、11
月27日付けで、助成承諾の通知がありまし
た。助成金額は、 100,000円です。

●お知らせ２
第２回植物刈り取り作業中止に
　2006年（平成18年）10月8日に予定してい
た、第２回植物刈り取り作業は悪天候のため
中止になりました。なお、やり直しの作業は
10月25日にアースビジネスカレッジの授業の
一環として行い、ハリエンジュが萌芽している
面積の８０％刈り取りました。

事務局の動き
７月３０日　設立総会、第１回植物刈り取　

　　　　　　　　　り作業、会員交流会
　９月　５日　中野ライオンズクラブ助成金　
　　　　　　　　　贈呈式
　９月　６日　中野平中学普及啓発授業
　９月１６日　日本鳥学会盛岡大会発表
　９月２９日　応用生態工学会東京大会発　
　　　　　　　　　表
１０月　３日　中野高校普及啓発授業
１０月　８日　第２回植物刈り取り作業
　　　　　　　　　（中止）
１０月２６日　多摩川自然再生事業現地見　
　　　　　　　　学
１１月　３日　ジャパン・バード・フェスティバ
　　　～４日　　ル出展
１１月２４日　中野西高普及啓発授業

現在の会員数　９２名
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●お知らせ３
勉強会の日程が来年１月以降に
　当初は今年の12月に予定していた十三崖
勉強会ですが、事務局内での日程が調整で
きず、来年の1月以降に行うことになりました。
鳥類や植物等を研究している研究者に、講
師をお願いする予定です。詳細な日程や講
師が決定次第連絡します。

●お知らせ４
会員バッチは来年１月に完成
　会員用バッチは、マスコットマークのデザイ
ンや材質などを製作会社と調整した結果、来
年１月に完成することになりました。直径は３
ｃｍで、バッチ用に若干デザインが変更され
ています。また裏面には、会員番号が刻印さ
れています。製作業者から納品があり次第
送付しますので、もうしばらくお待ちください。

チョウゲンボウ研究情報
　日本大学生物資源科学部の４年生２名
が、中野市周辺のチョウゲンボウをテーマ
に卒業研究を行っています。

チョウゲンボウの食性分析に関する研究－
動物被毛を用いた餌内容分析の可能性に
ついて－　　　　　　　　　　　　　青木紗弥子

チョウゲンボウの一腹卵における性比の偏
りに関する研究　　　　　　　　　　　　林さとみ

　研究論文の内容は、今後のニュースレタ
ーで紹介します。また、事務局で行った研
究結果や、海外の研究事例等も今後紹介
していきますので、ご期待ください。

 


