
●後援（財）世界自然保護基金ジャパン
（財）日本野鳥の会 （財）日本自然保護協会

●主催 日本湿地ネットワーク(JAWAN)
〒191－0052 東京都日野市東豊田3-18-1-105 柏木方
TEL/FAX 042-583-6365（JAWAN全般に関するお問い合わせ）
TEL/FAX 03-3986-6490（干潟を守る日に関するお問い合わせ）

★ホームページで干潟を守る日2005の最新情報をご案内しています。

http://www.jawan.jp

干 潟 を 守 る 日 2 0 0 5干 潟 を 守 る 日 2 0 0 5

4月14日（諫早湾閉め切りの日）は干潟を守る日。
1997年4月14日、それは長崎県の諫早湾が干拓事業のために閉め切られ、広大な
干潟とそこに棲む生き物たちが消滅することになった日です。その日を忘れることな
く、諫早干潟の回復や、各地の干潟・湿地の保全を進めていくためにJAWANでは
毎年、4月14日を「干潟を守る日」とする湿地保護キャンペーンを行っています。
潮干狩りや春の渡り鳥のシーズンでもあるこの時期、今年も4月から5月にかけて、
全国で干潟や湿地の保全をアピールする活動が行われます。各地で開催されるさま
ざまなイベントに参加して、干潟の素晴らしさ、湿地の大切さを体験してください。

に ぎ や か な 生 命 の 合 唱 が 聞 こ え て く る …… 春 の W e t l a n d へ よ う こ そ ！



●宮城県

鳥の海探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）9:00 小雨決行
◎場　所：亘理町　鳥の海
◎集　合：友遊広場駐車場 9:00
◎参加費：100円
◎問い合わせ：TEL.0224-55-5427（小室）
★鳥の海は県内最大の干潟が出ます。この季節、海岸汀
線や後背地水田を含め広大な湿地となります。シギ・チ
ドリ類だけでなく多くの水鳥を観察しながら水辺環境の
風を体感します。

蒲生海岸自然観察会
◎日　時：5月5日（木・祝）9:30 雨天中止
◎場　所：仙台市　蒲生海岸
◎集　合：日和山
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.022-223-5025（木村）
★5月の干潟は、カモやシギの仲間の水鳥でにぎわってい
ます。海岸には、ハマエンドウも咲き始めています。新
しくできた「ガイドブック」を手に、干潟を一周してみ
ましょう。

●千葉県

三番瀬自然観察会
◎日　時：4月3日（日）・5月1日（日）10:00 雨天中止
◎場　所：ふなばし三番瀬海浜公園
◎集　合：ふなばし三番瀬海浜公園バス停 10:00
◎参加費：200円
◎問い合わせ：TEL.047-477-4551（杉本）

谷津干潟自然観察会
◎日　時：4月17日（日）・5月5日（木・祝）10:00

雨天中止
◎場　所：習志野市　谷津干潟
◎集　合：4月17日 津田沼高校前バス停 10:00

5月5日 谷津干潟自然観察センター前 10:00
◎参加費：200円
◎問い合わせ：

4月17日 TEL.047-432-9416（斉藤）
5月5日 TEL.047-434-9824（田久保）

小櫃川河口自然観察会
◎日　時：5月3日（火・祝）9:30 雨天中止
◎場　所：木更津市　小櫃川河口
◎集　合：金木橋西側 9:30
◎参加費：200円
◎問い合わせ：TEL.047-434-9824（田久保）

★東京湾に残ったこれら3カ所の干潟のうち、三番瀬と谷
津干潟では毎月定例の自然観察会を行っている。三番瀬
のラムサール条約登録の早期実現を目指す。

三番瀬（江戸川河口）の湿地で遊ぶ会
◎日　時：4月10日（日）雨天中止
◎場　所：三番瀬（江戸川河口）
◎集　合：地下鉄東西線妙典駅 10:00
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.047-336-1735（星野）
★潮の引いた江戸川河口で生き物の観察などをします。
江戸川可動堰も見ます。カキ礁などを見たり、野鳥観察
もしながら、三番瀬（江戸川河口）で春の半日遊びまし
ょう。（ぬれてもいい靴・服装で）

夕暮れ観察会
◎日　時：4月23日（土）16:30 小雨決行
◎場　所：行徳鳥獣保護区
◎集　合：行徳野鳥観察舎2階図書室 16:30
◎参加費：無料（大人数の場合は予約を）
◎問い合わせ：TEL.047-357-0730（夜間・清水）
★春の夕暮れ、北へ去るトリと、南からやってきたトリ
が行徳鳥獣保護区で出会います。保護区の中には、普段
人をお入れしていません。観察会で案内人をつけてご案
内しています。この機会にぜひお越しください。

NPO法人 行徳野鳥観察舎友の会5

三番瀬を守る署名ネットワーク4

千葉県野鳥の会3

蒲生を守る会2

日本野鳥の会宮城県支部1

三番瀬ひので干潟観察会
◎日　時：5月22日（日）9:00 小雨決行
◎場　所：三番瀬ひので干潟
◎集　合：京葉線新安浦駅改札口 8:30
◎参加費：200円（保険・資料代）要予約
◎問い合わせ：TEL.03-3822-3597（加藤）
★沈黙の春、センス・オブ・ワンダーの著者レイチェル・
カーソンは、「海の作家」でもあります。美しさ、神秘
さ、未知のものに目を見はる「センス・オブ・ワンダー」
を育む観察会です。

盤洲干潟学校（観察会）
◎日　時：4月24日（日）10:00 雨天中止
◎場　所：盤洲干潟
◎集　合：木更津市　金木橋袖ヶ浦側
◎参加費：200円（資料代）団体で参加の場合要予約
◎問い合わせ：TEL.0438-23-1357（昼間・小関）
★地元に育ち、漁師を経験し40年間も干潟を守ってきた
盤洲干潟防人・桐谷新三氏を講師に、現地を歩きながら
動植物や歴史について楽しく学習します。

盤洲干潟小櫃川河口域クリーン作戦
と観察会
◎日　時：5月22日（日）9:30
◎場　所：木更津市　盤洲干潟小櫃川河口域
◎集　合：金木橋畔戸・高須バス停そば9:30
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.0439-27-3002（藤平）
★東京湾の河口域の原風景である広大なアシ原の残って
いるこの干潟を皆できれいにしませんか。年々地元皆様
の参加が増えています。午後は観察会。長靴、弁当、軍
手を用意下さい。※雨天の場合は5月29日（日）に順延。

●東京都

三番瀬探鳥会
◎日　時：4月3日（日）・5月1日（日）
◎場　所：船橋市　三番瀬
◎集　合：ふなばし三番瀬海浜公園バス停 10:00
◎参加費：200円
◎共　催：千葉県野鳥の会

多摩川探鳥会
◎日　時：4月3日（日）・5月8日（日）
◎場　所：多摩市　多摩川―関戸橋～大栗川合流点周辺
◎集　合：京王線聖蹟桜ケ丘駅西口 10:00
◎参加費：200円

東京港野鳥公園探鳥会
◎日　時：4月3日（日）・5月8日（日）
◎場　所：大田区　東京港野鳥公園
◎集　合：東京港野鳥公園入口 10:00
◎参加費：200円

新浜探鳥会
◎日　時：4月10日（日）・5月8日（日）
◎場　所：浦安市　新浜
◎集　合：東京メトロ東西線行徳駅前 10:00
◎参加費：200円

谷津干潟探鳥会
◎日　時：4月17日（日）・5月15日（日）
◎場　所：習志野市　谷津干潟
◎集　合：JR京葉線南船橋駅南口 10:00
◎参加費：200円

葛西臨海公園探鳥会
◎日　時：4月24日（日）・5月22日（日）
◎場　所：江戸川区　葛西臨海公園
◎集　合：JR京葉線葛西臨海公園駅下 10:00
◎参加費：200円
◎問い合わせ：TEL.03-5273-5141

★春の渡り鳥のシーズン4月5月の水辺探鳥会で干潟や水
辺の素晴らしさ、大切さを知り、より楽しく野鳥に親し
みましょう。

日本野鳥の会東京支部9

盤洲干潟をまもる会8

小櫃川河口・盤洲干潟を守る連絡会7

NPO法人 レイチェル・カーソン日本協会6

自然かんさつ会「干潟の生きものた
ち～多摩川河口編」
◎日　時：4月24日（日）9:30
◎場　所：多摩川河口干潟
◎集　合：京急大師線小島新田駅改札口 9:30
◎参加費：300円（資料・保険代）要予約
◎問い合わせ：TEL.090-2562-8439（上田）
★多摩川河口は羽田空港に面し、大都市の中のオアシス。
干潟やヨシ原が広がる生き物たちの楽園にぜひ一度遊び
に来て下さい。身近な自然の素晴しさを満喫できること
でしょう。
※参加ご希望の方は、4月17日までにTEL 090-2562-8439、FAX
0424-75-8187、E-mail higata@nacot.orgのいずれかに氏名、住
所、連絡先をお知らせ下さい。
※前日19:00時点で降水確率が50%未満の場合は小雨決行します。

●神奈川県

こまたん（高麗山・花水川探鳥会）
◎日　時：4月24日（日）7:00 小雨決行
◎場　所：神奈川県平塚市　花水川
◎集　合：高麗ハイツ横の公園
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.0463-61-4734（大坂）
★春の陽射しを感じながら、花水川をゆっくり歩きます。
川岸や洲には渡る前の冬鳥、渡ってきた鳥が私達をたの
しませてくれるでしょう。鳥のクイズ＆ビンゴあり。

平潟湾の干潟ウォッチング
●日　時：4月9日（土）9:00 小雨決行
●場　所：横浜市金沢区　野島公園と平潟湾
●集　合：野島研修センターエントランスホール
●参　費：無料
●問い合わせ：TEL.045-784-8246（竹内）
★横浜市で唯一残された自然海岸である野島と平潟湾で
カニや貝などの生物を観察します。お昼にはこの海岸で
採れたアサリの味噌汁や海苔のおむすびなども作ります。

●栃木県

渡良瀬遊水池自然観察会
（植物・昆虫・野鳥）
◎日　時：4月17日（日）9:30 小雨決行
◎場　所：渡良瀬遊水池
◎集　合：渡良瀬遊水池会館
◎参加費：無料
◎共　催：日本野鳥の会栃木県支部、わたらせ未来基金
◎問い合わせ：TEL.0282-23-1078（猿山）
★渡良瀬遊水池には国内2番目のヨシ原が広がり、今、貴
重な生物の宝庫です。ヨシの芽ぶきのとき植物・昆虫・
野鳥の観察を、分野別にわかれて行いましょう。

●長野県

講演会と水辺の観察会
LONLY RIVERS FLOW TO FREE
冬ソナよりも面白い、春の水辺……
でもサケもイワナも遡らない
◎日　時：4月23日（土）10:00
◎場　所：明科町　自然体験交流センター「せせらぎ」
◎参加費：300円
◎問い合わせ：TEL.090-7269-5752（長坂）
☆「信州の川からサケが消えたワケ」 川は上から下に
森の養分や砂を運び、魚は下から上に遡って森を育んで
きました。川の働きと生き物について考えます。

野生生物資料情報室14

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会・他13

金沢野鳥クラブ12

こまたん11

NACS-J自然観察指導員東京連絡会（NACOT）10

多摩川河口干潟

レイチェル・カ
ーソン日本協会
の観察会（干潟
を守る日2004／
三番瀬）

蒲生を守る会の
観察会（干潟を
守る日2004／蒲
生海岸）

日本湿地ネットワーク主催　干

あなたの身近な干潟・湿
ぜひご参加

干 潟 を 守 る干 潟 を 守 る



●愛知県

豊川河口干潟で遊ぶ会
◎日　時：4月24日（日）10:00 雨天中止
◎場　所：豊橋市　六条潟（シーパレス地先）
◎集　合：豊橋市総合体育館バス停付近
◎参加費：500円
◎問い合わせ：TEL.0532-88-4358（市野）
★豊川が注ぐ三河湾奥の六条潟で、生きもの観察など、
干潟・浅海を体験します。昼食時には、豊川で採ったシ
ジミ汁を楽しみます。

藤前活動センター・オープン記念
◎日　時：3月27日（日）10:00
◎場　所：藤前干潟堤防園地と藤前活動センター
◎参加費：無料（カンパ要請）
◎問い合わせ：TEL.052-735-0106
★藤前干潟の魅力と本質を伝える活動を支える舞台が整
います。祝賀とこれからの体感学習がどんなものか、ガ
タレンジャーが勢ぞろいしてお見せします。この機会に
藤前へどうぞ。

●三重県

春の海岸、生き物観察会
◎日　時：4月17日（日）9:30 雨天中止
◎場　所：川越町高松海岸　エノキの前
◎参加費：100円（保険代）
◎問い合わせ：TEL.0593-65-6609
★干潟は『海のゆりかご』と言われています。どんな赤
ちゃん魚がいるかみんなで見てみましょう。また、海浜
の生き物は、お家で見かけるのと一緒かちがいを見つけ
ましょう。どんな生き物にあえるか楽しみです、生き物
大好きさん集まれ！

五主海岸探鳥会
◎日　時：4月17日（日）雨天中止
◎場　所：松阪市三雲町　五主海岸
◎集　合：五主海岸堤防下駐車場 14:00
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.05998-5-3744（中村）
★春、雲出川河口の五主海岸は、たくさんのシギ・チド
リでにぎわいます。長年、ここのシギ・チドリを観察し
てこられた多田弘一氏にご案内していただきます。

干潟の生きもの観察会
◎日　時：5月8日（日）10:00 雨天中止
◎場　所：松阪市　松名瀬干潟
◎集　合：松名瀬港 9:45
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.090-8957-9288（若林）
★松名瀬干潟は三重県でも有数の干潟です。ここに住む
たくさんの生きものを観察して、干潟の素晴らしさや大
切さを実感してみませんか。

●福井県

春の野道と食いしん坊＆野外ライブ
◎日　時：4月24日（日）10:00 小雨決行
◎場　所：敦賀市樫曲　中池見湿地
◎集　合：国道8号線バイパス・中池見駐車場下
◎参加費：300円
◎問い合わせ：TEL.0770-22-2903（田代）
★サワオグルマ咲く中池見湿地で、素朴で優しいフォル
クローレ音楽を聴きながら、野草の天ぷらに舌鼓。お子
様連れなら泥んこ覚悟で。大人も子どもにかえりますよ！

NPO法人 ウエットランド中池見20

志摩半島野生動物研究会19

日本野鳥の会三重県支部18

高松干潟を守ろう会17

藤前干潟を守る会16

六条潟と三河湾を守る会／豊川を守る住民連絡会議15

●大阪府

大阪の干潟を守る探鳥会
大津川河口探鳥会
◎日　時：4月10日（日）雨天中止
◎場　所：大阪府泉大津市　大津川
◎集　合：南海本線泉大津駅 10:00
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.0722-67-2477（榮本）

矢倉海岸（兼定例探鳥会）
◎日　時：4月16日（土）雨天中止
◎場　所：大阪市西淀川区　矢倉海岸
◎集　合：阪神西大阪線福駅海側 9:30
◎参加費：会員100円／一般200円
◎共催:あおぞら財団
◎問い合わせ：TEL.06-6352-0302（橋本）

淀川（兼定例探鳥会）
◎日　時：4月17日（日）雨天中止
◎場　所：大阪市北区　淀川
◎集　合：地下鉄谷町線天神橋六丁目駅北側改札前 9:00
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.06-6352-0302（橋本）

男里川平日探鳥会
◎日　時：4月20日（水）
◎場　所：大阪府泉南市　男里川
◎集　合：南海本線樽井駅前 9:30
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.06-6846-4173（松岡）

男里川（兼定例探鳥会）
◎日　時：4月23日（土）雨天中止
◎場　所：大阪府泉南市　男里川
◎集　合：南海本線樽井駅前 9:30
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.0724-53-3521（長谷川）

南港野鳥園（兼定例探鳥会）
◎日　時：4月24日（日）
◎場　所：大阪市住之江区　南港野鳥園
◎集　合：現地展望台前広場 9:30
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.06-6846-4173（松岡）

矢倉海岸シギ・チドリ探鳥会
◎日　時：5月5日（木・祝）雨天中止
◎場　所：大阪市西淀川区　矢倉海岸
◎集　合：阪神西大阪線福駅海側 9:00
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.06-6352-0302（橋本）

浜甲子園探鳥会
◎日　時：5月7日（土）雨天中止
◎場　所：兵庫県西宮市　浜甲子園
◎集　合：鳴尾浜公園南隅 10:30
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.06-6841-2774（吉田）

★大阪湾でわずかに自然の干潟が残りシギ・チドリたち
が渡ってくるのは河川の河口部だけとなっています。シ
ギ・チドリや干潟の生き物を観察しながら干潟の大切さ
を実感します。

淀川・十三干潟の野鳥観察会
◎日　時：4月24日（日）9:00 雨天決行
◎場　所：大阪市淀川区　淀川右岸十三干潟
◎集　合：阪急電車十三駅東改札口 9:00
◎参加費：大人100円／子ども50円
◎問い合わせ：TEL.0724-44-4312（中野）
★大都市大阪の玄関梅田から数分で淀川。そこに小さな
干潟、十三干潟があります。この干潟にもシギやチドリ
が立ち寄ります。どんなシギやチドリと出会えるでしょ
うか。

南港シギ・チドリ探検隊
―シギやチドリになってみよう―
◎日　時：5月8日（日）10:30 小雨決行
◎場　所：大阪南港野鳥園
◎集　合：野鳥園展望塔前の広場
◎参加費：大人200円／子ども100円（小学生以上）
◎問い合わせ：TEL.06-6613-5556（野鳥園）
★春になると、オーストラリアから南港野鳥園の湿地ま
で、何千キロもの距離をシギやチドリが渡ってきます。こ
れからどこまで行くのでしょう。彼らの生活を探検しま
せんか。

南港グループ23

大阪自然環境保全協会「淀川自然観察会」22

日本野鳥の会大阪支部21

●兵庫県

浜甲子園探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）12:00 小雨決行
◎場　所：西宮市　浜甲子園
◎集　合：阪神バス「浜甲子園運動公園前」バス停
◎参加費：会員100円／一般200円
◎問い合わせ：TEL.090-5122-7658
★小さな干潟ですが、国設の鳥獣保護区となっています。
遠くから渡ってきたシギ・チドリを観察します。

●徳島県

春が来た！鳥・虫・魚はどうしてい
るかな？
◎日　時：4月17日（日）小雨決行
◎場　所：9:00 吉野川河口干潟／11:00 沖洲海岸
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.088-633-0180
★吉野川河口干潟は、真上を横切る巨大な橋が着工され、
沖洲海岸は埋め立て計画があります。ここには、たくさ
んの生きものが棲んでいます。

学光さんのしおまねき寄せ＆しおま
ねきラリー2005
◎日　時：4月23日（土）10:30 小雨決行
◎場　所：徳島市　吉野川河口干潟
◎集　合：吉野川河口南堤グランド東詰
◎参加費：大人200円／子ども100円
◎問い合わせ：TEL.088-623-6783（井口）
★午前中は干潟の生きもの観察・恒例しおまねきラリー。
午後は落語家の笑福亭学光さんと腹話術や干潟クイズを
しながら、吉野川名物しおまねきと一緒に干潟を楽しみ
ましょう！
※雨天の時は、学光さんのしおまねき寄せ！（渭東コミ
ュニティーセンター研修室 14:00）

ギタリスト佐藤正美さんのしおまね
きコンサートⅢ
◎日　時：5月14日（土）18:30
◎場　所：北島町立創世ホール

（徳島県板野郡北島町／共催）
◎参加費：大人1000円／小学生～大学生500円
◎問い合わせ：TEL.088-623-6783（井口）
★日本の森、川、海、各地の自然を守る活動をずっと応
援してくださっているギタリストの佐藤正美さんが奏で
る軽やかなギターの音色を楽しみながら吉野川の干潟に
思いをはせてみませんか。

●愛媛県

重信川河口探鳥会
◎日　時：4月24日（日）13:30 雨天中止
◎場　所：愛媛県松山市／松前町　重信川河口
◎集　合：重信川河口南岸
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.089-923-2779（秋山）

加茂川河口探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）9:00 雨天中止
◎場　所：愛媛県西条市　加茂川河口
◎集　合：左岸、龍宮神社前
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.090-7145-4746（山本）

★愛媛県内の代表的な渡り鳥の渡来地2カ所で探鳥会を
開催します。シギ・チドリ類を中心とした野鳥や干潟の
生き物の観察を通して、河口干潟の重要性を考えてみま
しょう。

日本野鳥の会愛媛県支部28

とくしま自然観察の会27

とくしま自然観察の会＆コープ自然派徳島＆とくしま生協26

日本野鳥の会徳島県支部25

日本野鳥の会兵庫県支部24

中池見湿地

干潟・湿地保護全国キャンペーン

湿地で行われるイベントに
加ください!

る 日 2 0 0 5る 日 2 0 0 5

南港野鳥園の干潮時の北池



●熊本県

球磨川河口シギ・チドリ探鳥会
◎日　時：4月10日（日）11:30 小雨決行
◎場　所：八代市鼠蔵町　球磨川河口右岸
◎参加費：100円
◎問い合わせ：TEL.0965-33-5447（高野）
★球磨川河口干潟は、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に参加しました。シ
ギ・チドリ類の観察を通して干潟や海の大切さを考えま
しょう。

●沖縄県

干潟でアート 浜下りしてアートし
よう！
◎日　時：4月9日（土）12:00
◎場　所：佐敷干潟　シュガーホール裏護岸
◎参加費：300円（保険代＋材料費）

春たけなわ　干潟観察会
◎日　時：　5月8日（日）12:00
◎場　所：佐敷干潟　シュガーホール裏護岸
◎参加費：100円（保険代）

◎問い合わせ：TEL.098-947-6581（古謝）
★シオマネキやトカゲハゼ、貝や鳥、いろいろな生き物
たちが暮らす干潟は海のゆりかご。人間のアートする心
も育てます。もっともっと干潟と友達になろう。※雨天
時はシュガーホール実習室でスライドショー

SEA泡瀬干潟を守る人の輪行動
◎日　時：4月10日（日）12:00 小雨決行
◎場　所：泡瀬干潟　ミナミコメツキガニの浜
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.090-5476-6628（前川）
★沖縄県最大の、生物多様性の宝庫、泡瀬干潟を守るた
めに、埋立工事の見える浜で、浜下り（観察会）、海の
幸を味わう、集会、人文字、コンサート等を行い、中止
の世論を盛りあげる。

●インターネット

この貝　なんだろう？
◎日　時：4月～5月中
◎場　所：全国どこからでも
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.090-7167-3549（山下）

yamashitayou@aol.com
★干潟などで見つけた貝の写真をメールで送ってくれれ
ば、名前をお教えします。貝に関する、いろんな質問に
もお答えします。

貝類保全研究会42

泡瀬干潟を守る連絡会41

佐敷干潟と遊び学ぶしあわせまねきの会40

八代野鳥愛好会39

●広島県

松永湾探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）9:00 雨天中止
◎場　所：福山市　松永湾
◎集　合：JR山陽線松永駅南口ロータリー9:00
◎参加費：200円
◎問い合わせ：TEL.084-934-0803（石井）

八幡川探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）9:00 雨天決行
◎場　所：広島市　八幡川河口
◎集　合：広島市佐伯区みずとりの浜公園 9:00
◎参加費：200円
◎問い合わせ：TEL.0829-56-1354（日比野）

★広島県東部松永湾と、西部八幡川河口でシギ・チドリ
を観察し瀬戸内海に残された干潟の大切さに思いをめぐ
らせます。

●福岡県

干潟の日記念「曽根探鳥会」
◎日　時：4月3日（日）9:30 小雨決行
◎場　所：北九州市小倉南区　曽根海岸
◎集　合：西鉄バス停曽根新田バス停から貫川沿いに

行った所　駐車場前
◎参加費：探鳥会費100円・豚汁代200円
◎問い合わせ：TEL.093-612-3345（麻島）
★九州の干潟の中でも重要な干潟の一つである曽根干潟。
野鳥観察を通して自然の大切さを今一度考えてみましょう。
※お椀・箸等持参下さい。おにぎりも持参すれば最高。

今津探鳥会
◎日　時：4月3日（日）・5月1日（日）9:00 雨天中止
◎場　所：福岡市西区　田尻・今出一帯
◎集　合：玄洋高校西側道路
◎参加費：100円
◎問い合わせ：TEL.092-573-1827（森）
★瑞梅寺川河口に広がる干潟とその後背地の水田や畑地、
ハス田を散策しながら野鳥を楽しむ。

和白海岸探鳥会
◎日　時：4月10日（日）・5月8日（日）9:00 雨天中止
◎場　所：福岡市東区　和白海岸一帯
◎集　合：JR鹿児島線和白駅前の公園
◎参加費：100円
◎問い合わせ：TEL.092-573-1827（森）
★博多湾東部の和白海岸干潟を散策しながら野鳥を楽しむ。

博多湾人工島ウォッチと報告討論会
◎日　時：4月10日（日）
◎場　所：博多湾人工島（ウォッチ）9:30

福岡市東市民センター14:00
◎集　合：香椎浜ジャスコ前 9:00
◎参加費：実費
◎問い合わせ：TEL.090-3011-9375（脇）
★博多湾人工島埋立土砂に砒素、水銀、鉛などの有害物
質が検出されました。採算面でも破綻し、福岡市が第三
セクター事業を直轄化するなど市財政を圧迫しています。
現場検分と討論会を開催。

和白干潟ほりほり作業
◎日　時：4月10日（日）14:00

雨天中止（4月23日（土）13:00に順延）
◎場　所：和白干潟　海の広場

福岡市東区和白4丁目／唐原駅そば
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.092-542-5515（松本）
★福岡市、博多湾東部に広がる「和白干潟」。干潟の豊
かな環境を取り戻すため、スコップで干潟を耕します。
汚れていい服装と長靴持参。和白産ボンゴレもあるよ。

和白干潟のクリーン作戦と自然観察
◎日　時：4月23日（土）15:00 小雨決行
◎場　所：博多湾　和白干潟
◎集　合：海の広場 15:00
◎参加費：無料（長靴持参）
◎問い合わせ：TEL.092-606-5588（田中）
★和白干潟はラムサール条約登録湿地の候補地に選ばれ
ています。ぜひ登録地となるよう、干潟の生きものたち
といっしょにがんばりましょう!! 未来に残そう豊かな和
白干潟！

和白干潟を守る会34

ウエットランドフォーラム33

博多湾会議32

日本野鳥の会福岡支部31

日本野鳥の会北九州支部30

日本野鳥の会広島県支部29

春の有明海探鳥会
◎日　時：4月29日（金・祝）9:30 小雨決行
◎場　所：大野島・筑後川、早津江川河口域～大授搦

（東与賀干拓地）
◎集　合：福岡県大川市ふれあいの家 9:30
◎参加費：100円（資料代）
◎問い合わせ：TEL.0944-73-5855（江口）
★有明海・筑後川下流域の干潟は日本最大の干潟で、沖
合10km先まで干潟が広がり、春、4月の渡りの頃には、
沢山のシギ・チドリ達が訪れて来ます。

●大分県

ようこそオーストラリアからの旅人
たち
◎日　時：4月24日（日）10:00 小雨決行
◎場　所：中津市東浜　カフェ「ガット」前埠頭
◎参加費：無料
◎問い合わせ：TEL.097-543-8135（木舩）
☆ダイハツ車体の操業開始で、航路が－9mに拡張され、
干潟に大きな変化が起きている。さらに－12mに掘り下
げられる予定。それでも、春の干潟はオーストラリアか
らの旅鳥でにぎわう。鳥たちを観察し歓迎の意を表しま
しょう。

中津干潟観察会＆ビーチクリーン・
ミニ
◎日　時：5月3日（火・祝）小雨決行

観察会 10:00～12:00
ビーチクリーン13:00～14:00

◎場　所：中津市　大新田海岸（セブンイレブン奥）
◎参加費：観察会　大人200円／中学生以下100円

ビーチクリーン 無料
◎問い合わせ：TEL.0979-23-5320（足利）

TEL.0979-22-5823（安倍）
★G.W.は中津干潟に全員集合！　カブトガニやマメコブ
シガニがみんなを待ってるよ。午後からは恒例のビーチ
クリーンも行います。中津の海と浜が大好きになる一日
にしよう!!

●長崎県

干潟を守る日2005 in 諫早
◎日　時：4月23日（土）13:00（予定）
◎場　所：未定
◎参加費：未定
◎問い合わせ：TEL.0957-23-3740（山下）
★昨年8月、佐賀地裁が諫早湾干拓工事の差し止めを命
令した。工事が中止された今、全国の仲間と連帯を深め、
有明海再生へのより強固な運動を展開して行きたい。
※日時、場所は未定です。主催者にお問い合わせくださ
い。（JAWANホームページでもお知らせします）

諫早干潟緊急救済本部38

水辺に遊ぶ会37

中津干潟を守る会36

日本野鳥の会筑後支部35

●イベントの詳しい内容については各主催団体に直接お
問い合わせください。
●JAWANホームページ内の干潟を守る日コーナーに最
新情報や詳細を掲載しています。http://www.jawan.jp
●イベント情報は主催団体ごとにまとめてありますので、
都府県の表記と開催場所が異なるものもあります。

水辺に遊ぶ会の観察会（干潟を守る日2004／中津干潟）

佐敷干潟

日本湿地ネットワーク（JAWAN）入会のご案内
JAWAN（Japan Wetlands Action Network）は、湿地保護のための国際条約であるラムサール条約の推進や、日
本各地で湿地の保全活動を行っている自然保護団体のネットワーク組織です。みなさまのご入会をお待ちしていま
す。会員には機関誌「JAWAN通信」をお送りします。入会ご希望の方は下記まで年会費をお振り込みください。

●郵便振替口座：00170-8-190060 加入者名：日本湿地ネットワーク
●年会費：個人 3000円　団体 5000円 （郵便振替用紙の通信欄に「年会費」とご記入ください）
●年会費は1月から12月までの1年分の会費です。年度途中での入会の場合は初年度の会費が次の通りになります。
1月～6月入会＝全額（個人3000円／団体5000円）、7月～10月入会＝半額（個人1500円／団体2500円）、11月～
12月入会＝免除（次年度1年分をお送りください）
●JAWANや干潟を守る日キャンペーンの活動に対するカンパもお願いします。上記口座までご送金ください。


