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DanRan
-だんらん【特集】バードウォッチングをはじめよう
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いつ？どこで？

なにが必要？

一番おすすめの時間帯は、鳥たちが餌を探すために活発に動い

最初に用意すべきは「もしかしたら鳥がいるかも」と思う気持ち。

ている朝の9時ごろ。また、早朝には夜行性の鳥たちを目にする

手ぶらではじめても何の問題もありません。ただ、遠くにいる野

ことも。実はなじみ深いカモも夜行性です。ただ、午前中であれ

鳥を驚かせずに観察するには「双眼鏡」があると便利です。ま

ばさまざまな鳥と出会えるので、お目当ての鳥がいないならそこ

た、
「フィールドノート」や「カメラ」で出会いの記録を残しておく

まで時間を気にしすぎる必要はありません。最初のうちは、野鳥

と、次シーズンのバードウォッチングで役立ちます。鳴き声で鳥

が好んで食べる実がなる木の周辺に目を凝らしてみましょう。

の種類を検索できるスマートフォン向けアプリもオススメ。

バードウォッチング Start Guide
自分の目と耳で鳥たちの存在に気づけたら、それはもう立派なバードウォッチング。さらに、道具や場所にちょっと気をつかって
あげると、鳥たちとの出会いの幅は広がります。そこで、始める際に意識しておくと良い、簡単なポイントをご紹介いたします。

バードウォッチングを

【日時、持ち物が決まったら！ より楽しむための

3つのポイント！】

聞き分ける

見つける

見分ける

かな鳥たちが暮らしています。バードウォッチングで1番大切なのは、特別な道具や遠出で

まずは鳴き声がする方を探してみるの

よく目にする電線や街路樹でも、まずは

見分けるポイントは大きく分けて５つ。1

はなく、
「もしかしたらいるかも」と思ってみることです。見慣れた風景の中で、かわいい鳥

が、大切なポイント。鳴き声には、オスが

「いるかも」と思って見てみると、鳥を発

つ目は季節や場所、2つ目は大きさ・形・

たちとの思わぬ出会いを楽しむ。日常がいつもよりもちょっと特別になる体験を、バード

求愛やなわばり宣言のときに鳴く「さえ

見する目が養われます。また、種類ごと

姿勢、3つ目は色や模様、4つ目は声、5つ

ずり」や、警戒声や他個体と会話すると

に好きな木の実は異なります。
「この鳥

目は動作や習性です。ただ、最初のうち

きの鳴き声などがあります。同じ鳥でも

が見たい」というお目当てができたら、そ

はあまり種類にはこだわらず、
「今何をし

シーズンによって鳴き声が変わるので、

の鳥が好む生息環境や、どんな食べ物

ているのかな？」という意識を持つだけ

よく耳をすませてみましょう！

が好きかを調べておきましょう。

でも、沢山の発見があるはずです。

はじめよう
自宅のお庭や近隣の公園にも、なじみのあるスズメや鳩、カラスだけではなく、実は個性豊

ウォッチングで味わってみませんか？
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ウォッチング @Park
光が丘公園
バードサンクチュアリ
さまざまな生き物が暮らす保全区域

店主直伝！ 鳥と仲良くなるポイント

フクロコウジカフェの店主 梶川典子さんに
鳥たちと仲良くなるポイントを教えていただきました。

もっと近くで見たい！

気持ちを知りたい！

飼ってみたい！

いきなり人間の方から積極的にアプ

鳥は何か嫌なことがあると、誰にで

インコだけ見ても種類が豊富で、色

ローチしても、鳥たちはつれない態度

も分かるように「嫌そう」な顔をしま

合いや見た目だけでなく、性格も大き

を取ることが多いです。はじめの内は

す。そういう時は、原因を探して対処

く異なるんです。鳥を選ぶ時は、お

「止まり木」になったつもりでじっと

してあげましょう。水遊びができる環

しゃべりな子や気が強い子、人懐っ

して、鳥たちの方から寄ってくるのを

境や、好物を用意してあげるのも一つ

こい子など、その子の特徴をよく見て

待ちましょう。

の手ですよ。

あげてください。

の「バードサンクチュアリ」では、多
種多様な野鳥が観察できます。雨上
がりに羽を大きく広げて乾かすアオ

閑静な住宅街の「袋小路」にある鳥好きが

サギや、まだ狩りに慣れないカワセミ

中で、香り豊かな中国茶や、焼きカレーが

の子どもなど、天気や季節が変わる
たびに、鳥たちの新たな一面を見つ
けられます。

集うカフェ。インコ4羽が自由に飛び回る
楽しめます。現在は完全予約制で、入店人
数にも限りがあるため、事前のご連絡をお
忘れなく。検査済みであれば、飼っている
鳥を連れてきて、店内で羽を伸ばしてもら
うこともできます。
〒178-0064
東京都練馬区南大泉4-34-11

バードサンクチュアリ内には、野鳥図鑑や望

営業時間：11:30〜16:00

遠鏡があり、道具を持っていかなくても本格

定休日：木曜日・金曜日

的なバードウォッチングが楽しめます。鳥を

祝祭日の時は通常営業

こよなく愛する職員さんが声をかけてくれる

TEL：080-3710-5903

ので、初心者の方でも安心です。開園日や、観

※午前10時〜午後8時まで

察イベントについてはHPをご確認ください。

http://fukurokojicafe.blog78.fc2.com/

〒179-0072
東京都練馬区光が丘4-1-1
バードサンクチュアリブログ
http://hikarigaoka.blog35.fc2.com/

フクロコウジカフェ

関東でよくみられる野鳥

いきなり自然の中から鳥を見つける
のは、ハードルが高い……。そんな方
にはカフェがおすすめ。インコたちが
水遊びをする様子や、餌を食べる様
子を間近で見ることができます。
「鳥

【 カワセミ 】

【 モズ 】

【 ノスリ 】

【 ダイサギ 】

【 カモ類 】

歴」の長い店主さんが、接し方を丁寧

鮮やかなブルーがチャームポイ

秋に「モズの高鳴き」と呼ばれ

秋から冬にかけて見られるタカ

１mほどの大きさがある日本最

羽色や模様が違う、さまざまな

に教えてくれるので、初めての方でも

ント。都会や街を流れる河川に

る大きな声を出すので、小柄な

の一種。カマキリやヒキガエ

大級のサギ。夏と冬でくちばし

種類が生息。群れで行動する

もときおり姿を見せます。

がら見つけやすい鳥です。

ル、モグラなどを狩ります。

や体の色が変化します。

ので、見つけやすい鳥です。

安心。店主さん曰く、インコたちに近
い」こと。我慢が大切です。

こちらの公園もおすすめ！
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寄ってもらうコツは「目を合わせな

所沢航空記念公園

小畔水鳥の郷公園

〒359-0042

〒350-0808

埼玉県所沢市並木1-13

川越市吉田新町1-1

自然豊かで広大な土地を有する航

公園の中心にある大きな池の周り

空公園では、エナガやシメといった

では、シジュウカラやカワウなど多

小鳥たちが観察できます。また、人

くの水鳥が暮らしています。ベンチ

工の川と池があり、カワセミやアオ

も多く設置されており、座りながら

サギといった、水辺でよく見られる

ゆったりとバードウォッチングを楽

鳥たちとも出会えます。

しむこともできます。

ウォッチング @Cafe
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OWNER’S VOICE
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-お客様の声-

当社で住宅をご購入いただいたお客様から、メッセージをいただきました。

埼玉県

S様 邸

理想の物件探しの途中で出会った、
「良い意味で」建売らしくない、理想のおうち。
お子様が幼稚園に入園するタイミングに合わせ、家探

に良かったです」とご夫婦は語ります。また、大きな

しを始められたS様。理想の家を見つけるため、インター

スーパーが近くにあり、ご主人の職場も徒歩圏という立

ネットで半年以上物件をご検討されたそうです。そんな

地も決め手の一つになったそうです。

中で現在お住まいの家と出会い、内見。開放感のある

以前にお住まいのアパートと同じ市内の住宅ですが、

広々とした作りに一目ぼれをし、他の物件を見ることな

アパート住まいのときは気になっていた飛行機の音や近

くこちらに決めたとのことでした。

くの工事の音も、窓を閉めていればほとんど気にならな

「同じ分譲地内にセミオーダー住宅を建てられる条件
付土地もありましたが、今年の春の入園のタイミングに

いそう。断熱性が高いため、今年の夏はアパートに比べ
てそこまで暑さを感じず快適に過ごされたそうです。

合わせるには建売住宅しか選択肢がなくて。でもここは

S様は住協グループの住宅販売、累計15,000棟目のお客

良い意味で建売らしくないデザインや間取りなのが魅力

様。住協で理想の住宅を見つけ、選んでくださり、本当

的でした。こんなに理想通りの建売住宅に出会えて本当

にありがとうございました！

Pickup Point

-お気に入りポイント-

03

0お庭1

キッチン

視界を遮る柱がなく、開放感のある
広々としたキッチン。日常でよく行き
来する場所だからこそ、回遊性を意
識した作りに。

ご主人様こだわりの大きなお
庭 は 、プールで の 水 遊 び や
BBQなどで大活躍中。スペー
スがあるからこそ、趣味のDIY
もはかどります。

02

リビング
05 DanRan

アップライトピアノを置いても、十分な広さのリビン
グルーム。将来お子様がピアノを弾く様子を、家族
で見守れる環境です。
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今回のご相談
io

リフォーム
相談室
01

お風呂

住

コロナ疲れを、手軽に自宅で癒したい！

n

家にいる時間が増え、自宅での癒しの時間を大切にする方が増えています。
そこで、毎日使う「お風呂」と「照明」で、気軽にできて大きな効果を感じられ
るリフォームをご紹介。“コロナ疲れ”を癒してみてはいかがでしょう。

協

エ リア を 探 る
！

ZOOM
UP!

ウルトラファインバブルのお湯で、自宅のお風呂が1ランクアップ
- 今回のエリア -

シャワーで話題となっている「ウルトラファインバブル」。目には見えない超微細な泡が、保

日高 市

温効果を始め、洗浄効果・肌水分量の向上といった美容効果も期待できます。一緒に発生する
マイクロバブルは、お湯の中に小さな泡がたくさん生まれるので、バブルバスのような感覚も
楽しめます。
給湯器の動力を利用して、お湯張時と追焚き時にウルトラファインバブルを発生させるの

埼玉県南西部に位置する、自然の恵

で、特別な工事は必要ありません。循環金具を交換することで、ウルトラファインバブルのお風

み豊かな日高市は、特集で紹介した

呂が楽しめます。

ウルトラファインバブルアダプター
「ウルブロＺ」

く見ることができます。また、お彼岸

ウルトラファインバブルの効果・効能とは？
健康効果：保温効果が高く、冬でもポカポカ！

QRコードで動画を
チェック！

美容効果：毛穴ケアで透明感のあるお肌に

保温効果で湯冷めしにくく、
からだの芯まで温めるので冬場も

洗 浄 効 果：毛穴の皮脂や汚れが落ちやすくなります。

快適です。
冷え性の女性におすすめ！

透明感が高まります。
肌水分量の向上：角層が潤うことでキメが整い、
また、
やさしい肌触りとなります。

02

照明

カワセミが市の鳥。高麗川周辺でよ

生活シーンに合わせた光で、暮らしの快適さが変わる

の巾着田では曼殊沙華の群生が見ら
れることでも有名。真っ赤な絨毯が

相談をする方が増えてきました。

色を堪能できます。残念ながら今年

茶畑に16種の茶の木が栽培されています。
遠目では同じお茶の木に見えますが、
よく見る

もコロナ感染防止のため、開花を前

と種類によって葉の大きさや色、
伸び方も違うのがわかります。
それぞれ味の特徴も違い、

に刈込まれてしまいましたが、日高市

私たちがよく口にする狭山茶は、
それらの茶葉をブレンドしたもの。
どんな味や香りに仕

の自然の魅力は他にもまだまだある

上げるかはお店によって違うそうで、
各々腕の見せどころといったところでしょうか。

介します。

爽やかで明るく、
活動的な雰囲気

LEDが普及し始めてから約10年、照明メーカーからは、リモコンで調光調色

狭山茶 吉野園

狭山茶の栽培、
製茶、
販売まで、
全てご家族で営なまれている吉野園さん。
この広いお

で素敵なご家族が営む茶農園を紹

昼白色／5000K

まいがちな照明。家で過ごす時間が増えたためか、光や色に関する照明のご

江戸時代から代々続く茶農園

敷き詰められたような、魅惑的な景

んです。そんな魅力のひとつ、日高市
気になるところがあっても、まだ使えるうちは……と、
つい後回しになってし

おすすめ
スポット！

吉野園では、
贈答用から普段飲みの狭山茶以外に、
栽培している茶品種をブレンドせ
ずに、
ストレートで味わうお茶も販売されています。
それぞれのお茶のおいしさを引き出す
ため、
品種ごとに加工機械の数値設定を細かく変えるなど、
まさにこだわりの逸品です。
そ
の中でも、
吉野園オリジナル品種の
「蓬莱錦茶」
はうま味の濃さに驚くはず。
一般的に玉露

日高市

の原料となる茶葉は、
日光を遮り、
渋み成分を抑えて熟成させ、
うま味を引き出すのだそう

（光の強さ色を選べる）のできるシーリング照明が多く揃っています。食事、
く

花

ハギ、ヒガンバナ

ですが、
蓬莱錦茶は天然のままの白葉茶にうま味がぎゅっとつまっているのだそう。
挿し

つろぎ、勉強や作業、眠り、そのシーンに合わせた光が選べれば、目や体にも

木

モクセイ

木をして大切に増やされた、
蓬莱錦茶の贅沢な味と香りを、
ぜひ楽しんでみませんか。

優しく快適に過ごすことができます。家具を変えたり、大きな工事をしなくて

鳥

カワセミ

も、光の質を変えることで、見え方・感じ方を変えてみてはいかがでしょうか。
コントローラーで、
簡単に

温白色／3500K

電球色／2700K

中間色の自然な色合

ゆったり落ち着きの

いが、
華やかな印象

ある空間を演出

シーンに合わせた調色が可能。
コイズミ照明／

他にも狭山紅茶や、
国産のウーロン茶も販売されていて、
こちらもおすすめです。
どれを
買おうか迷ったときに、
生産者自らアドバイスしてくれるのも、
うれしいポイントですね。

esent!
Pr

sayamacha yoshinoen

お店情報

調光調色ペンダントライト

http://www.yoshinoen.gr.jp/index.htm
住

- お問い合わせ -

住協建設（株）リフォーム部

0120−703−180

その他リフォームもお気軽にご相談ください
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住協建設

【狭山茶ティーバッグアソート】
Web

住協建設 ホームページ

http://www.j-kensetsu.jp/

高級煎茶・さやま紅茶・

狭山ウーロン茶のセットをプレゼント。
※詳細は裏表紙へ

musashi takahagi

営
休
電

〒350-1211
埼玉県日高市
森戸新田27
9：00〜18：00
年中無休
042-989-2243

検索
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︻

「photograph」は日本語で「写真」ですが、

語源はラテン語で「photo＝光」、
「graph＝描く」という意味。
「光」を意識することで、写真はもっと上手になります。

撮影・執筆者
写真歴30年以
上

広報部 大倉

本日のテーマ

: いろんな

光を味方につけよう

【斜光】

【逆光】

「逆光はダメ」じゃない！
花や人物を印象的に、
食べ物を美味しそう
に撮るのに適した光線状態は、
実は逆光な
んです。
逆光の場合、
一般的なカメラで普通
に撮ると、
どうしても被写体が暗く写りが

被写体の正面から光があ

被写体の横から光があた

被写体の後ろから光があ

たる状態。色や形がはっ

る状態。
片側に影ができ

たる状態。
被写体が暗く写

きり出るので、記録的な

るので、立体感や質感の

ると敬遠されがちですが、

写真や色鮮やかな風景写

あるドラマチックな雰囲

露出補正、
レフ板やフラッ

真などに適しています。
人

気を出しやすいです。
人物

シュで被写体に光を当て

物を撮る際は、強い太陽

撮影ではシワや影が目立

るなどの工夫次第で多彩

光だと被写体の人が眩し

つので、柔らかな印象で

な表現が可能。柔らかな

げな表情になりがち。

人物を撮るには不向き。

雰囲気を出しやすいです。

家にあるもので+α
！

ち。
綺麗に撮るには、
左で説明したような工
夫が必要でした。
しかし、
最近のスマホでは、
被写体を自動で

ください。
受賞者には、
総額50万円の賞品もご用意！

一般の方が応募できる
「一般部門」
の2つを設けました。

皆様のご参加をお待ちしております。

住協の家Owner部門

一 般部門

対象：住協の家
（リフォーム含む）にお住まいの方

対象：どなたでも応募可能

住協グループで住宅の建築・リフォームをした「自慢の我が家」や

どなたでもご応募可能な一般部門では、
「武蔵野の四季」をテー

「我が家と家族」などの写真を募集します。ご自宅のお気に入りの

マに写真を募集します。四季折々の美しい景色や街並みなど、住

場所や、
マイホームとご家族の思い出の1枚をご応募ください。

協の地元である武蔵野エリアの写真をお待ちしております。

このネームタグをInstagramでスキャン

住協グループ公式Instagram

するとフォローできます！

（@jyukyo̲group̲official）をフォロー

※Instagramの右上メニューから「QRコード」を選ん
でスキャン

各部門専用のハッシュタグなど、必要要素を添えて写真を投稿
住協の家Owner部門

一般部門

「#住協フォトコン2021」「#住協の家しあわせの

「#住協フォトコン2021」「#武蔵野の四季」の2つのハッシュタグ

家」の2つのハッシュタグをコメントに添えて写真を

に加え、撮影した自治体名と場所（所沢市、所沢航空記念公園 な

投稿。

ど）をコメントに添えて投稿。

【ご応募期間】

2021年8月1日〜12月31日

◀詳細は 新築戸建お引き渡し 累計15,000棟記念 キャンペーンサイトへ
https://www.jyu-g.co.jp/special/15000fair/index.html
賞品や、審査・結果発表など、キャンペーン詳細はこちらのサイトでご確認ください。

てみてください。

本日のまとめ

日光の演出を楽しみましょう
秋から冬は、
一年の間で最も晴れる日が多い季節なので、
私も逆光や透

手く使いこなすことができますよ。

お住まいの方が応募できる
「住協の家Owner部門」
と、

これまで避けていた人も、
是非チャレンジし

本格的なフラッシュやレフ板なんて持ってない、
という方

紙をかざして光を柔らかくするなど、
工夫次第で光を上

などの条件を満たした上で、
お写真の投稿にてご応募

逆光でも簡単に綺麗な写真が撮りやすくな

も、
家にあるものを使って色々試してみましょう。

ルを貼った簡易レフ板、
カメラ内蔵フラッシュにコピー用

フォトコンテスト2021」
を開催いたします。
住協の家に

りました。

晴れ間の多い秋〜冬の季節

持ち運びができる灯り、
段ボールに白い紙やアルミホイ

ご自身のInstagramより、
期間中に指定のハッシュタグ

認識して明るく調整してくれたりするので、

特別な機材は無くても、光を操れます

デスクのスタンドライトや、
キャンプのランタンといった

新築戸建住宅・累計販売数15,000棟を記念して、
「住協

STEP 02

【順光】

逆光を積極的に使ってみる

住 協 グループの
耳 よりニュースをお 届 け！

光の向きの種類

新築戸建お引き渡し 累計15,000棟突破記念

STEP 01

埼玉県飯能市の名栗湖湖畔。
紅葉は順光でも綺麗ですが、
逆光で透過光を活かすと、
透明感のある鮮やな色彩を表現できます。
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！ 新型コロナウイルス感染対策について
店舗の消毒について

過光を使った写真を撮ることが多いです。
トップの写真を撮影した飯能

新型コロナウイルス感染拡大を受け、当社ではお客様ならびに当社従業員の安全
確保のため、以下の対応を実施しております。

店頭のアルコール
消毒液設置について

当社の従業員について
当社では出勤時に体調チェックシートを用い、必ず健康状態の確

市をはじめ、
武蔵野エリアは紅葉の名所も多いので、
光を意識した素敵

当社では、
お客様にご安心してご来店いただ

住協グループ各店舗・店頭に、
お客様用

な写真にチャレンジしてみてください。
撮影した写真は
「住協フォトコン

けますよう、店内の清掃、
アルコール消毒液

アルコール消毒液を設置しております。

認（検温・咳の有無など）
を行います。手洗いは、石鹸液と消毒液

などを用いての消毒を実施しております。

ご使用ください。

による洗浄・殺菌を徹底し、
こまめに行っております。
また、予防

テスト 2021」
への応募をお待ちしております！
「武蔵野の四季」
がテーマの
「一般部門」
だけでなく、
「住協の家Owner

対策として、
マスクを着用しご対応させていただいております。

部門」
もありますので、
DanRan読者の受賞確率は高いですよ！！
09 DanRan

DanRan 10

住協グループからのお知らせ＆プレゼント

読者プレゼント

C

ニコン 双眼鏡

発行：株式会社住協

アンケートに答えて抽選で当たる！

vol.21
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DanRan

In f o rma tio n
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犬猫譲渡会 −住協川越支店駐車場−

1

各 名様

保護犬や保護猫を家族に迎えませんか？
遊んで癒されたいだけでも大歓迎！
詳しくは住協 川越支店の
ホームページ・フェイスブックをチェック！

10倍で使用できる双眼鏡
です。是非バードウォッチ
ングのお共に！

公式SNS公開中！

2 スマホ用

カメラレンズ

www.facebook.com/jyukyo.jg

各

www.instagram.com/jyukyo̲group̲official

2名様

https://www.youtube.com/channel/
UCc1xdlDNL9mYLTWgk2YZT0Q

HD22倍高品質望遠レンズ
セット。見つけた鳥をスマホ
で綺麗に撮影しましょう。

YouTube公式チャンネル「住協チャンネル」を開設し
ました。
チャンネル登録とGoodボタンをよろしくお願
いいたします！

吉野園

3

YouTubeチャンネルはこちらから！▶

狭山茶ティーバッグアソート
各

3名様

あなたの周りに、住まいについてお悩みの方はいませんか？

高 級 煎 茶・さ や ま 紅
茶・狭 山ウーロン茶 の
「 狭 山 茶ティー バッグ
アソート」。お家時間で
お楽しみください！

ご 紹 介 方 法 は こ ち ら！

応募締切

11月30 日（火）

※読者アンケートハガキに必要事項をご記入の上、
お送りくださ
い
（切手代不要）。
※厳正な抽選のうえ、
プレゼントの当選者発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきます。

過去のDanRanは、
ホームページからご覧いただけます。
Web

住協 ホームページ

電話

お近くの住協支店、または営業担当へ

Web

住協ホームページ 幸せを分かち合う住協の紹介制度

来店

お近くの住協支店へ

※当日到着分有効

プレゼント

2021年

住協の紹介制度

お悩み解決への
第一歩！

https://www.jyu-g.co.jp/

■ご紹介者様に

■弊社分譲新築住宅のご成約者様に

最高 10 万円分の
商品券または紹介料

エアコン1 台

（6畳居室用＋工事費）

※プレゼントの進呈は初回面談で弊社営業担当者にご紹介の旨を伝えていただいた場合
に限ります。
※当社分譲の新築住宅をご購入の場合以外でも、弊社社内の規定によりご双方にプレゼ
ントをご用意しております。
※ご紹介いただいたお客様がご利用されたサービス内容により謝礼額が変わります。

株式会社住協ホールディングス

住協建設株式会社

株式会社住協

埼玉県所沢市小手指町1-1-4
Tel. 04-2940-8600
http://www.j-group-h.com/

埼玉県狭山市狭山台4-27-38
Tel. 04-2957-8300（代）
https://www.j-kensetsu.jp/

埼玉県所沢市小手指町1-1-4
https://www.jyu-g.co.jp/

P・R保険パートナーズ株式会社
埼玉県所沢市小手指町1-1-4
Tel. 04-2903-0102
http://www.p-r.co.jp

東 京 本 店 tel.03-3370-3838（代）
大泉出張所 tel.03-5933-1175

入 間 支 店
狭 山 支 店
大 泉 支 店
新所沢支店
飯 能 支 店
川 越 支 店

Tel. 04-2903-8800（代）

tel.04-2963-6651
tel.04-2959-3611
tel.03-3921-6566
tel.04-2926-7311
tel.042-974-5900
tel.049-245-0041

ふじみ野支店
小手指支店
朝霞台支店
東久留米支店
狭山ヶ丘営業所
吉祥寺支店

tel.049-256-5588
tel.04-2903-8815
tel.048-470-1200
tel.042-479-2018
tel.04-2946-8338
tel.0422-29-0150

