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地震(震度3)

⻤剣舞  2013/09/13 (Fri) 10:03:40

今朝ほど⼝を開けて寝ていたら地震ーーー!!体感では震度3!!
TVを付けて確認すると震度3(笑)。5時前とあってそのまま起きてコーヒータイム・・・。外が明るく
のるのを待って5:15分に舎外開始〜!!ご近所さんに混ざり合う前の舎外なのでどういう⾶びをするか
確認!! OKですね〜♪(笑) 10分程舎外を⾒て鳩舎の掃除ww いい糞ですねぇ〜⼩さく纏まってコロ
コロ状態。箒で掃ける位の糞(笑) こういうときは気分がいいですねぇ〜♪^^ 湿気があるせいか舎
外は60分程度〜まぁいいか!!今夜は訓練の持寄りだし・・・。アティスを覗くと1⽻⾜りないーーー!
ガーン!! あれれ(謎) 給⾷を30分程度待ってると1⽻⽻根を絞って急降下ww 餌待ったーーー!!と云
ってヒューストン!! セーフ(笑) 今⽇は仕事を早めに終えて持寄りに備えますか〜〜〜ぁ(笑)。
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返信  編集  削除

連盟合同訓練︕︕

⻤剣舞  2013/09/12 (Thu) 09:43:59

hatさん、皆さんおはようございます。
天候不順で明⽇前倒して連盟の合同訓練の持寄りです。いよいよ秋レースが間近になりました。そして
ゲロっぱも近いですねww 千葉⽅⾯では最盛期のようで??? 1ｹ⽉遅れで当地区に⼊り込むのが例年
のパターンですが、すでに⼊っているという噂もチラホラww ⼊るなら早めに⼊れば建て直しも効く
のですがメインの時期だけは勘弁して欲しいものですww 御まじない的に昨⽇胃腸薬を投与しました
が・・・(笑)。特効薬があれば教えて下さい。 
現在の舎外は60〜120分とコンディションにばらつきがあるように思われます。ご近所さんの鳩と混
ざって舎外しているようでは駄⽬ですねww 調⼦の良い時は他の群れをかわしながらスピードを上げ
て遠征すればいいのですが・・・。道半ばの様相ですww (あくまで当舎の⼀つの⽬安)。

⼋郷委託在舎・・・⼋郷0/1(ﾄﾞﾎﾞﾝ) 友⼈名での委託1/2 伊賀連合会対抗1/1 こっちはOK!! 連合会対
抗(全体)は10/15厳しい様相です。 スタートまで何⽻残ることやらww ⼋郷にはタカにとってまず
そうな鳩を⼊れたのですが残念ww 連合会対抗に期待します(笑) 残ってくれ〜〜〜!! 

返信  編集  削除

Re: 連盟合同訓練︕︕

hat  2013/09/12 (Thu) 22:06:12

⻤剣舞さん、こんばんは。

こちらも13⽇持ち寄り予定ですが・・・連絡ありませんので、前倒しは、なさそうです。

あっても、東京の息⼦⼀家が遊びに来ているので(孫は、かわいい・・!!)、不参加のつもりでした
から、これ幸いに、胸なでおろしています。

⼜、14⽇は、久しぶりの同窓会です。
14⽇の持ち寄りもなさそうなので・・・ラッキ－・・です。

鳩の⽅は、先⽇の訓練で8⽻帰ってきません。今までの訓練状況からは、予想外でしたが・・・こ
れが、秋の若鳩の訓練ですね。

ミニ合同訓練仲間と反省会・・・⼈災であったことで、意⾒が⼀致、鳩さん達に向かって、⼀
礼・・・申し訳なかったと反省することしきりでした。

その後の舎外は、⻤剣舞さんとこと同じように60〜180分とバラつきの多い舎外(鷹に追われ
て・・)をしていましたので、今⽇はお休みにしました。

その代り、2、3軍が被害です。舎外始めたばかりの3軍が、本⽇、4⽻も帰ってきません。

連合会対抗は2/3⽻です。⻤剣舞さんとこの連合会と、楽しく勝負したいですね。

共に最後まで残って、表彰式に東京で会えたら・・・最⾼です!!

編集  削除



Re: 連盟合同訓練︕︕

沼南⾼柳  2013/09/13 (Fri) 00:41:28

⻤剣舞さん hatさん こんばんは

当⽅の⽀部も１５⽇４０Ｋ合同訓練の予定でしたが、天候不順の為、１⽇前倒しで明⽇持ち寄り
の１４⽇放鳩予定になりました。

国際委託鳩舎で⽣き残るのは厳しいようですね。
国際委託鳩舎への委託も考えておりますが、在舎率を⾒るとどうしても⼆の⾜を踏んでしまい、
国際委託鳩舎への委託はまだまだ先になりそうです。

編集  削除

本⽇の訓練・・・・。

hat  2013/09/09 (Mon) 21:58:56

みなさん、こんばんは。

今⽇は、何時もより早く起きて・・・2鳩舎で、ミニ合同訓練を⾏いました。

場所は、前回の内津峠より⻄に振った昭和村(120k)です。

朝5時40分放鳩・・・天気は抜群、⼼配していたモヤもありません。

でも・・・⽅向判定が、とても悪い・・・これでは、いずれ鷹の餌⾷に・・・なんて⼼配していました
が・・・・・。

途中のPA、御在所で、他の場所に訓練に⾏かれた⽅々と待ち合わせ・・・4⼈で、楽しい鳩談義をしな
がらの朝⾷でした。

そして・・・途中でpopさんにTEL・・・良い結果だろうと思いしや・・・なななぁ・・・んと、6割
ぐらいしか帰っていません。

popさんが⾔うには・・・伊賀は、モヤがひどくて・・・・帰り⽅も、⼀番⼿が2⽻2時間7分もかか
り、少し集団できたほかは、ほとんど、1⽻づつの帰還状況です。

鷹に⼊られたようです。

結局、当⽇帰還71/85⽻の83%の帰還です。

⼣⽅に2⽻帰って来たので、明⽇の帰還を期待します。

鳩さん達・・・コンディションがわるかったのかなぁ・・・。

返信  編集  削除

Re: 本⽇の訓練・・・・。



沼南⾼柳  2013/09/09 (Mon) 23:57:20

hatさん こんばんは

猛禽類の襲撃は頭の痛い問題ですね。
明⽇の帰還に期待致しましょう。

編集  削除

Re: 本⽇の訓練・・・・。

hat  2013/09/10 (Tue) 19:11:10

沼南⾼柳さん、こんばんは。

今⽇は、6⽻帰って77/85⽻でようやく9割帰還です。
⼭向こうが天気が良くなかったとのこと、⼼配していましたが・・・まずまずです。

まだ、帰ってこれそうな鳩が3〜4⽻居てますので、明⽇に期待します。

ホント、秋の若鳩は、難しいですね。

編集  削除

Re: 本⽇の訓練・・・・。

沼南⾼柳  2013/09/11 (Wed) 20:12:35

hatさん こんばんは

１２０Ｋ訓練で９割超えの帰還率で、それもばらけての帰還で有れば良い訓練になったのではな
いのでしょうか︖
本番が楽しみですね。

編集  削除

明⽇は、訓練??

hat  2013/09/08 (Sun) 19:18:15

みなさん、こんばんはぁ〜・・。

先⽇の6⽇・・・迷いに迷って訓練を断念しましたが・・・それも・・・10⽇の⽇を狙っての事でし
た・・・が・・・1⽇早い明⽇9⽇に訓練に⾏ってきます。

⾬明けですので、モヤが⼼配で10⽇を狙っていましたが・・・天気の回復が、少し早い事と・・・最
悪、放鳩が遅れても、気温も下がりそうなので・・・・気圧配置の良い明⽇にしました。

明⽇は、2鳩舎で、⾏って、ミニ合同訓練にしたいと思います。



返信  編集  削除

Re: 明⽇は、訓練??

沼南⾼柳  2013/09/08 (Sun) 22:09:13

hatさん こんばんは

明⽇は天気も回復するようですし、２鳩舎でのミニ合同訓練hat鳩舎にとって
有意義な訓練になることを祈ってます。

編集  削除

Re: 明⽇は、訓練??

hamanako  2013/09/09 (Mon) 22:00:13

hatさん 沼南⾼柳さん こんばんは。

hatさん 訓練お疲れ様です。

⼋郷 ＆ 伊賀 在舎発表で

⼋郷８⽻中７⽻ 伊賀３⽻全鳩残っていました

之から厳しい訓練が有りますが来春に夢を繋げたいですね

知⼈委託も５鳩舎７０⽻中６２⽻在舎しています（１鳩舎はレース中断）

秋レース４５⽻程の参加予定です。

シビルさんには全鳩お願いしています。

沼南⾼柳さん

ＲＳＬ６⽻全鳩在舎 秋レース楽しみですね。

プレゼント鳩の直仔４⽻全鳩残っています４⽻ともレース参加です 結果出たら連絡します。

編集  削除

Re: 明⽇は、訓練??

沼南⾼柳  2013/09/09 (Mon) 22:49:56

hatさん hamanakoさん こんばんは

hamanakoさんの鳩、在舎率流⽯ですね︕
楽しみにしている秋季レース間もなく開幕ですね。



頂いたプレゼント鳩の直仔のレース結果報告楽しみに
しております。宜しくお願い致します。

編集  削除

Re: 明⽇は、訓練??

hat  2013/09/10 (Tue) 13:26:46

hamanakoさん、沼南⾼柳さん、こんにちは。

いい在舎率ですね。

当舎は、伊賀2/3⽻です・・・出発時で、もう随分差をつけられましたね・・・こちらは、地元な
んだから・・・何とか頑張りたいのですが・・・そんなことより、良い作出をしたかどうかです
ね。hamanakoさんの管理が、この結果をもたらしたのでしょう。

沼南さん・・・hamanakoさんの委託でも楽しめるから、良いですね。
こちらも注⽬して、応援してます。

でも・・・三重では勝ちたいなぁ〜・・・。

編集  削除

在舎鳩確認

沼南⾼柳  2013/09/05 (Thu) 09:07:11

皆さん お早う御座います

昨⽇、委託鳩舎から在舎⼀覧表が届きました。
今年度は１番仔ばかり６⽻を委託し、幸いなことに６⽻とも在舎確認出来ているようで⼀安⼼致しまし
た。
２週間ほど前での在舎確認ですので、その後の舎外や個⼈訓練で落ちていなければ良いのです
が・・・・
いよいよ待ちに待った秋季レースが今⽉末から１００Ｋレースを⼿始めにスタート致します。
地元の鳩舎に７⽻預けてある⽅はまだ、在舎確認をしておりませんので何⽻在舎しているのか判りませ
んが、こちらは来⽉初旬の２００Ｋレースからのスタートになります。
どちらも少⽻数での参加ですので、１⽻でも多く残ってくれて最終レースまで楽しめることを願ってま
す。

返信  編集  削除

Re: 在舎鳩確認

hat  2013/09/05 (Thu) 18:50:08

沼南⾼柳さん、こんばんは。

全部で13⽻委託されているんですか〜・・。
楽しみですね。



在舎率も良さそうなので、ホント・・⼀安⼼ですね。

委託は、・・・・例えば、途中で、レ-ス参加を打ち切って、春に残しておく等の、対応は、でき
るのでしょうか???

秋のレースの、どのあたりで、配合チェックをするかにもよりますが・・・・何と⾔っても、春
が本番ですから・・・。

何はともあれ、順調なご様⼦・・・良かったです。、

編集  削除

Re: 在舎鳩確認

沼南⾼柳  2013/09/05 (Thu) 22:33:24

hatさん こんばんは

委託鳩舎の場合、基本的には短・中距離系の鳩であっても怪我・病気等の特別なことが無い限り
春の最終レースまで参加が原則のようですが、委託者の要望があればストックして頂くことも可
能です。
秋３００Ｋで⽌めて春に温存している⽅も居りますし、総合シングルに⼊賞した時点でストック
する委託者も居ります。
しかし、殆どの⽅が春の関東三⼤⻑距離レースまで参加させているのが現状のようです。

編集  削除

Re: 在舎鳩確認

hat  2013/09/06 (Fri) 11:32:51

沼南⾼柳さん、こんにちは。

>秋３００Ｋで⽌めて春に温存している⽅も居ります

この⽅法は、良いですね。春に勝負・・特に三⼤⻑距離に向けては、効果的のような気がしま
す。

当舎も、この秋、300kまでに、ある程度残これば、この⽅法を取るつもりです。全て500kま
で、⾏ってしまうと、春使いづらくなるケ-スが、多だあったからです。

>春の関東三⼤⻑距離レースまで参加させているのが現状のようです。

秋の最後まで、そして、春の最後まで使える鳩は、本当に少ない数になりますね。

しかも・・・若で最後までをイメ-ジされているのでしょうから、⼤変です。

でも・・・この⽅法が、良い種族を短時間で⾒極めていく、良い⽅法なのでしょうね。

良い種族を⾒極め残すという観点では、・・・例えば、モ－リ－さんは、7⽉に雛を引いて、その
鳩たちは、秋はせずに、春のグランドに参加させる⽅法を取られています。

この⽅法だと、最⼤の負荷をかけて、⼀年で結果を得てフイ-ドバックできるから・・・鳩改良の
良い⽅法と⾔えますね。



当舎も今年10⽻ほど、この⽅法を試しています。

編集  削除

Re: 在舎鳩確認

沼南⾼柳  2013/09/08 (Sun) 11:05:37

皆さん こんにちは

今朝、預かって頂いている地元の鳩舎に在舎確認を兼ねて⾏って来ました。
配合や巣箱の確保に⼿間取ったり、⼦育て中にイタチの被害にあったりして、作出時期が少しず
れ込んでしまい５⽉１⽇〜１５⽇⽣まれの２番仔ばかりを７⽻預かって頂き、現在、在舎は４⽻
で３⽻が失踪してしまったようです。
まだ体⼒が備わっていないうちに３・４⽉⽣まれの先輩鳩達と⼀緒に遠征に⾏って帰って来れな
くなってしまったのか、猛禽類の餌⾷になってしまったのか残念ですが・・・・
尚、こちらの鳩舎では数⽇前に選⼿鳩鳩舎内に鷹が⼊り込み家族全員が留守だった為、翌朝まで
異変に気が付かず時間が経過してしまい、１０⽻近くが被害に有ってしまったそうです。
このことが間もなく始まるレースに影響しないことを願うばかりです。
今年作出１３⽻中、在舎確認できた委託鳩舎６⽻と地元の鳩舎４⽻の合計１０⽻に秋季レース頑
張ってもらいます。

編集  削除

Re: 在舎鳩確認

hat  2013/09/08 (Sun) 15:57:07

沼南⾼柳さん、こんにちは。

10/13⽻の在舎・・・良かったですね。歩留まり約8割ですから・・・まずまず・・・だと思いま
す。
当舎としてみては、うらやましい限りですよ〜・・・。

鷹の侵⼊・・・⼤変ですね。当舎も、以前、そんなことがありましたが・・・・もう、鷹の⼤き
さに、驚いて・・・ドアを開けて、追い出したことがあります。

鷹は、悠々と・・・⾶んで⾏ったことを、覚えています。

その時は、腹が⽴つと⾔うより・・・びっくりが、先に来て
・・・とにかく外に出さねば・・・なんての対処でした。
今なら・・もう少し、⾔い聞かしてからほうりだしたとおもいますが・・・。

レ-スへの影響は、ないと⾔うと、うそになりますが・・・、⽴ち直りは、案外早いですよ
〜・・・時間が解決してくれます。  あまり⼼配せずに頑張ってください。

編集  削除



チェック

⻤剣舞  2013/09/06 (Fri) 10:53:00

皆さんおはようございます。天候不順のため8⽇の連盟合同訓練は流れました。航空ショーも延期なん
てあるのかな???

昨⽇遅い夏休みを取りチップリングを嵌めました。早いかなぁ〜なんて思いながら在舎数をチェックし
ながらの作業・・・そして⼀⽻⼀⽻にランク付け(笑)ABC⽅式。(⾃分の⽬を養う⾏為)総合で上位⼊賞
した時、⾃⼰評価の仕分けでどのランクにいる鳩か??? これ⾯⽩いですから是⾮皆さんも実施してみ
て下さい。Cランクの評価の鳩が総合優勝したなら⾃分の⾒る⽬がいかにないかと泣いて下さい・・・
(笑) パーツ⼀つひとつ確認して想定評価をしてください。この場合⾎統は無視し鳩体のみの評価で
す。リストの最後尾にでもABCと書いておけばいいだけなので簡単です(笑)。低くランク付けしていた
鳩が優勝したならただ喜んでいるだけでなく⾶んだ鳩をしっかり観察し、何処が良くて上位に来たのか
⾃分なりに勉強しスキルアップしましょう〜。これマジで⾯⽩いですぞぉ〜!!

返信  編集  削除

Re: チェック

hat  2013/09/06 (Fri) 12:06:01

⻤剣舞さん、こんにちは。

この⽅法、とてもいいですね。

毎年毎年、この⽅法でデ-タをとって、⾃分のスキルアップを・・・なんて計画しますが・・・計
画倒れに終わっているのが、現状です。

もちろん、頭の中では、popさんと、これが良いとか・・あれがいいとか・・評価はいろいろし
ますが、・・・

きちっと細部にわたってデ-タをとって、その書き物で評価すると⾔うステップを、取っていなか
ったということです。

今年は、チップを嵌める時、データを取ってみます。

評価項⽬についてですが、・・・・

全体評価・・と、⽻根、バランス、⽬・・・等々⾊々ありますし、・・・そして、例えば、⽬と
⾔っても、いろいろの評価があります。

⽬について・・・思うに・・・

①健康状態を表していると思われる、⽣き⽣き・・きらきら光っているか否か???

②内臓状態とか、筋⾁(⾚筋、⽩筋等)の状態を⾒極める・・⽯⽬、柿⽬・・・そして、⾎管の状
態(盛り上がっているとか・・・)

③眼・・そのものの性能を⾒極める、光への反応とか、紫外線に対する強さ(⾎管の表⾯や周りの
⾊素の状態等々)

を⾒たいですね・・・でも、最初から欲張るとだめですから、項⽬をいろいろ考えて、絞っ
て・・決めていきたいと思います。



⻤剣舞さんは、どんな項⽬をチェックされているのですか??差⽀えない範囲でご教⽰ください。

編集  削除

Re: チェック

沼南⾼柳  2013/09/07 (Sat) 19:29:44

hatさん ⻤剣舞さん こんばんは

レース以外の楽しみ⽅にも⼯夫次第でいろいろ有るんですね。
⾃分の⾒たて通りに上位⼊賞してくれたら喜びも⼈⼀倍でしょうね︕
まだ私の場合、鳩質の良し悪しが良く判らない段階だけに出来るだけ多くの上位⼊賞鳩や皆さん
の理想とする鳩を⾒たり掴んだりさせて頂き勉強中ですがいつになったら⾒極めが出来るように
なることやら、まだまだ⼤分先になりそうです。

編集  削除

あわや⼤惨事ww

⻤剣舞  2013/09/02 (Mon) 10:14:01

みなさんおはようございます。
昨⽇の⽇曜⽇仲間3⼈で70k訓練を実施してきまた。⽇中猛暑になることは天気予報で確認しておりま
したが、連盟の合同訓練に間に合わないと思い4時前に出発し5:50に放鳩して⾼速で帰り鳩舎を覗く
と・・・ww 5〜6⽻⾜りませんww それも期待の鳩ばかり(泣) 当舎はまだいい⽅で仲間達は30⽻
ぐらい未帰還だと⾔ってましたが今朝ほど全鳩帰還しましたので何とか合同訓練に間に合った感じです
(笑)。来週の⽇曜は百⾥基地で航空シヨーがありこの時期はショーの訓練で⿃⽤の妨害電波等が発射さ
れてますので帰還が凄く悪いようですww 茨城空港付近から訓練される⽅気をつけましょう・・・。

返信  編集  削除

Re: あわや⼤惨事ww

hat  2013/09/02 (Mon) 20:01:49

⻤剣舞さん、こんばんは。

なかなか・・⼤気が安定せず、難しい天気がつづきますが、・・さすがです。結果、良い訓練に
なったようで、本当に良かったです。

>来週の⽇曜は百⾥基地で航空シヨーがありこの時期はショーの訓練で⿃⽤の妨害電波等が発射さ
れてますので帰還が凄く悪いようですww

何年か前・・・こちらも、空港の近くで放鳩したとき、えらい⽬にあったことがあります。原因
は、妨害電波と、特定してませんが、その後、その地区での放鳩は、避けています。

こちらは、ここ最近・・訓練ができるような⽇がありません。前線が居座っている間は、しかた
なしかなぁ・・・と思っています。



そんな中・・・舎外だけは・・と思っていますが、今朝は、どしゃ降り・・・鳩さん達のんびり
させました。

13⽇からの合同訓練まで、舎外中⼼に鍛えたいと思いますが・・1⽇ぐらいは、訓練したいで
す。

編集  削除

Re: あわや⼤惨事ww

沼南⾼柳  2013/09/05 (Thu) 08:44:52

hatさん ⻤剣舞さん お早う御座います

ここ最近、晴れていた空が急に真っ暗になり、雷が発⽣して⼟砂降りの⾬になったり、所によっ
ては⻯巻が発⽣したりと天候が安定しておりませんね。
⾃然界による予期せぬ現象は、我々が注意していても防ぎようが無い⾯も有り、舎外・訓練も気
が気じゃ有りませんね。
空港周辺では⿃⽤の妨害電波等の発射も有るんですね。
⻤剣舞さんの仰るように来週の⽇曜⽇は茨城空港周辺からの放鳩は避けた⽅が良さそうですね。

編集  削除

内津峠(110k)2回⽬

hat  2013/08/28 (Wed) 21:17:46

みなさん、こんばんは。

今⽇は、訓練⽇和との予報・・・居ても⽴ってもおれません・・・久しぶりの訓練に⾏ってきました。

前回が15⽇でしたから、約2週間ぶりです。

そこで・・・少し思案。

明後⽇以降の天気予報が悪く・・・合同訓練ももうすぐ・・前に進むか??? 

でも、ここは、我慢。

間も空いているし、ここは⼀歩下がって70k付近にするか??

でも、天気もいいし・・・ここは、もう⼀度、内津峠に⾏こう・・・と決定。

今⽇も2時半に起きて・・・3時鳩舎出発。

前回より天気が良かったけど、時間は、同じ5時45分の放鳩です。

⽅向判定も、まずまずで⼀安⼼。

途中で、popさんにTEL・・しましたが・・・

群は、分かれて、10分おきぐらいに、3つぐらいで来たそうです。
しかも・・・じかんも、前回よりも10分遅い1時間50分・・・

https://web.archive.org/web/20130913164952/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1377692267.jpg


予想より悪い帰還状況でした。

そして・・・当⽇82/85⽻で、またしても全鳩帰還はダメでした。

ただ、前回遅かった鳩達は、すんなり来たようです。
学習効果はあったみたいですが・・・・、絵にかいたようにはなりませんでした。

鳩群の調⼦がいまいちなのかなぁ・・・??

考えさせられる訓練でしたが、・・・まぁ・・ヨシとしたいと思います。

次は、少し涼しくなってきたし、もう少し距離を延ばします。

返信  編集  削除

Re: 内津峠(110k)2回⽬

覗き  2013/08/29 (Thu) 09:42:47

 久し振りです。
>学習効果はあったみたいですが・・・・
団⼦で⾼分速の帰還より、ばらけての低分速の⽅が良い訓練になるんとちゃいますか︖
全鳩機関が最⾼ですが、お⾦を掛ける前のフルイ掛けって事で良いとおもいますが如何でしょう
か︖

暑さも徐々に薄れて鳩さんもHatさんも調⼦を上げて下さいませ、しかし秋ですので若に余り無理
をさせずに春の海超えを⾒据えて頑張って下さいな。

編集  削除

Re: 内津峠(110k)2回⽬

hat  2013/08/29 (Thu) 18:51:31

覗き屋さん、こんばんは。

>お⾦を掛ける前のフルイ掛けって事で良いとおもいますが如何でしょうか︖

通常なら・・仰る通りですが、当舎には、そんな余裕がありません。ちょっと気を許せば、鳩舎
が、ガラガラ・・・ですから、なるべく、帰ってほしいし・・・帰れるような条件で訓練をして
いきたいと思います。

今⽇は、朝早くに2⽻帰り、84/85⽻になりました。

200kスタ-トの⽬標が、50⽻ですから、ホント気が許せません。
それに・・今秋は、経験鳩が⼀⽻もいてません。

春のため、⼀⽻でも多く、残していきたいと思います。

まだまだ、残暑厳しい折・・覗き屋さんもお体、ご⾃愛のほどよろしくお願いします。

編集  削除



Re: 内津峠(110k)2回⽬

⻤剣舞  2013/08/30 (Fri) 11:49:04

おはようございます。110k2回⽬ですか? 順調な訓練をしているようで感⼼いたします。
当⽅はやっと40k訓練2回実施して今週末に70kを予定してまいが、台⾵の影響で危ぶまれており
ますww 最悪の場合にはこのまま連盟の合同訓練に乗せてもOKと思ってますが・・・。
天候には勝てませんが今年も異常気象なので参加鳩は何処かでやられる覚悟も必要かと??? 
hatさん未帰還の鳩を気にしてては前に進めませんよ??? ⾃然淘汰とお考え下さい。悪天候は別
ものですが・・・。

編集  削除

Re:帰って来たぁ〜

hat  2013/08/30 (Fri) 19:37:17

⻤剣舞さん、こんばんはぁ〜。

帰ってきましたぁ・・、落ち穂を⼀杯⾷べて・・・未帰還の⼀⽻が帰りました。これで、85/85
⽻になりました。

>hatさん未帰還の鳩を気にしてては前に進めませんよ??? ⾃然淘汰とお考え下さい。

そうですね・・・仰る通りと思い、あまり気にはしていませんが、・・・・せっかくの結果です
ので、分析だけは、したいと思います。

群のコンディションを⾒るのに・・・

やはり、帰還状況は、何かを教えてくれてると考えています。

そんな意味で、帰れなかった鳩の状態や、⾎筋は、とても気になり・・・、納得できないとき
は、群のコンデションか気になったりします。(例えば、1⽻や2⽻でも。それは、氷⼭の⼀⾓と考
えられないか・・??等々です。)

なには、ともあれ・・・もうすぐ、秋レ-ス、まだまだ暑い⽇が続いていますので、体だけには、
気をつけて、お互い頑張りましょう・・。

編集  削除

 

⻤剣舞  2013/08/22 (Thu) 16:43:46

皆さんこんにちは。昨夜は⼤⾬&落雷ww ⾬が降り出す前に翌朝の訓練に出かける準備し鳩のコンテ
ナ詰め(笑) 軽トラに積んだコンテナを置いたまま⾬ざらしww 2回位落雷の⾳ww ⽝は騒ぐし⼤変
な⼀夜でした(泣)。明け⽅3:30に起きていつもの訓練仲間3⼈で対岸訓練に出発ww ⾬は上がってい
るが湿気を肌で感じる・・・。現地に着いて空を⾒上げれば厚い雲ww どうするか? と皆で顔を⾒
合わせ・・・ww このままいても変わらない天候と予想・・・5:30に放鳩〜!! あとは神頼み(笑) 



直線距離20k程度・・・家に6:30に着いて鳩舎を覗くと誘導鳩と若鳩数⽻ww やっちゃたかーーー
ー!! 仕事に出る時間が7:30 それまで帰還してくれれば餌には間に合うと思うが・・・まぁ〜放し
たものはしょうがないww 種鳩に餌を与えて表に出ると⼤群が帰還〜あぁ〜えがった(笑) こんな早
朝ハラハラ劇場でした(笑)。 今度の⽇曜辺りから本格的な訓練モードに突⼊予定ですww あと40k
2回、70k2回・・・秋レース突⼊〜♪

返信  編集  削除

Re:  

沼南⾼柳  2013/08/22 (Thu) 19:18:19

皆さん こんばんは

⻤剣舞さん 出社前の早朝訓練お疲れ様です。
若鳩の訓練は、帰宅しアティスで全鳩無事帰還しているか確認するまでハラハラドキドキもんで
しょうね。
全鳩無事帰還、さい先の良い訓練になり良かったですね。

hatさん 先⽇の訓練の結果、⼼配しておりましたが８５/８７⽻帰還で順調に訓練が進んでいる
ようですね。

編集  削除

Re:訓練は、気が揉みますね〜  

hat  2013/08/22 (Thu) 20:57:25

⻤剣舞さん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

後遺症も⾒られず・・・順調に訓練されているご様⼦、良かったです。

こちらは、・・・今⽇、もう⼀度、内津峠(110k)2回⽬を予定していましたが…、この格別な暑
さ・・・⼤気も乱れている予報・・それに何よりも、飼育者が、ダウン気味・・・訓練はあきら
めました。

合同訓練が、9/13持ち寄り、レースは、10⽉の中旬からですので、じっくり構えて、無理を、し
ないようにしたいと思います。

編集  削除

Re:訓練はいつもハラハラドキドキ  

yamajii  2013/08/22 (Thu) 21:58:36

皆さん、こんばんは。

訓練はいつもハラハラドキドキですね。
これは距離に関係なく、家に帰って鳩舎を覗くまでのある種の楽しみ︖



⼼臓に悪いときもありますが、これも鳩飼いでしか味わえないも
のと思います。

試⾏錯誤しながら、⼤いに楽しみましょう。

私はやっと今⽇、３０Ｋの訓練を終わりました。
９⽉下旬の１００ｋレースまで最低あと５回の訓練予定です。

当地は朝晩は秋めいてきましたが、まだまだ残暑厳しい時節柄、お互いに気をつけて楽しい秋レ
ースを迎えましょう。

ｈａｔさん、健康第⼀です。ダウンしませんように。

編集  削除

Re: 訓練はいつもハラハラドキドキ 

hat  2013/08/23 (Fri) 06:29:10

yamajiiさん、おはようございます。

>⼼臓に悪いときもありますが、これも鳩飼いでしか味わえないものと思います。
試⾏錯誤しながら、⼤いに楽しみましょう。

全く、同感です。楽しむことが、とても⼤切ですね。

>ｈａｔさん、健康第⼀です。ダウンしませんように。

有難うございます。頑張ります。
それにしても、昨晩も、とても蒸し暑かった〜・・・まだまだ続くんですかねぇ〜・・・、今⽇
は、寝坊です。今から⾏ってきま〜す。

編集  削除

Re:  

⻤剣舞  2013/08/23 (Fri) 10:11:58

皆さんおはようございます。
今年は昨年より異常気象じゃないかな??? この時期すかっとした好天に恵まれず近場でも鳩に少
なからず負担がかかってると思いますWW 近場の基礎訓練は6回⾏い終わりましたが、これから
が本訓練なのに天候が読めません(泣)。⼼肺機能を鍛えるには時間のかかる訓練もいいのです
が・・・WW 

沼南⾼柳さん、まだ若鳩にはチップリングは嵌めてません。合同訓練直前に嵌める予定ではおり
ますが(笑)。 数えてもいないため帰還しているかはドンブリ勘定です(笑)。餌を与えている時、
餌箱に頭を突っ込んで⾷べてれば⼤体の数は分かりますWW これが本当のドンブリ勘定で
す・・・。⽬⽴つ⽻⾊と⽬を付けている鳩がいればokということで・・・1・2⽻の増減は毎度の
こと〜(笑) 正確な数を数えるのは次の訓練に⾏く時にコンテナ詰めするときだけ〜ですWW 
マジいい加減な飼い主ですWW 年々いい加減さが増してますが・・・。

編集  削除



Re: これから・・本訓練?? 

hat  2013/08/23 (Fri) 12:39:59

⻤剣舞さん、こんにちは・・・。

これから、ほんくんれんですかぁ〜・・・。
順調に頑張っておられますねぇ〜・・・ご様⼦、今後とも、カキコミ宜しくです。

ホント暑いから、・・・こちらも・・今朝なんかも格別の暑さでした。
もう・・舎外⽌めてしまおうか・・と思ったほどです。

しかし・・頑張って、1軍、2軍、3軍と、だしました〜・・ただ、1軍は、勢いよく⾶び出して、
遠征に⾏ったと思っていたのですが・・・30分ほどで帰ってきて、即⼊舎しました。

ちょっと遅い舎外の所為もあるのですが・・・この暑さ、まぁ・・いいか・・・なんて思って、
気持ちよく⼊舎させました。

2軍は、鷹に追われていましたが・・・鷹も暑いのか、しばらく追っては、電柱で休んでいました
よ〜・・・3軍は、外に出た程度で、何⽻かが⾶んでいるだけでした。

まぁ・・この暑さ、仕⽅なしですね。
しばらく、こんな感じで、様⼦を⾒ます。

編集  削除

Re:  

沼南⾼柳  2013/08/23 (Fri) 19:33:33

皆さん こんばんは

hatさん
＞⼼臓に悪いときもありますが、これも鳩飼いでしか味わえな いものと思います。
私のように委託でレースをしている者にとっては、今の時期、作出は⼀段落してしまい訓練に⾏
くでも無く、レースが始まるまでハラハラドキドキも無くちょっと寂しい期間です。

⻤剣舞さん
＞まだ若鳩にはチップリングは嵌めてません。
チップリングはまだでしたか今⽉末か来⽉初旬頃になるんでしょうかね。

ＲＳＬと地元の鳩舎に預けてある若鳩計１３⽻の内、何⽻在舎しているか気が気で有りません。
１⽻でも多く秋季レースに参加出来ることを願っております。

編集  削除

: 内津峠(110km)訓練 翌々⽇

hat  2013/08/17 (Sat) 10:37:56



みなさん、おはようございます。

朝、1⽻帰ってきました。

今⽇の鳩・・・痩せてもいないし、元気・・・モリモリ餌⾷っていました。

思うに・・・この暑さ、こんな元気なはずがありません。きっと、連盟のどなたかの鳩舎にお邪魔し
て、ケアしていただいたに違いありません。

どなたか知りませんが、有難うございました。・・・???

とにかく、これで85/87⽻・・・あと2⽻になりました。

返信  編集  削除

Re: : 内津峠(110km)訓練 翌々⽇

若ちゃん  Site  2013/08/18 (Sun) 21:45:42

我が家も、数⽇後に戻った鳩がいます。

他の鳩舎に⾏くと、病気が⼼配ですが、
それよりもなによりも、お世話になった事に感謝ですよね︕

残りの２⽻も戻るといいですね。(^^)

編集  削除

Re: : 内津峠(110km)訓練 翌々⽇

hat  2013/08/18 (Sun) 22:16:04

若ちゃん、こんばんは。

そちらも、リバティとベルの仔・・・良かったですね。

とにかく、後帰りした鳩は、⼗分観察して、適切な処置が必要です。分からなくなったら、抗⽣
剤を、何はともあれ投薬していますよ〜。

のこりの2⽻は、もう無理ですね。

とにかく、秋の訓練は、あっという間に地獄に落ちますから・・若ちゃんも、これから距離が延
びるようなので、気をつけてくださいよ

陰の師匠さんにも、いろいろ聞いて・・・頑張ってください。

編集  削除

Re: : 内津峠(110km)訓練 翌々⽇

⻤剣舞  2013/08/19 (Mon) 10:01:55

https://web.archive.org/web/20130913164952/http://blog.goo.ne.jp/wakabayashi2722


もう110kの訓練ですか? 早いですねぇ(笑) こちらはやっと対岸の訓練を済ませ何とか今は順
調のようです。訓練はいつもの仲間と約400⽻での合同放鳩を実施してますので、だいたいの鳩
さんはくっ付いて帰還しているようです(笑)。当舎は⼤変助かってますが・・・(笑) 今朝の舎外
はご近所さん⼀⻫に集合したようで700⽻〜800⽻以上が混じり合って⾏ったり来たりしていまし
た。壮⼤ですよ〜。この時期は給⾷時間に遅れて帰還する鳩が度々いますが仕事時間に間に合わ
ないため、⼀⾷抜きの鳩もいますww 毎度のことですが・・・。舎外が⾶んでるときは餌の⾷い
が⽌まることを知らないようですww

鳩痘の件ですが当舎ではオイルワクチンの際(⾸の後ろ)、⼀緒に打ちます。⽅法は注射器に鳩痘
ワクチンを⼊れ太ももに打ちます。針先に付いているカバーを利⽤して針先が3mm程度出るよう
にカバーをカット(深く⼊り過ぎないため)して、ほんの少し液剤を注射すればOKです。これを実
施してからは楽で早いし、鳩痘が出た事はありませんよ(笑) 掲⽰板⾒ている皆さん是⾮真似し
て下さい・・・。苦情は⼀切受け付けませんぞ!! 重要秘密事項だったが・・・公開しますww
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Re: : 内津峠(110km)訓練 翌々⽇

hat  2013/08/19 (Mon) 20:09:34

⻤剣舞さん、こんばんは。

>今朝の舎外はご近所さん⼀⻫に集合したようで700⽻〜800⽻以上が混じり合って⾏ったり来た
りしていました。

さすが〜・・・関東は、すごいなぁ・・壮⼤ですね。

>針先に付いているカバーを利⽤して針先が3mm程度出るようにカバーをカット(深く⼊り過ぎ
ないため)して、ほんの少し液剤を注射すればOKです

成程・・・ほんの少しが難しそうですね。当舎も⼀度、注射したことがありますが・・・ほんの
すこしに悩んでやめました。でも・・・⻤剣舞さんの成功体験を、来年は、試してみます。有難
うございました。
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