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国際鳩舎在舎⼀覧

沼南⾼柳  2014/08/13 (Wed) 20:34:20

皆さん こんばんは

鳩レース協会の各委託鳩舎での８⽉１１⽇現在の在舎⼀覧が発表になりましたね。
在舎⼀覧と２ｹ⽉前に発表になった６⽉１１⽇現在の登録⽻数と⽐較すると⼋郷国際で71.8％・伊賀国
際では個⼈と連合会対抗も合算で60.3％と厳しい在舎率のようですね。
この２ｹ⽉の間に⼋郷国際で３割・伊賀国際で４割の鳩が馴致・舎外の段階で猛禽類の被害及び、失踪
してしまったんですね。
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どこの地域でも猛禽類の被害が甚⼤で本番のレースに挑める鳩は何割になってしまうのでしょうかね。
レース鳩として産まれてきただけに１⽻でも多くレースに参加させて上げたいですね。

返信  編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

hamanako  2014/08/13 (Wed) 21:32:12

hatさん 沼南⾼柳さん こんばんは。

浜名湖委託には厳しい発表になりました（爆）

１０⽻委託 ＤＡ環５⽻ ＰＥ１⽻ ６⽻と平均以下でした

期待の鳩は残って居るのが救いです

⽻数が多いと⼊れた時期にも影響します 昨年より１０⽇遅れた

のも有るかな 

後は鳩の能⼒ですから頑張ってくれると信じています。

編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

hat  2014/08/14 (Thu) 06:26:49

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、おはようございます。

今年は、国際に預けてないので・・・協会のHPを⾒る機会が少なかったです。

結果は、厳しいですが、きっちり舎外をしている証拠ですから・・・、後々良い結果を残しそう
ですね。

こちらも、初期の舎外で3割近く被害にあっていますから・・・
国際より若⼲良いものの・・・似たり寄ったりで、⼗分理解できる結果です。

>⽻数が多いと⼊れた時期にも影響します 昨年より１０⽇遅れたのも有るかな 

これ・・・⼤いに関係ありますね。
当舎も、若い雛から・・次々被害にあっています。
鷹はホント賢いですね。

編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

沼南⾼柳  2014/08/14 (Thu) 11:56:10



hatさん hamanakoさん こんにちは

つくば国際に、今年初めて３⽉２０⽇に２⽻・４⽉１０⽇に２⽻の４⽻を委託して⾒ました。
８⽉１⽇現在の在舎確認では、３⽉の２⽻は在舎して居りましたが、４⽉の⽅は１⽻の在舎でし
た。
国際鳩舎のような⼤⽻数の委託鳩舎に委託する場合は出来るだけ早く委託した⽅が在舎率が良い
のかも知れませんね。
つくば国際は３⽉１⽇より受け⼊れですので、来年はもう少し早⽬に委託出来るように計画して
⾒たいと思います。

編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

hamanako  2014/08/14 (Thu) 12:31:03

hatさん 沼南⾼柳さん こんにちは。

昨⽇は厳しい結果にがっくりが本⾳です。

雛の出来も良く馴致段階の失踪がこんなに多いとは

今回の在舎発表で委託実績の凄い⼈たちも悪いようです

皆さん４⽉１５⽇前後の委託です 毎年多く失踪する部屋が有ります 今回はその部屋に⼊った
のかな

しかし全体に病気を広げないのは⼋郷スタッフの管理のおかげだと思います

今年は他の委託鳩舎も病気が⼊り半数の淘汰だそうです

素晴らしい実績の委託鳩舎で万全に管理されてても有ります

残った鳩（浜名湖委託）も⼀度体調崩しての⽴て直しは厳しいかな訓練の結果で判ると思いま
す。

沼南⾼柳さん つくば国際は３⽉初めに⼊れる⼈が多いです

しかい鳩舎の寒さ対策も必要ですよ １⽉半ばの配合は鳩舎環境で左右されます

防寒対策をしてから種鳩の状態を万全にしないと良い鳩は出来ませんよ。

編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

hat  2014/08/14 (Thu) 20:21:50

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、こんばんは。

委託は、早ければ早いほどいいとは、思いませんよ。

委託鳩舎の舎外時期に合わせた⽅が良いと思います。



早く預けて・・・、⻑く舎外待ちと⾔うのも・・・いやだし、⼀番⼿がピュンピュン⾶んでいる
のに、初舎外というのは、鷹の標的になるし・・・、とにかく、委託鳩舎の計画にあった時期に
預けるのがいいように思います。

hamanakoさんの⾔われる病気は、仕⽅なしですね。

編集  削除

Re: 国際鳩舎在舎⼀覧

沼南⾼柳  2014/08/15 (Fri) 19:49:56

hatさん hamanakoさん こんばんは

早ければ良いと⾔う問題では無いようですね。
いろいろとアドバイス有難う御座います。
各委託鳩舎の計画にあった時期に預けるのが望ましいのでしょうが、しかしながらその時期が何
時だかを⾒極めるのがまた課題になってしまいますね。

編集  削除

追悼オークション無事終了

⻤剣舞  2014/08/11 (Mon) 11:52:49

当連合会会員の遺品である種鳩(銘鳩揃い)を連盟⻑のお計らいで、昨⽇オークションを開き全て完売い
たしました。台⾵の影響もなく遠くから参加して頂き感謝に堪えません。⼀⼈で何⽻も落札した⽅もお
り盛況のうちに終え⼀安⼼というところです。売上⾦はご遺族に引き渡しという形です。今まで管理し
て頂いた⼈、そして会場の準備や設営と・・・⾊々⼤変だったと思います。ありがとうございました。
落札した鳩から1⽻でも多く⼤輪の花を咲かせて頂ければ亡くなった本⼈も本望と思います。遠⽅から
参加して下った⽅々にも改めてお礼申し上げます。ちなみに⼈気が集中した鳩は、レコードブレーカ・
マキシミリアンLine。単位の違う鳩から⼈気が出た感じのようです。マルキも⼈気出ましたねぇ♪今年
の東⽇本CH総合5位・6位がマルキの筋でしたからねぇ。皆さん良く知ってました・・・。

返信  編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

hat  2014/08/11 (Mon) 12:25:51

⻤剣舞さん、こんにちは。

オ-クション、盛況だったとのこと、良かったです。

マルキと⾔えば・・東北の⻑距離系???・・・、以前・・昨年、⻤剣舞さんが、導⼊された筋で
は・・???、

⻄コ-スだけでなく、東⽇本CHでも活躍してたんですね。



それにしても・・・オークションで、鳩さんの⾏先を決められるなんて、良かったです。やは
り・・・良い鳩を持たないと・・いけませんね。

編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

⻤剣舞  2014/08/11 (Mon) 14:32:06

今年⼊れたマルキ系(切り札の略語)は源鳩がゴロゴロいる100%マルキ。昨年北コース稚内GP総
合2位、今年は同GP3位。今年の⻄コースでは桜花賞総合２位3位等。他の⾎と割れば今年のCHの
ように当⽇突っ込んで来る鳩も出来るという証でした。元々は伊賀国際⽤に⼊れた鳩ですから来
年は何⽻か伊賀に改良し試験的に参加したいと考えてます。撃沈覚悟で・・・。残りはJP・GNに
浜名湖さんの鳩と⼀緒に参戦予定!!
何⼈かの⼈にマルキ⼊れたんだってと聞かれましたが、⼩屋が満タンなので⼊れてないと答えて
ます(まる秘事項)。(笑)

編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

hamanako  2014/08/11 (Mon) 18:33:25

hatさん ⻤剣舞さん 皆さんこんばんは。

hatさん 三重は⼤変な⾬でしたが 被害も無く安⼼しました

９⽉６⽇からの合同訓練頑張ってください 秋は不参加ですから

応援です。

⻤剣舞さん Ｓさんの遺品の鳩の活躍願っています

ＪＰ＆ＧＮへ参加出来る鳩作出に管理にも⼒が⼊ります 宜しくお願い致します。

沼南⾼柳さん つくば国際 秋レース楽しみにしています

今年はハンドラ―も１昨年の⼈に変わられたようですね

７００ｋｍ記録へ楽しみに成りましたね。

編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

hat  2014/08/11 (Mon) 18:58:14

⻤剣舞さん、hamanakoさん、こんばんは。

>何⼈かの⼈にマルキ⼊れたんだってと聞かれましたが、⼩屋が満タンなので⼊れてないと答えて



ます(まる秘事項)。(笑) 

マル秘事項だったのですかぁ〜・・ゴメンナサイ。

マルキ系・・注⽬しています。もう皆さんにわかってしまったのですから・・・これからは、こ
の筋の活躍模様を教えてくださ〜い。

hamanakoさん・・こちらは、問題なかったのですが、若ちゃんとこあたりは、⼤変だったので
はなかったのかなぁ〜・・・、???
秋レ-ス不参加ですか・・・残念です。
でも、本番は春ですから、春に向かって⼒蓄えて、⼜⼀緒に頑張りましょう。

編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

覗き  2014/08/13 (Wed) 09:26:46

追悼オークション無事終了…良かったです、後は落札者様が⼦孫で活躍される事が弔いです、頑張
って⾶ばしてやって戴きたいと思います。

hatさん︓豪⾬台⾵も去って猛暑ですが訓練でっせ︕ 早朝に名阪⾛って下さいな。

編集  削除

Re: 追悼オークション無事終了

hat  2014/08/13 (Wed) 13:14:48

覗き屋さん、こんにちは。

豪⾬台⾵も去って・・・天気期待していたんですが、本⽇、少しましな天気(でも・・モヤで⼀
杯)以外は、天気悪そうですね。

前線の影響かな???

だいたい・・いつも盆明けは、天気良くないですが、今年は、盆前も悪かったから・・・、訓練
はできていません。

でも・・こんな時、焦っても、良い結果はついてきません。

じっくり構えて、鳩痘の2回⽬接種でも考えます。

編集  削除

台⾵が去って・・。

hat  2014/08/10 (Sun) 19:14:18

皆さん、こんばんは。



台⾵11号・・ようやく⾏ってくれました。
こちらは・・思ったほど、厳しくなく・・・⼤事な⾄らなくてよかったです。

でも・・ニュ-スを⾒ていると、被害が、相当出ています。
これから、復旧に向け⼤変ですが・・・被害にあわれた⽅々・・頑張っていただきたいと思います。

それに⼣⽅のニュ-スでは、・・・アミノさん宅が、台⾵の進路になっていて⼼配です・・・⼤丈夫だ
ったのかなぁ〜・・・???

さて・・、我が家の鳩さん達、今年も、すこぶる元気に⾒えます。難しい時期、気を緩めると・・・、
アッと驚くことが発⽣しますので、気合を⼊れて、管理していきたいと思います。

何はともあれ、台⾵12、11号も⾏ってしまい、・・少し遅れ気味になって来た訓練をしなければなり
ません。

合同訓練が9/6から始まり・・秋初戦200kレ-スは、10/3持ち寄り10/4〜始まります。

さぁ・・まだまだ残暑厳しいですが、・・・気合を⼊れて、頑張っていきたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 台⾵が去って・・。

沼南⾼柳  2014/08/10 (Sun) 23:22:38

hatさん 皆さん こんばんは

当⽅の千葉では台⾵の進路から外れたお陰で、殆ど⾵⾬とも影響が有りませんでしたが、台⾵の
直撃を受けた地域の⽅々には１⽇でも早く平常な⽣活に戻れることを願っております。

今年の春頃から近所で時々⿊猫を⾒かけることが有りましたが、我家では室内⽝ですが⽝を飼っ
て居るためか滅多に野良猫を我家の敷地内では⾒かけなかったのですが、昨⽇・⼀昨⽇と２⽇続
けて鳩⼩屋が騒々しいので鳩⼩屋に⾏って⾒ると、驚くことに例の⿊猫が⾦網に⾶ぶ付いており
ました。
⼤事な鳩が被害に遭ってからでは遅いので、急遽、⾦網部分を補強致しました。
これで少しは安⼼出来そうです。

今の時期、トヤが凄く隣家に⽻根が⾶んでいかないよう、毎⽇の糞掃除に今まで以上に時間がか
かっております。

編集  削除

Re: 台⾵が去って・・。

hat  2014/08/11 (Mon) 05:45:15

沼南⾼柳さん、おはようございます。

猫、・・本当に困りますね。

野良ネコは、やはり・・・広〜い⼭にでも離してやるのが、⼀番ですね。
⼀度来ると・・何度も来て、鳩が怖がりますから・・・。

トヤも⼤変です。



当舎も今、種も選⼿も鳩舎の隅は⽻根で⼀杯です。

前は・・・⾓に⽻根補修器(ダンホ-ル等の簡単なもの・・)をつけたりしていましたが・・今は、
消毒液で濡らしたりして・・⼀⽣懸命掃除しています。

網にひっ付いた⼩さな⽻根は、時々バ-ナで焼いて除去しています。

この時期・・暑いし・・⼤変ですが、お互い頑張りましょう。

編集  削除

投薬終了

⻤剣舞  2014/08/05 (Tue) 10:25:34

こんにちは。皆さん訓練始まったようですね。当舎は先週の⽇曜⽇のガンガン照りの中ワクチンと鳩痘
接種をやっと終えた処ですww 今年は3鳩舎で350⽻位で昨年よりは少なめの⽻数ですが、お疲れム
ードです(笑)。連盟合同訓練が9/7ですので⼀カ⽉で何回実施できるやらww 夏休を利⽤して訓練に
でも⾛りますかぁww
最近ネットオークションを⾒てたら鳩飼育を断念する⽅が多いようで・・・年齢的なものとか、⾊々あ
るのでしょうね??? これはと思われる⻑距離の鳩を何⽻か⼊れてみましたが1⽻でも⾶び出せばラッ
キーかも知れません(謎)。⾃分でも何年レースが出来るかは不明ですが趣味の世界ですから最後まで⾛
ってみようと思ってます。来春は浜名湖さんから助っ⼈として⼊って来る予定ですので関東三⼤レース
にも⼒を注いでみます、責任重⼤(笑)。勿論、中距離も⼤好きなのでガンガン⾏く予定!! ⻑距離は⾯
⽩いが疲れが倍増するのは必⾄ですなぁ!!

返信  編集  削除

Re: 投薬終了

hat  2014/08/05 (Tue) 13:54:04

⻤剣舞さん、こんにちは。

こちらは・・台⾵の影響で、訓練できません。

この期間を利⽤して、2回⽬の鳩痘ワクチンをうてばよかったのですが・・・、天気の読みが外れ
て・・急に計画を変えられない年寄りの融通なさ・・・が、災いして、・・・そうこうする内に1
1号まで来そうで・・・これは、真剣に計画の練り直しです。

関東三⼤⻑距離レ-スで、頑張られることを、期待しています。
こちらも、グランドとかCHに安定して良い成績を出せる⻑距離バ-ドを、いろいろ模索して頑張
っています。

でも・・・今年も思うようにはいきませんでした。

はやく・・⾃信の持てる鳩づくりが、できるといいんですが・・・。

こちらも最近、体が思うようには動かず、何時まで鳩飼育ができるか???・・・でも、趣味ですか
ら、・・ダメになったらやめることができるので、・・・その時まで、余り考えずに頑張ろうと
思っています。



編集  削除

Re: 投薬終了

yamajii  2014/08/05 (Tue) 20:26:53

⻤剣舞さん、ｈａｔさん、こんばんは。

皆さん訓練が始まっているようですが、当⽅はお盆過ぎからの予定です。

⻤剣舞さん、ほんとに⻑距離は疲れますね。
途中で上げ過ぎないように最新の注意を払って、成績には⽬を瞑って⻑距離に参加。

結果が良ければ疲れも吹き⾶びますが、悪いときはどっと疲れが来て、３倍も疲れます。

簡単なシーズンもあれば、超難儀なシーズンもあって、ほんとに難しいです。

楽しみな筋を⼊れられて、来シーズンからの楽しみを増やしていること、羨ましいです。

私も、これまでは⻑距離の筋を集めていましたが、今年は少し中距離の筋も⼊れました。
秋から楽しみが増えるように、頑張ります。

⼟曜⽇に２鳩舎で２２０⽻のワクチン予定ですが、注射なので時間もかかります。
少しでも涼しいうちにやります。

ｈａｔさんも、体調管理万全に頑張ってください。
五⼗川で待ってますよ〜〜。

編集  削除

Re: 投薬終了

hamanako  2014/08/05 (Tue) 21:42:24

hatさん ⻤剣舞さん 沼南⾼柳さん yamajiiさん

こんばんは。

hatさん 来春はＧＮ翌⽇帰還で リベンジしてもらいたいですね ５年間 お世話になった 恩
返しで頑張って貰います。

⻤剣舞さん 夢の関東三⼤⻑距離レース記録出来れば 嬉しいですね 楽しみです 宜しくお願
い致します

沼南⾼柳さん

純⽩は⾒ていても癒されますよ ⾶んでくれるといいけど

嬉しさ倍増かな。



yamajiiさん １２００ｋｍ帰還楽しみにしています。

編集  削除

Re: 投薬終了

hat  2014/08/06 (Wed) 13:42:53

yamajiiさん、hamanakoさん、こんにちは。

yamajiiさん、秋は、400kどまりになりました。
したがって、新潟県の巻です。
来春よろしくお願いします。

hamanakoさん、17番・・・5年⽬になりますかぁ〜・・・、楽しみですね。ホント、5年もたて
ば・・いろいろの事があって、それで・・頑張っていることができるなんて、・・・凄いです。

良い成績を残すことが⼀番です、・・が、来年の今頃、無事に、・・元気に・・種鳩⽣活をして
いることが、何より・・だと思います。

シビルさんは、最⾼の管理者ですから、期待⼀杯ですね。

編集  削除

Re: 投薬終了

沼南⾼柳  2014/08/07 (Thu) 20:34:57

hatさん 皆さん こんばんは

レース本番前のこの時期、委託専⾨の私は⼀息付いてのんびり出来るのかと思っておりました
が、皆さんはワクチン接種や訓練・チップリング等と何かと忙しいようですね。

本⽇、つくば国際鳩舎から４⽻委託している鳩の在舎確認のお知らせが届き、早くも１⽻減り在
舎は３⽻になってしまいました。
つくば国際の⻄コースで残るのは、⼤変厳しいものが有ると聞いておりますが、何とか１⽻でも
多く残ってレースを楽しませてくれれば良いのですが・・・・

編集  削除

Re: 投薬終了

hat  2014/08/07 (Thu) 22:46:11

沼南⾼柳さん、こんばんは。

>早くも１⽻減り在舎は３⽻になってしまいました。

初期に1⽻減だけの結果は、まずまずではないのでしょうか・・・これから、安定しますから、ほ
とんど減らないような気がします。



それと・・、つくばは、お知らせが届くのですね・・・、良い取り組みをされていますね・・。

秋700kまで楽しめるといいですね。

編集  削除

今度は、02992が、帰って来た。

hat  2014/08/02 (Sat) 19:36:07

皆さん、こんばんは。

02944が、どこかに・・・⾏ったかと思えば・・・・、本⽇、8か⽉ぶりに、02992が帰ってきまし
た。

この鳩、主翼も、雛から、まだ1枚しか変わっていません・・・、⽻根は、02944より茶けていまし
た。
よほど栄養状態が悪かったのでしょう・・・。

早速、投薬をして様⼦を⾒ます。

期待せずに⾒守ってあげることにします。

鳩も期待されると・・・プレッシャに押しつぶされるのでは・・・なんて、最近・・・よく思います。

返信  編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

沼南⾼柳  2014/08/03 (Sun) 21:05:54

hatさん こんばんは

またまた02944に続いて今度は02992が８ｹ⽉振りの帰還ですか、いかにhat-pop鳩舎の居⼼地が
良いかの証でしょうね。
hat-pop鳩舎の昨年未帰還になったシロもある⽇ひょこり帰って来ると良いのですがね。

編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

hat  2014/08/04 (Mon) 06:37:30

沼南⾼柳さん、おはようございます。

シロですかぁ〜・・・、よく覚えていてくださってありがとうございます。

シロは、たぶん・・・⾼〜い・・空の上に居ていると思います。

⽩系でCHを返すのを⼀つの楽しみとして頑張っていましたが・・・、同じ筋でも・・やはり、⽩
が多く出ると難しかったです。



今は、真っ⽩は、いません。

⼜、何時か、シロも⾶ばせたらいいですね・・。

編集  削除

Re: Re: 今度は、02992が、帰って来た。

浜名湖  2014/08/04 (Mon) 13:30:08

hatさん 沼南⾼柳さんこんにちは。

hatさん⽩で1000kmは皆さん

厳しい結果ですね

若ちゃんからの純⽩ペースも成⻑して来年配合します 

4⽻作出予定しています

地元3⽻ 静岡東1⽻委託して

桜花賞1000km＆900km⽬指して頂きます。

911kmは可能かな︖

楽しみです

編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

hat  2014/08/04 (Mon) 19:57:20

浜名湖さん、こんばんは。

若ちゃんの⽩・・・結果出るといいですね。
でも・・・浜名湖さんは、再来年の春???

若ちゃんが、来春・・シロ(同じ筋で・・)で、お先にCHを帰還すれば、弾みがつくのでしょう
ね。

鳩飼育・・再開間もなくの時・・・、とてもお気に⼊りの鳩が、いてました。

その鳩を"フェバリット"と名をつけて、可愛がっていました。
⽻⾊は、BWPで、⽩が結構⼊っていました。
今もそのような⽻⾊が出ると、その当時の事を懐かしく思います。

今春のエ-スピジョンもBWPでした。

シロ系は、鷹にやられやすいですが・・・、速い鳩が多いので、美しい以外にも魅⼒があります
ね。



浜名湖さん、頑張ってください。

編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

沼南⾼柳  2014/08/05 (Tue) 00:12:14

hatさん hamanakoさん こんばんは

猛禽類の⼼配が⼀切無いので有れば、⽩鳩を⾶ばしたいですね。
舎外で⼤空を⾶んでいる姿を⾒ているだけでも綺麗で絵になりますね。
もし⾃鳩舎で数⽻だけでも舎外が許されるなら、舎外専⽤に純⽩を飼育したいですね。

編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

hat  2014/08/05 (Tue) 13:36:19

沼南⾼柳さん、こんにちは。

⾃鳩舎での舎外・・・何とかできるようになるといいですね。

⼀歩⼀歩・・前進されているようで、今後が楽しみです。

編集  削除

Re: 今度は、02992が、帰って来た。

hat  2014/08/06 (Wed) 13:32:46

すぱむ対策

編集  削除

有難うございました︕

fukawa  Site  2014/08/06 (Wed) 09:19:54

元気にしていますか︖私は⼈⽣がかわりました。
仕事がみつからず、ご飯も買うことができませんでした。
そんなとき、ある⼈を知ってしまったんです。
連絡するだけでよかったんです。
もうどんなに感謝してもしきれません。
⾏動した⼈だけに幸せがやってくることに気がつきました。
よければ、みにいってみてください。

https://web.archive.org/web/20140815112402/http://clisa.perma.jp/


返信  編集  削除

コロとエッグ

hat  2014/07/31 (Thu) 12:12:44

皆さん、こんにちは。

pohcyanさんに、コロとエッグの近況をお届けします。

まずは、コロ・・・、

5⽉20⽇で12歳になりました。

スイカの後始末、⾍⾷いのトウモロコシ(今年も、たくさん⾍⾷いができました。あまりひどいのは、
コロのおやつです。)
を喜んで⾷べてくれます。

とにかく、卑しんボ・・・です。

今⽇も、朝ご飯の後・・・元気に・・何かもっと、欲しい・・・とpopさんにねだっていました。

返信  編集  削除

Re: コロとエッグ

hat  2014/07/31 (Thu) 13:20:50

次は、エッグです。

エッグは、6⽉27⽇で8歳になりました。

彼⼥は、とにかく可愛い⽝です。
そして・・⾃分の⼩屋とか、・・場所に凄く愛着を持っていま
す。

更に・・⾃分の⾷器にも、・・・愛着と⾔うより執着を持ってい
ます。

餌を⾷べた後でも、なかなか返してくれません。
とても・・・優しい彼⼥なのに・・この時ばかりは、⽛を剥いて
怒ります。

そして・・・・、遠くから聞こえてくる宣伝カ－の⾳に反応して、遠吠えをしたり・・・、やた
らと、⽳を掘って⾒たり・・・やはり、⽝なんですね、

そんな彼⼥ですが、・・コロに⽐べ、とても番⽝としての役⽬を果たしてくれます。

とにかく、少しでも周りに変化があると、けたたましく吠えまくります。

とても⼤きく威圧⼒抜群のひ弱なコロ・・・、チビさんだけど、吠えまくるエッグ・・・、
彼と彼⼥で、鳩さん達を守ってくれています。

https://web.archive.org/web/20140815112402/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1406779527.jpg
https://web.archive.org/web/20140815112402/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1406780450.jpg


pohcyanさん・・・、こんな⼆⼈の近況で〜す。

編集  削除

Re: コロとエッグ

沼南⾼柳  2014/07/31 (Thu) 22:28:27

hatさん こんばんは

我が家には１７才・１６才・１０才の３匹の⽝が居りましたが、今⽉の２６⽇に最⻑⽼の雄⽝が
２週間前より⾷欲がなくなり、１７才４ｹ⽉で天命を全うし永眠致しました。
今年の夏は特に暑く、⽼⽝には耐えられなかったようですね。

我が家の⽝達は室内で寝てばかりで、野良猫が鳩⼩屋の周りをうろついて居ようが吠えることも
無く、番⽝になりませんが鳩とはまた違った魅⼒があり⼼を癒されております。

編集  削除

Re: コロとエッグ

pohcyan  2014/08/01 (Fri) 08:03:00

おはようございます。

hatさん、popさん、ありがとうございます。
コロさん、エッグさん、それぞれ2枚も撮って戴けて、ハアハアしている姿は気温が伝わってきま
すよ。
コロさんはもう12歳ですか、⾷欲も旺盛で元気そうで、これからも⻑く元気でいて欲しい、コロ
さんは癒されます。
エッグさんも8歳になったのですね、あい変らず⾷器に執着して、popさんのお気に⼊り⽝、愛く
るしくて、⼤安⼼です。
ロクさんと3頭だてで、良いコンビネーションで⽴派に鳩舎の周囲が守られている、そんな景⾊が
浮かんできます。
hatさん、popさんの⼈⽣の⼤事なパートナー達、この暑さに負けずに乗り越えて、頑張って欲し
いと思います。

私は今朝からもう汗びっしょり、でも汗して⼀⽣懸命やると⽔が凄くおいしくて、⽔のありがた
みを感じます。
hatさん、popさん、皆さん、お互い熱中症にならないためにも適時に⽔分補給して元気に乗切り
ましょう。

沼南⾼柳さん、別れ、それは悲しかったと思います。 ⽝は⼜特別な癒しをくれて、優しくて、
もう表現しきれません。

hatさん、popさん、お忙しい中にもかかわらず、近況写真をありがとうございました。

編集  削除

Re: コロとエッグ



hat  2014/08/01 (Fri) 14:48:50

沼南⾼柳さん、pohcyanさん、こんにちは。

>沼南⾼柳さん・・

3頭いてたんですね。17歳まで元気だったんですかぁ〜・・・、それでは、・・コロもまだまだ
⼤丈夫ですね。

でも、最近、・・・・⼩屋のあるところが、少し段差があって・・・、疲れているときは、上が
るのに苦労しているみたいです。

階段を作ってあげようかとも思いましたが・・・、できるだけ、運動のためそのままがいい・・
とアドバイスされ、そのまま様⼦を⾒ています。

いつも・・思うのですが、・・⽝は、こちらが微笑むと・・微笑みを返してくるのですね・・・
その表情にホッ・・と⼀息つくときがあります。

鳩の番⽝で飼っているのですが・・・、鳩とは違った・・何か安らぐものがありますね。

>pohcyanさん・・・

近況写真・・遅れてゴメンナサイ。ビデォも撮ったりしたのですが、載せきれずに写真にしまし
た。

もう⼀頭のロクは、選⼿⼩屋の番⽝を⾏ってくれてます。
種⼩屋と選⼿⼩屋は500mぐらい離れているので、なかなか三頭⼀緒に顔合わすことがありませ
ん。

その分、⼀頭でいてるロクには、なるべく多く散歩やら・・して、余計に遊んでやっています。

それにしても・・ムシ暑いですね。
まだまだ夏本番、体だけには、気をつけて、お互い頑張りましょう・・。

編集  削除

新城市からの便り・・・。

hat  2014/07/31 (Thu) 13:54:02

皆さん、こんにちは。

本⽇のお昼時、愛知県の新城市の⽅から・・迷いの連絡がありました。

先⽇の⻲⼭からの訓練では、全鳩帰還しているし・・・、誰なんだろうと、・・・???

そして・・リングNOを聞いて・・・なななな・・んと、2軍半の鳩さんで、驚きました。

彼らは、今、舎外したてで、毎⽇毎⽇・・鷹さんに追われています。⼀⽇に、何⽻もいなくなることが
何⽇かありましたが・・・、その後、少しづつ戻ったりして・・の繰り返しでした。

そんな中での⼀⽻です。

ここから・・新城までは、120〜150kぐらいは、あるでしょう
。⼭越えて・・・、そして・・・静岡との境ですから・・、逃げたのは良いが・・・とても。帰れませ



ん。

毎年、舎外で・・⼭を越えて・・逃げてしまい帰れない鳩が居ます。

連絡をしていただけるのは、氷⼭の⼀⾓・・・、きっと、帰れない、・・鷹に被害にあったと思ってい
る鳩さん達が、かなりいるのでしょうね。

今の所、舎外で鷹に追われて事故にあったりして被害にあった鳩さんは、80⽻弱・・・です。

最近、北野さんのHPで⾔われていた3割の被害、・・・何是か、その⾔葉に救われたような、・・・奇
妙な共感を持ったのは、私だけでしょうか???

新城市の⽅・・・有難うございました。

返信  編集  削除

Re: 新城市からの便り・・・。

浜名湖  2014/07/31 (Thu) 20:28:40

hatさん 皆さんこんばんは。

hatさん 浜名湖まで10kmでしたね レースシーズンは三重の鳩が多く迷って来ました。

浜名湖は猛禽類の被害も少なくと90%以上在舎です 秋レース楽しみですね

三重は何時からですか︖

編集  削除

Re: 新城市からの便り・・・。

hat  2014/07/31 (Thu) 21:23:25

浜名湖さん、こんばんは。

三重の秋レ-ス・・・昨年は、10⽉13⽇が200kレ-スでした。
まだ・・・詳しい⽇程は分かりませんが、たぶん、同じような⽇になるかと思います。

猛禽類の被害少なくて、良いですね。

でも・・・猛禽に追われて残った鳩は、たくましく・・強いですよ〜・・、そう思って、頑張っ
ています。

そう思わなくいては、やりきれないですね。

編集  削除

今⽇は、⼭越え・・。



hat  2014/07/29 (Tue) 22:34:14

皆さん、こんばんは。

今⽇は、⼭越え・・・⻲⼭からの訓練に⾏ってきました。

何時もながら・・この訓練は、気を使い・・・緊張します。

1軍、2軍と15分あけて、放しましたが・・・全て、無事に帰還できたようです。

popさんによると、固まって、予測していたより、少し早い⽬の帰還だったようです。

さぁ・・・、これで第⼀関⾨を通過です。

何はともあれ・・・ホッとした⼀⽇でした。

返信  編集  削除

どこに⾏ったか02944・・・???

hat  2014/07/25 (Fri) 13:21:08

皆さん、こんにちは。

先⽇、この掲⽰板で紹介しました"02944"が、⼜、⾏⽅不明・・・・。

投薬後、選⼿鳩⼩屋に戻り・・・、舎外、訓練と・・休む間もなく・・頑張っていましたが・・・、
7/18の舎外で・・、いなくなりました。

その⽇は、鷹の猛攻撃にあい、10⽻ほど鳩が⾏⽅不明・・、ついに02944だけは、夜になっても帰り
ませんでした。

それから・・・1週間・・・ひたすら待ちましたが、本⽇まで帰りません。

何故なんだろう・・・???

鷹にやられたのでしょうか???
でも・・あのたくましくなった⾯構えからは、考えづらいです、

それとも、今の⽣活が嫌になったのでしょうか???

投薬で狭い部屋に閉じ込められたり・・・、やたらと写真を撮られたり・・・・、のびのびとできたと
思ったら、たくさんの雛たちの間で・・・、昔とのギャップを感じたり・・・・、舎外に出ると、しっ
こく鷹に追われたり・・・・、

とにかく1年⾜らずでしたが、・・・放浪していた⾃由な⽣活を思い出したのでしょうか???

⼀⼈でも⽣きていけるよ!!!・・・なんて⾔いながら、どこかに⾏ってしまったような気がします。

鷹にやられてないことを信じることが、唯⼀の慰めかな・・・

でも・・⼜・・思いだしたら、帰ってほしいと思います。

返信  編集  削除



Re: どこに⾏ったか02944・・・???

pohcyan  2014/07/25 (Fri) 21:01:26

こんばんは。
hatさん、popさん、皆さん、暑い⽇々が続きますね。
私は⼣⽅の鳩舎清掃で下着が絞れるぐらい汗をかいてしまいましたが、事前の充分な⽔分補給で
バテずに済みました。

楽しみにしていた期待の星、02944さん、戻らずじまいで、すごく残念です。

＞⼀⼈でも⽣きていけるよ!!!・・・なんて⾔いながら、どこかに⾏ってしまったような気がしま
す。
折⾓、野良でたくましく⽣き延びながら、ここで鷹で失ったと思いたくはありません。
無事に逃げ切って、またhat-pop鳩舎のトラップを潜って欲しい。
レーサーの中には勝負度外視の別の思いのある、癒しを運んでくれる特別な鳩さんが居ても良い
と思ったりします。
hat-pop鳩舎のレース鳩達、またドラマを運んでくれました、どうか、奇跡を呼んで欲しい。

hatさん、popさん、ひき続き応援しています。

編集  削除

Re: どこに⾏ったか02944・・・???

hat  2014/07/25 (Fri) 22:50:59

pohcyanさん、こんばんは。

こちらも、毎⽇・・半端でない汗かいています。
ホント、暑いですね。

>hat-pop鳩舎のレース鳩達、またドラマを運んでくれました、どうか、奇跡を呼んで欲しい。

ホント、鳩飼っていると、毎⽇がドラマです。

楽しくもあり、苦しくもあり・・・、でも、いつも元気でいられるのは、鳩さん達のおかげかも
しれません。

明⽇も、⼜暑いそうです。

popさんと⼆⼈・・・暑い暑い・・と⾔いながら、・・しんどい、しんどい・・・と⾔いなが
ら、頑張って糞かいてきます。

今、鳩さん達、すこぶる良い糞をしていますよ〜・・。

pohcyanさん、何時も有難うございます。
この暑さ、お互い乗り切って、頑張りましょう・・・。
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⻤剣舞  2014/07/29 (Tue) 13:39:17

こんにちは。2944号⾏⽅不明ww 残念無念ですね。以前⽣息してた地に戻ったのかも知れませ
ん、だとすると向こうで猛禽に襲われれば、帰って来る可能性もあるかもしれません。そう思い
ましょう・・・。 以前、⻘森県のある鳩舎に同じ鳩が3度お世話になった事がありました。当舎
から500k離れているのですが、向こうで猛禽に追われると半年振りに帰ってるのですが、レース
に出す度お世話になってましたww 最後は1000k当⽇に⼊ってましたからねww(笑) ひどい時
には、300kのレースでこの1⽻だけ反対⽅向に向いて⻘森まで帰ったのには驚いきました。500k
の往復鳩ww 鳩の能⼒って凄いですね。
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hat  2014/07/29 (Tue) 22:27:35

⻤剣舞さん、こんばんは。

元気にいてくれたら・・・それでいいと思っています。

それにしても、鳩の能⼒ってホント・・凄いですね。

帰巣能⼒だけでなく・・⽇頃の⾏動を⾒ていると、・・凄いなぁ〜・・と思うことが、多だあり
ますね。

例えば・・・餌にしても・・・、今必要なものを、誰が教えたのでないのでしょうけど・・・き
ちっと選んで⾷べているみたいで・・・、⾒ただけで、成分も分かるのかなぁ〜・・・なんて、
思うことが、よくあります。

それと・・関連事ですが・・、鳩って、ホント、⻑〜い⾆で餌を味⾒してから、⾷べるのでしょ
うか???

形の悪い餌や・・変⾊した餌は、はねて⾷べてないですね。

鳩って・・本当に魅⼒的な動物ですね。

これからも・・⼜、いろいろの感動を与えてくれそうです。
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