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200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

hat  2014/10/08 (Wed) 22:45:31

皆さん、こんばんは。

今審査から帰ってきました。

今⽇は、⼀⽇中、鳩⼩屋です。
放鳩時間が、9時半と遅くなり・・・家に帰れませ〜ん。

鳩さん達は、なかなか帰ってこず、⻑〜い⼀⽇でした。
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⼀番⼿は、12時58分41秒で3⽻纏まって帰ってきました。
分速は、1161.086m/minで遅〜い帰還でした。

それでも連合会では、1,2,3位でしたが・・・当⽇帰還率が悪い。連合会で64%ですが、当舎は34/65
⽻の52%です。

ガックリです。

でも・・救いは、4時台に4⽻、5時台に2⽻帰り・・明⽇の帰還
が望めそうな・・・そんな状況でした。

今⽇は、ツバメが鳩に⾒えたり・・挙句の果てには、トンボまでもが鳩に⾒えてきましたぁ〜・・ホン
ト、疲れた⼀⽇でした。

返信  編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

沼南⾼柳  2014/10/08 (Wed) 23:57:15

hatさん こんばんは

hatさんのところも２００Kレースは厳しい展開になったと⾔えど連合会１・２・３独占、おめで
とう御座います。
未帰還鳩も明⽇は天気も良いでしょうから、早朝にはhatさんが鳩舎に来るのを⾸を⻑くして待っ
ていると思いますよ。

今⽇、つくば国際では平塚１００Ｋ訓練が実施され３⽻とも無事帰還してくれました。
次回は１６⽇に⼩⽥原１３０Ｋ訓練が予定されております。

編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

pohcyan  2014/10/09 (Thu) 07:03:39

おはようございます。

hatさん、popさん、あ〜〜、よかったですね。

＞今⽇は、ツバメが鳩に⾒えたり・・挙句の果てには、トンボまでもが鳩に⾒えてきましたぁ
〜・・ホント、疲れた⼀⽇でした。 

鳩さんの帰りを⼼底待つ⼼境が、この⼀⾔で凄くつたわりました。 

hatさん、popさん、鳩さん、先ずは、疲労回復に精を出していただきたいです。

おめでとうございます、本当にお疲れさまでした。

編集  削除



Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

⻤剣舞  2014/10/09 (Thu) 08:54:37

おはようございます。1~3位おめでとうございます。幸先の良いスタートができているようでな
によりです。帰還率は今⼀のようですがhatさんだけでなく連合会全体がそのようですので仕⽅な
しですね。
遅く帰還した鳩には⼗分なケアが必要ですので焦らず進んで下さい。
ゲロは関東中⼼に拡⼤してますが、⻄⽅⾯は静岡辺りまで拡散ww 北⽅⾯は岩⼿まで拡散してい
るようです。迷い鳩が⼊った時は即隔離して様⼦を観察をする事です。

編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

おなが  Site  2014/10/09 (Thu) 18:17:29

みなさんこんばんは。

hatさん1・2・3位おめでとうございます。
好調なスタートですね。後の鳩さんもhat-pop系ですから帰って来ることでしょう。

⻤剣舞さん、先⽇は昨年の記事とは知らずに書き込みました。
ところで、フィネーケ5000の⾎筋はどうでしたか︖
九州では、⼀昨年でしたか︖Rg500kで総合優勝が出てました。
話を聞くともの凄く切れの良い⾶びで抜けて来るスピードを持つ⾎が流れていると聞いていま
す。

私の所はきのう100ｋでした。帰るのは帰ったのですが相変らず番外でした。

編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

hat  2014/10/09 (Thu) 18:43:24

沼南⾼柳さん、pohcyanさん、⻤剣舞さん、おながさん、こんばんは。

ホント、昨⽇は、疲れましたぁ〜・・・、帰還率は、悪かったけれど、連合会といえ1,2,3ですか
ら、うれしいです。
皆さん、有難うございます。

さて・・、今⽇の翌⽇帰還ですが・・・・、

昨夜の審査の帰り道・・・なぜか⾬が降ってきて・・・、

おかしい・・・確か3⽇間晴れの予報で、今回は翌⽇があると、安⼼していたのですが・・・、

狐につままれたような気分で、家に着いて、天気予報を⾒ると・・・成程、予報変わっていま
す。

そんなこんなで・・絶望的な朝を迎えました。

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


でも・・・、鳩舎に⾏くと、・・・すでに3⽻居てました。加太⼭で待機していた鳩さん達です
ね。

そして・・午前中にポツリポツリと6⽻・・・計9⽻帰ってきました。

絶望的な気持ちから、少しホッ・・としました。

今⽇は、⼭向こうも⾬・・こちらも、⾬が降ったりやんだりですから・・・最後の⼭越え・・加
太⼭周辺にいた鳩さん達かもしれません。

何はともあれ43/65⽻で６６%になりました。

明⽇も帰るといいなぁ〜・・・。

編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

若ちゃん  Site  2014/10/09 (Thu) 18:47:58

hatさん popさん

連合会優勝おめでとうございます︕
さすが、ですねぇ〜〜︕(^o^)

⾊々と忙しくて、なかなか書き込みできなくて
すみません。⽂章を読んでいると、お⼆⼈の
楽しい会話が聞こえてくるような感じがします。(^^)

私は、どぼーーんでしたが、仕事を辞めましたので、
春レースからは頑張りたいと思います。(^^)v

編集  削除

Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

yamajii  2014/10/09 (Thu) 20:38:21

hatさん、こんばんは。

連合会優勝〜３位、流⽯です。
こちらはレース⽇程に苦労して、明⽇３００Ｋ連盟レースになりました。
１００Ｋ２回やっての参加です。２回⽬の１００Ｋは昨⽇でした。

この結果がどうでるか、連合会としても初めてのケースです。
展開次第とは思いますが、最後の菊花賞、Ｒｇレースに繋がる結果になって欲しいです。

台⾵の影響を考えると、翌⽇帰りは期待できないので当⽇勝負です。

ｈａｔさん、次も頑張ってください。
楽しみにしております。

編集  削除

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://ameblo.jp/mw7koro/


Re: 200kレース ⻑〜い⼀⽇・・・。

hat  2014/10/09 (Thu) 21:29:38

若ちゃん、yamajiiさん、こんばんは。

>若ちゃん

お互い、訓練不⾜が、帰還率が悪い結果を⽣み出していると思います。

でも・・・良い鳩をお持ちの⽅は、⽻数も多く、そんなに訓練をしていなくても、とても良い帰
還率(当⽇85%)でした。

考えさせられる結果です。

春レ-スに向け、お互い頑張りましょう・・。

>yamajiiさん

とても・・・興味ある試みですね。

結果、楽しみにしています。

yamajiiさんの場合、とても順調に進めておられますので、たぶん良い結果が、出るに違いないと
思っています。

編集  削除

200k(豊科)レース持ち寄り決定・・。

hat  2014/10/07 (Tue) 13:21:51

皆さん、こんにちは。

今⽇は、持ち寄り・・・もちろん予測していましたから、何時もなら…舎外⽌めです。

でも・・3⽇も舎外⽌めは、少し⼼配で・・・・、近場訓練も考えましたが・・・、今回、舎外を思い
切ってすることにしました。

空は・・抜けるような⻘空・・、嵐明けの晴天、鷹が怖いなぁ・・・、舎外をすると決めてからもまだ
迷っていました。

そして・・舎外。

遠征に勢いよいよく⾶び出していきましたが・・・・、

やはり・・・結果は、鷹に⼊られて、ミチャミチャな舎外になってしまいました。

最初の鳩が、1時間後に・・2⽻で、その後、9⽻・・そして50⽻余りの塊・・その後、バラバラで、
帰ってきて、11時過ぎになっても後4⽻帰ってきません。

⽊曽福島帰還70⽻から、不注意で1⽻、調⼦落ちとみて1⽻、そして、本⽇4⽻・・・64⽻の参加にな



りそうです。

でも・・、合同訓練途中からのストックも含め、春⽤に12⽻ストックできました。

今⽇の4⽻(???)は、たぶん神様が、・・残しておきなさい・・と⾔っておられると考えます。

今年の秋レ-ス・・、厳しそうですが、・・・・何事も、前向きに進めていきたいと思います。

返信  編集  削除

⾄福の時・・

hat  2014/10/03 (Fri) 14:33:44

皆さん、こんにちは。

今⽇の持ち寄りは、流れました。7⽇から天気⾒だそうです。

さてさて・・最近の舎外ですが・・・・、

何時もの様に、popさんが、運動場に追い込み・・・、hatが、外から出舎⼝を開け・・⼀⻫に中から
追い出して・・舎外か始まります。

秋⽤の鳩さん達・・・出舎するやいなや・・今⽇も何時もの様にどこかに⾏ってしまいます。

その間、糞かきです。

40分ぐらい経って・・外に⾏くと、遠征から帰った鳩さん達が、鳩舎から少し離れた⾼〜いところを
⾶んでいます。

そこで・・・サマ-ベットに⾝を任せ・・秘密兵器の笛をくわえて・・・鳩さん達の舎外を⾒るの
が・・・毎⽇の楽しみ・・鳩飼いの⾄福の時です。

今⽇の舎外も・・・、気持ちの良いものでした。

⼩さな塊になったと思ったら・・・次の瞬間⼀直線・・・シャシャシャ・・と今にも聞こえてきそう
な、⼩さな⽻ばたきで⾶んでいます。

その繰り返しを・・・ヨシヨシと頷きながら、今朝も⾒ていました。

そこに・・・ホバリングしている鷹が・・・⼀瞬、緊張が⾛り・・・笛をしっかりくわえ直して準
備・・・でも、鳩群とは、随分と離れています。

そして・・・いつの間にか、どこかに⾏ってしまいました〜・・。
先⽇来、笛の吹きまくりが続きましたが・・、昨⽇と今⽇は、平穏です。

効果があるのかなぁ〜・・・、なんて考えながら時計を⾒ると、1時間を過ぎています。

鳩さん達も、時計を持っているのか・・・、鳩舎の上にやってきました。

すんなりおろして・・・、今朝の秋⽤舎外は終了。
ご苦労様〜・・。

さぁ・・これから、春⽤の舎外です〜・・、まだまだ・・春⽤の⾶びは今⼀で、サマーベットとまでと



はいきません。

30分ぐらいは、旗もっての仁王⽴ち・・・、頑張っています。

返信  編集  削除

Re: ⾄福の時・・

おなが  Site  2014/10/03 (Fri) 19:44:54

hatさんこんばんは。

先ほどの書き込みは失礼しました。⽇付も⾒ずに書いてしまいました。
私も今では鳩三昧の⽇ばかりですので、庭に椅⼦を置いています。
舎外時は何時も⾶び具合を⾒ながらのコーヒータイムです(⼣⽅の舎外時だけですけど)
タカやハヤブサが出ると⽴上り、全体が⾒渡せるところまで移動です。
これが、⽇課であり楽しいひと時です。

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

hat  2014/10/03 (Fri) 20:05:39

おながさん、こんばんは。

椅⼦は、⾸が痛くありませんかぁ〜・・・、寝てみると、とても楽ですよ〜。

でも、コ-ヒ-には、椅⼦が良いかもしれません。

ホント・・良い舎外を⾒たり・・気持ちの良い餌⾷いを⾒ていると、・・・鳩飼いしか味わえな
い "良いひと時" を感じます。

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

沼南⾼柳  2014/10/03 (Fri) 23:17:09

hatさん おながさん こんばんは

明⽇は１⽇前倒しで⽇鳩の本宮２００KとRSLから参加する磯原１００Kレースが開催予定です
が、何⽅も明⽇は出勤⽇の為、残念ながらレース観戦に⾏くことが出来ません。
幸先の良いスタートが切れれば良いのですが、いずれにせよレース結果が楽しみです。

編集  削除

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


Re: ⾄福の時・・

hat  2014/10/04 (Sat) 06:37:47

沼南⾼柳さん、おはようございます。

今⽇は、2つもレ-スがあるのですかぁ〜・・楽しみ楽しみですね。

今⽇の天気は、まずまずいいですから、好結果を期待してください。

こちらは、7⽇からの天気⾒に変更になり・・・楽しみは、しばし、おあづけです。

⽇、⽉は、台⾵18号が⼼配だし・・・19号も発⽣とのこと、・・これからのレ-ス⽇程にいろい
ろ影響がありそうです。

秋レ-ス、お互い、⽬⼀杯楽しみましょう・・・。

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

沼南⾼柳  2014/10/05 (Sun) 10:05:50

hatさん 皆さん お早う御座います。

昨⽇、実施されたＲＳＬから参加した磯原１００Kレースは全鳩帰還しましたが、⽇鳩の本宮２０
０Kレースの⽅は５割の帰還率となってしまいました。
どの鳩舎でも６割前後と帰還率が悪く、⽇鳩の本宮２００Kレースは昨年も３割前後の帰還率であ
り、⽇鳩にとって本宮２００Kはどうも⻤⾨のようです。
オープンレースでいきなり⼤打撃を受けるのは⾟いですね。
今⽇も朝から台⾵の影響で⾬が降っており、残念ですが今後の帰還は難しいようですね。

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

hat  2014/10/05 (Sun) 13:38:19

沼南⾼柳さん、こんにちは。

全国的に、・・200kと⾔えども・・・最近は、低帰還率のレ-スを、よく⾒受けます。

何故なんでしょう・・。

猛禽・・地殻変動及び不安定な気象状況・・宇宙天気・・等々、いろいろありそうです
が、・・・

それでも・・帰って来る鳩が居ているから厄介です。

当舎でも・・、そんな時、いつも悩んでしまいます。
でも・・・、帰って来る鳩を延ばしていくしか⽅法が・・・ないのでしょうね。



こちらも・・もうすぐ200kレ-スです。

今秋の訓練不⾜もあって・・・、今秋は、帰って来るか⼼配です。

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

⻤剣舞  2014/10/06 (Mon) 11:51:07

皆さんこんにちは。昨年の書き込みが何故か出ていて、おながさんが間違った書き込みもしょう
がないですよね(笑)。今年は委託には参加せず…ww 昨年⼋郷国際に委託した鳩は、何とか国際親
善500kでシングルに来ましたが来年は伊賀と⼋郷にお願いする予定でいます(笑) 特に伊賀には
⾼度で⾶べて⼭越え出来る鳩をと思っておりますが・・・。昨年導⼊した⻑距離系を今季、本線
⽅⾯から訓練やレースで試してますが、いずれも1番機で帰還してますから⾼度をとれる鳩だと感
⼼して⾒てます(笑)。先⽇の200kでも3400⽻余りの参加でも分速1517mでシングルですので来
春の⻑距離が楽しみです。只今ゲロッパで300k中⽌ですが・・・(泣) ツキがなーーーーぃ!!

編集  削除

Re: ⾄福の時・・

hat  2014/10/06 (Mon) 13:20:10

⻤剣舞さん、こんにちは。

18号台⾵・・・そちらへの影響いかがでしたでしょうか???

こちらは、⼼配していた割には、ひどくなく過ぎていきました。

>特に伊賀には⾼度で⾶べて⼭越え出来る鳩をと思っておりますが・・・

こちらの地区の鳩、・・⾼度が取れる鳩が有利と⾔うのは、ホント納得します。

さすがです。

分析されての準備・・・ホント、凄いですね。

そして・・・⻑距離系にも関わらず、すでに、200kで、素晴らしい成績ですから、今後が、楽し
みですね。

ゲロで⼤変ですが、何とかRGに間に合うことを祈っています。

編集  削除

ちょっとした不注意が…

hat  2014/10/05 (Sun) 18:38:10



皆さん、こんばんは。

何年と続けている毎⽇の糞かき・・・、そこに落とし⽳がありました。

ちょっと⼤きめの糞かきを使⽤していた時の事でした。

糞をかいた後、その糞かきを⽴て掛け・・次に箒で糞を集めて・・・と⾔う具合に掃除をしています
が・・・、ちょっと⼤きめの糞かきを⽴て掛けた時、・・・糞かきが、倒れました。

そして、鳩さんの⾜に当たったようです。

⼤したことないわ・・なんてタカを括っていましたが・・・何と重症です。

少し経ったら関節が、⻘づみ・・⽚⾜が上がりません。

ビックリして、隔離・・5⽇経ちますが・・まだ⽚⾜をあげたままです。

秋の選⼿鳩でしたが・・・、もう秋は無理、じっくり治してあげるほかありません。

私の不注意で、レ-スまじかの選⼿鳩に可哀そうなことをしてしまいました。

やはり・・・、年を取って、なかなか思うように体が動かない最近の失敗ですから・・・簡単には、考
えられません。

これから・・この種の失敗が増えるのでは・・・と、・・体や脳を活性化するには・・・なんて、真剣
に考え込んでいます。

返信  編集  削除

⼋郷国際へ搬⼊

⻤剣舞  2013/05/23 (Thu) 09:21:49

hatさん、皆さんおはようございます。
昨⽇は午後から野暮⽤があり⼀⽇有休を取り仏滅の⽇でしたが、⼋郷国際に2⽻搬⼊して来ました。こ
の鳩達は遠⽅の知り合いから委託⽤として頼まれていた鳩達ですが、タカの餌になるのはもったいない
のですが・・・ww 万が⼀上位に来たときには50%50%で⼿を打ちました(笑)。 当⽅⽤は来週辺
りに搬⼊予定をしています。⼩ぶりのﾄﾞｽ灰(ペンシル?)でメスのようです(レディーガガ全弟×フェル
ホールト・ﾌｨﾈｰｹ5000ﾗｲﾝ)。今年全ての委託鳩はコープマンの⾎を⼊れてみました。残ってほしいーー
ー!! 残れば、まぁ〜あとは時の運ですなぁ♪^^ ⼋郷国際は、今年4000⽻越える委託があるようで
す。仏滅以上に悪い⽇はないでしょう(謎)。

返信  編集  削除

Re: ⼋郷国際へ搬⼊

浜名湖  2013/05/23 (Thu) 12:36:00

ｈａｔさん ⻤剣舞さん こんにちは

⼋郷委託 対戦楽しみです ４⽉１５⽇６⽻末に２⽻委託しました

１５⽇に委託した６⽻は舎外始めているそうです



⽬標はチャンピオン参加です

雛の出来はよかったから 楽しみです。

編集  削除

Re: ⼋郷国際へ搬⼊

hat  2013/05/23 (Thu) 20:09:01

⻤剣舞さん、hamanakoさん、こんばんは。

⼋郷に委託ですか〜・・・⻤剣舞さんは、伊賀に、今年、委託されないのですか?

私は、3⽻委託しましたが、⾃信ありません。

委託のポイントが、最近よくわからず、"神頼み"、で、みなさんのお客様の様ですね。

コ－プマンの⾎を⼊れる・・・・そうですね・・・委託の⽬的を明確にして、⾏うことが、とて
も重要で、・・・・なんとなく、委託してしまった・・・⾃分が・・今、情けないです。

⻤剣舞さんや、hamanakoさんの鳩さん達が、活躍して、掲⽰板に書き込みしていただけること
楽しみにしています。

編集  削除

Re: ⼋郷国際へ搬⼊

沼南⾼柳  2013/05/23 (Thu) 23:10:25

hatさん ⻤剣舞さん hamanakoさん こんばんは

皆さん国際鳩舎に委託されているんですね。
皆様の国際委託鳩舎での活躍楽しみにしております。
私も３０００⽻以上が参加する国際委託鳩舎に興味は有るのですが、国際委託鳩舎での在舎率を
考えると、ちょっと⼆の⾜を踏んでしまっております。
⼜、私は⽇鳩所属ですので参加するとしたら、つくば国際委託鳩舎になりますが、⼋郷や伊賀と
同様に猛禽類の被害が多いとも聞いており、なかなか踏み切れない理由の１つでも有ります。
しかし、関東でのレースは鳩協・⽇鳩共、北コースが設定されておりますが、つくば国際の場合
は⻄コースであり、いずれ参加したいとは思っております。

編集  削除

Re: ⼋郷国際へ搬⼊

おなが  Site  2014/10/03 (Fri) 17:43:55

hatさん ⻤剣舞さん hamanakoさん 沼南⾼柳 こんばんは。

⻤剣舞さん、ﾌｨﾈｰｹ5000ﾗｲﾝが⼊っているのであれば⾯⽩いのでは︖

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


残ってくれればﾌｨﾈｰｹ5000の⾎が切れの良い⾶びをしてくれるのでは︖
応援してますよ・・・・・頑張ってほしいですね。

編集  削除

Re: ⼋郷国際へ搬⼊

hat  2014/10/03 (Fri) 18:45:34

おながさん、こんばんは。

⻤剣舞さんのカキコミは、去年の事ですよ〜・・。
したがって、今春に結果が出ているはずです。

⻤剣舞さんの⼋幡での⼤活躍・・・確か、知⼈名で出ていましたよ。

注⽬されている件は、⼜・・⻤剣舞さんに電話でもして、たしかめられたら・・と思います。

編集  削除

フライパンから笛に・・・

hat  2014/09/30 (Tue) 13:36:20

皆さん、こんにちは。

今⽇も、鳩さん達・・春⽤も、秋⽤も・・元気に舎外しています。
川辺の後帰りも、本⽇ありましたぁ〜・・。

鷹さんも・・相変わらず出ています。

そして・・最近は、カミヤさん仕込みの秘密兵器を使⽤しています。

以前は、フライパンをガンガン慣らしていましたが・・・今は、空に向かって、笛(バレ－ボ－ル⽤)を
ピィ－、ピィ－・・吹いています。

カミヤさんは、何本も笛を買って試したそうです。(頭が下がりま〜す。)
そして・・とっておきのボルテン、への字タイプにしたそうです。

この⾳・・・なぜか・・ロクが盛んに吠えます。
⾼い⾳に、敏感なのかもしれません。

そして・・・鷹さんへの効果のほどは・・・・、

⾳への素早いレスポンスは、⾒受けられませんが・・・、なぜか、鷹さん、どこかに⾏くよう
な・・・???

なぜか、嫌がっているような・・・???

そんな気がしますが、まだ明確に、効果は確認できません。

でも・・・フライパンより、素早く対応ができるし・・、軽いし・・・⾸にかけていて、来たら・・吹
くだけですから・・・、ホント⼿軽です。



ただ・・・、街中の鳩舎さん向きでは、ないかもしれません・・・とにかくやかましい!!

そんな新兵器、しばらく使ってみます。

皆さんも、試してみたら・・いかがですかぁ〜・・、効果の確認を、皆でできたらいいですね。

返信  編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

FUJITA  2014/09/30 (Tue) 16:49:17

hatさん、情報ありがとうございます。
さっそく近所のスポーツ店へ⾏きました〜
若い店員のおねえさんが、プッと吹き出しました。
ボルテンじゃなく、モルテン (molten)でした〜

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

hat  2014/09/30 (Tue) 18:57:40

FUJITAさん、こんばんは。

ゴメンナサイ!! 
仰る通り、Molten(モルテン)でしたぁ〜・・。

私は、通信販売で買いました。

特徴は・・・

① くえやすい。
② こわれにくい。
③ ⼿⾸に固定しやすいロ-プ

とありましたが・・③は、⾸にかけやすい・・ですね。

⼜、効果のほどを・・教えてくださればうれしいです。

お互い、憎き鷹に向かってピィ-、ピィ-と吹きましょう・・。

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

hat  2014/10/01 (Wed) 13:28:15

皆さん、こんにちは。

どんな笛???

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1412137696.jpg


私が買った笛の写真を載せます。

ひょつとして・・・カミヤさんのとは、少し違うかもしれませんが・・??

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

pohcyan  2014/10/01 (Wed) 20:26:43

こんばんは。

hatさん、popさん、皆さん、

ぐっと涼しくなって、汗だくだった糞カキ掃除から、少しだけ開放されてきましたね。

笛は⾊々な⾯で便利なんですね、私も魔法の笛が欲しくなってきました。
ムキになって吹きすぎて、クラクラして倒れない様にせねばなりません。

hatさん、popさん、引き続き応援しております。

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

hat  2014/10/01 (Wed) 22:04:39

pohcyanさん、こんばんは。

ホント、朝晩は、随分涼しくなってきましたね。

なかなか⾶んでくれなかった春⽤鳩さん達も、良く⾶んでくれるようになってきました。

この笛、結構、⼒いりますよ〜・・・

popさん⽤にも買ったのですが、・・・私が吹いてみて・・・⼀⼈で吹くことにしました
〜・・、仰るように、popさんクラクラして倒れられると困りますから・・。

秋レ-ス間もなく始まります。

popさんと⼀⽣懸命頑張りますので、応援宜しくです。

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

⻤剣舞  2014/10/02 (Thu) 08:51:08

バレーボール⽤の警笛写真アップありがとうございます。昨⽇警笛の話をしていたら職員がこの
笛使ってみてくださいと私のところに持ってきてくれました。これは災害現場で使⽤する周波数
が⾼い⾳がでる笛でした。アルミ製の円筒形で⻑さが約5cm程度のもの、効果がなければバレー



ボール⽤を購⼊します(笑)。

ゲロゲロついに出ましたww(泣)回りの鳩舎舎外してませんww蔓延した様⼦ですww 様⼦みて3
00kをジャンプして400kに⾏くか思案中ww 秋レース中⽌も視野にいれてますww 無理して落
としたら春レースできませんから・・・。参った!!

編集  削除

Re: フライパンから笛に・・・

hat  2014/10/02 (Thu) 18:34:13

⻤剣舞さん、こんばんは。

>アルミ製の円筒形で⻑さが約5cm程度

何となく、良さそうに感じます。
⾼い⾳が良いのでしょうね?? 災害⽤ですから、きっと効果有でしょう・・・。⼜、効果のほど
を教えてください。

ゲロ・・・⼤変ですね。当舎は、今の所、全く気配なしです。
次の200kレ-ス後が、⼼配です。

明⽇は、200kの天気⾒です。
明⽇の持ち寄りは、どうなるのでしょう???

前後の天気やら、御嶽⼭やら、台⾵18号の事を考えると・・・、⾮常に微妙です。

編集  削除

200kレース

⻤剣舞  2014/09/29 (Mon) 15:37:59

昨⽇、200kレース実施。現地(福島県国⾒)モヤの発⽣のため、8:30放鳩ww連合会参加1600⽻連盟3
200⽻・・・優勝分速1532m またまた⼤集団の帰還かと思われたが、何所の鳩舎もバラバラ帰還w
w 当舎では6位8位・・・上位14⽻⼊賞、連盟全体でも連合会上位120位までは、このままの成績
(笑)。帰還率連合会では82%(悪い連合会では50%) 当舎98% 1⽻残しに帰還・・・今のところ好
調の波が続いいるようです。ゲロゲロが連盟内でも多く出ているようで、いつ発症しても不思議ではな
い状況のようですww 次回からはどうなることならww(謎)

返信  編集  削除

Re: 200kレース

hat  2014/09/29 (Mon) 21:57:16

⻤剣舞さん、こんばんは。

好調でなりよりです。



やはり・・・関東では、今年もゲロゲロが出ているのですか?
こちらは、今の所、あまり聞きません。

それよりも御嶽⼭の噴⽕がとても気になっています。

東海、三重は、通り道になっているからです。
あの⽇⾏われた東海のレ-スでは、何時もより帰還率が悪かったようでした。

⽔蒸気爆発との事、地殻変動も少なさそうで、今後のレースへの影響は、思ったほど⼼配せずに
済むかもしれません。

しかしながら・・あの噴⽕を⾒ていると・・・鳩レ-スどころではなく、とても恐ろしくなりまし
た。

被害にあわれた⽅も多く、被害にあわれた⽅々には、⼼からお悔やみ申し上げます。

本当に、豪⾬やら・・⾃然災害の厳しい年になりました。

今は、何よりも無事に秋レ-スが終わってくれることを願っています。

編集  削除

Re: 200kレース

沼南⾼柳  2014/09/30 (Tue) 09:14:17

⻤剣舞さん・hatさん お早う御座います。

⻤剣舞さん、好調なスタートを切ることが出来良かったですね。
今年も活躍楽しみにしております。

hatさん、これから始まるレースに御嶽⼭の噴⽕が⼤きな影響をおよぼさなければ良いのですが、
⼤事な時期だけに気がかりでしょうが、影響が最⼩限で有ることを願っております。

編集  削除

Re: 200kレース

おなが  Site  2014/09/30 (Tue) 12:12:01

⻤剣舞さん hatさん 沼南⾼柳さん こんにちは。。

⻤剣舞さん、好調な⽴ち上がりでなによりです。
またTelでもさせて頂きます。

hatさん、御嶽⼭はコース上になるのですか︖
御嶽⼭の⽕⼭灰は気になりますね。結構広範囲に広がっているでしょうから。
hatさんの鳩さん達はしっかり訓練で鍛われてますから、⼤丈夫ですよ。

皆さんの朗報お待ちしてます。

編集  削除

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


⽊曽福島(190k)合同訓練

hat  2014/09/23 (Tue) 06:17:36

皆さん、おはようございます。

昨⽇、持ち寄りに⾏ってきました。

持ち寄り後、鳩談義・・・家に帰ったら、⽇付が変わろうとしていました。

鳩の話は、尽きませんね。

さて、今回は、南濃の訓練後、・・・川辺訓練の後帰り、若1⽻、経験鳩1⽻帰って、全体では、秋⽤
鳩102⽻になりましたが・・・昨⽇の朝、鷹害1⽻、・・・経験鳩の♂3⽻、若2⽻を春⽤に回すことに
し・・・、

⽊曽福島には、96⽻参加しましたぁ〜・・・。

加⼦⺟をジャンブした影響が、どう出るか???
興味のあるところですが・・・どうでしょう・・・???

頑張ってほしいです。

返信  編集  削除

Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練 途中結果

hat  2014/09/23 (Tue) 11:40:58

皆さん、こんにちは。

参りましたぁ〜・・。

7時放鳩・・・。うぅぅぅ-ん少し遅いなぁ・・モヤかな???

鳩さん⼀番⼿Gは、9時26分です。・・・速い1300m/min以上は出ているかな??

そして・・次々帰って、10時9分までに64/96⽻・・・、今⽇は帰還良さそうだ!!・・・なんて思
っていたら、その後、全く来ない。

待てども・・待てども・・来ない!!

11時前に、⾟抱しきれず、家に帰ってきました。

変な帰り⽅です。

川辺の時も、昼から全く帰らず・・・今回も、とても嫌な予感がします。

⼣⽅・・どれだけ来るかが、今回の結果を左右しそうです。
明⽇からは天気落ちだし・・・・・。

⼼配です。



編集  削除

Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練

hat  2014/09/23 (Tue) 19:01:23

皆さん、こんばんは。

⼣⽅、鳩舎に⾏ったら、6⽻帰っていました。
ようやく70/96⽻・・約73%の当⽇帰還になりました。

何時もの⽊曽福島にしては帰還悪いですが、・・・加⼦⺟をジャンプしたこと考えれば・・・ま
ずまずです。

やはり帰れないのは、⽣まれの遅い鳩に集中していますので・・やはり今年の訓練不⾜が、影響
しているのでしょう・・。

でも・・・、昨年、今年と、2年続けて若鳩50⽻以上200kレ-ス参加は、達成しそうです。

欲を⾔えばきりがありません。
まずは、胸なでおろしています。

明⽇から・・天気悪そうですが・・・

何とか・・・もう少し帰ってくれればうれしいですね。

編集  削除

Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練

hat  2014/09/24 (Wed) 18:59:38

こんばんは。

今⽇は、こちらは、まずまずの天気でしたが・・・⼭向こうの天気が、悪かったようです。

鈴⿅、四⽇市は、朝から⾬だったそうです。

これでは、・・・・帰還は、無理ですね。
明⽇も⾬・・・可愛そうですが、もう帰れないでしょう・・。

今⽇、天⻯村の⽅から電話がありました。
道路で鳩が横たわっていたそうです。

きっと、弱って・・・ヨタヨタ歩いていたのでしょう。

とにかく・・静岡⽅⾯に⾏ったら・・可愛そうですが、鳩さん帰れません。

残念です。

編集  削除



連合会150kオープン

⻤剣舞  2014/09/24 (Wed) 09:21:00

おはようございます。昨⽇は晴天の中本線中通りからの150kオープンレースが⾏われました。無⾵と
も思われる中でしたが分速1500m台の展開。連合会参加1700⽻、連盟で3700⽻、帰還率93%、当舎
の帰還率98%(笑) 連合会レースですが当連合会の圧勝の様⼦です。1分間の中に100⽻以上の混戦で
1周すれば蚊帳の外ww 数百⽻単位の⼤きな塊でドカンと帰還したようです。当舎では12⽻上位に⼊
ってましたww 1番機から30分程度で殆んど揃ってましたので調⼦は悪くない感じですなぁ 300k
からの総合レースが楽しみかな???(謎) PM6時から審査が始まり8時に家に着きグラスを⽚⼿に⼀杯
ww キューンバタンww 疲れたーーー!!

返信  編集  削除

Re: 連合会150kオープン

おなが  Site  2014/09/24 (Wed) 12:01:47

⻤剣舞さん hatさん みなさんおはようございます。

もう、始まったのですね。

＞連合会参加1700⽻、連盟で3700⽻、帰還率93%、当舎の帰還率98%
１２⽻が上位⼊賞ですか︖ さすがですね。それも1500ｍ台のスピードレースで・・・・・・
⼤⽻数の中での勝負いいですね。こちらは連合会が２分されてから、秋は1000⽻強しか出ません
から、羨ましい限りです。

我が連合会は今週が80ｋの合同訓練です。35⽻ほど予定してましたが、
26⽻の参加です。鳩舎内に35⽻ほど残ってますが来春ようにします。

⻤剣舞さん hatさん 今後の朗報まってま〜す。

編集  削除

Re: 連合会150kオープン

hat  2014/09/24 (Wed) 18:51:27

⻤剣舞さん、おながさん、こんばんは。

いよいよ、レ-ス始まったのですね・・。

こちらは、200kが、10/3⽇持ち寄り4⽇放鳩の予定です。
秋レ-スは、始まったと思ったら、すぐ終わりますから・・・、
台⾵がいったら、もう頑張らなくては・・・何て、気合が⼊ってきましたぁ〜・・。

皆さん、お互い頑張りましょう。

編集  削除

https://web.archive.org/web/20141009140805/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


ゲージ配合

hamanako  2014/09/20 (Sat) 15:19:19

hatさん

皆さんこんにちは 秋レースも始まりましたね 週末の天気がイマイチで地元は２３⽇延期でした。

質問です。

個室配合 ＆ ゲージ配合 と⼤部屋配合での作出鳩の成績に違いが有りますか。

個室＆ゲージ配合だと１００％⾎統に間違いはないけど

⼤部屋配合は横乗りも有ります(爆）

本来個室配合が⼀番ですがスペースの有り出来ません

ゲージでは種鳩の健康問題も有り難しいですね

宜しくお願いします。

返信  編集  削除

Re: ゲージ配合

hat  2014/09/20 (Sat) 19:52:48

hamanakoさん、こんばんは。

こちらは、まだ、最後の合同訓練が残っています。
最後の合同は、23⽇ぐらいになるかもしれません。

ご質問の件ですが・・・・

ゲ-ジ配合と⼤部屋配合の成績の違いは、特に感じていません。
ただし・・当舎でのゲ-ジ配合作出で、気をつけているのは、・・・・

1腹、多くても2腹の作出にとどめています。
どうしても欲しい時は、仮⺟を使っての作出となります。

それと、ゲ-ジ2ペア⽤を1ペアで使っていますし、
その他、・・疲れが⾒えてきた場合(⾜がふらつく・・等)多少のロスがあっても、⼤部屋のペア
と、途中で⼊れ替えしたりしています。(配合がえを有効に使えば、案外、効率的ですよ。)

とにかく・・⻑期間のゲ-ジ作出は、できるだけ、避けるようにしています。
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Re: ゲージ配合

yamajii  2014/09/20 (Sat) 20:33:57

ｈａｍａｎａｋｏさん、ｈａｔさん、こんばんは。

ご質問の件ですが、私の処では違いはありません。
ゲージではなく、個室にしていますが３番⼦まで引いても何ともありません。
因みに、個室のサイズは幅が９０センチ、⾼さ８０センチ、奥⾏き７０センチで、幅の半分のと
ころを４０センチの⾼さで２段にしています。
全部が杉材で⼤⼯さんに作ってもらいました。

配合が楽（巣箱をとる争いが無い）です。
お気に⼊りの配合がスムーズにできます。
また、管理も楽です。

気を付ける事は、鉱物飼料等の与え⽅です。

これで１４ペアを決めますが、後は⼤部屋の巣箱で作出です。

こんな所ですが、ペアーを決めるまでが何時も頭痛くしています。
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Re: ゲージ配合

hamanako  2014/09/20 (Sat) 22:11:49

hatさん yamajiiさん こんばんは。

９０ｃｍ四⽅の個室がベストのようですね 杉材が良いけど

コストも有り 低ホルムコンパネで作成します

２⽉〜４⽉の２腹ですから  管理室内で個室配合します 今年は１８０Ｘ９０Ｘ９０個室配合
で２腹⾃腹 ３番仔は ⼤部屋の仮⺟使⽤でした

来春は４ペアを個室配合してみます。
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Re: ゲージ配合

沼南⾼柳  2014/09/20 (Sat) 22:34:23



hamanakoさん hatさん yamajiiさん こんばんは
ご無沙汰しております。

⾃鳩舎での作出初年度である今年の作出失敗を繰り返さない為にも、年末までに極⼩鳩舎（畳１
帖程の⼩屋に４ペア）を作出時のみ４つに仕切り、巣箱の確保及び、他の鳩から邪魔されること
無く安⼼して交尾が出来るように皆さんの書き込みを参考に改造を考えております。
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Re: ゲージ配合

hat  2014/09/21 (Sun) 06:32:21

yamajiiさん、hamanakoさん、沼南⾼柳さん、おはようございます。

yamajiiさんの所のような個室であれば、何の問題もないでしょうね・・。

当舎でも、市販のゲ-ジより、少し⼤きめの⽊材での個室も使っていますが、ゲ-ジよりなぜか鳩
さん達の元気さが違います。

毎年、・・なぜだろうと考えたりしていますが、主因は、分かりません・・・??

床の所為か?? 3⽅の囲み⽅の所為か???

ところで、yamajiiさんの鉱物飼料の与え⽅に気をつけるとは???・・・宜しければ、⼜教えてく
ださい。

来春の配合か???  もうそんな時期なんですね。
鳩飼いは、⼀年中、休まる間がありませんね。
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Re: ゲージ配合

⻤剣舞  2014/09/22 (Mon) 09:46:16

皆さん、おはようございます。
いよいよオープンレース開幕ですね、今年は訓練不⾜の感はありますが、何とかオープンに間に
合った感じです(笑)今夜オープン150k(福島県郡⼭)の持ち寄りで明⽇実施(予定)になりました。

ゲージ＆個別室の配合は計画通りの交配になりますから安⼼して作出が出来るメリットがありま
す。成績はなんの変りもなく総合優勝も出ています。当舎では20ペアはケージで残りは⾃由配合
です(笑)悪い⾒本かもしれませんが・・・ww ⾃由配合の⽋点は近親交配になりやすいのがネッ
クですww でも⾃由配合鳩のペアから総合優勝が出やすい事も事実です。メリットあり(笑)シャ
ンプーのCM???
当舎では1番仔の出来具合を⾒てから何番仔まで素引きするか決めています。本ペアの卵を仮⺟に
抱かせる時、何⽇ズレている卵でも孵化させる簡単な⽅法もあると聞いてますが・・・皆さん何
⽇のズレまで仮⺟に抱かせますか??? 
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Re: ゲージ配合

hat  2014/09/22 (Mon) 11:36:51

⻤剣舞さん、こんにちは。

こちらも、たぶん・・・明⽇の190k合同訓練で、レ-スに⼊っていくと思います。

200kレ-スは10/3⽇持ち寄り4⽇放鳩予定です。

>皆さん何⽇のズレまで仮⺟に抱かせますか???

当舎では、3⽇ズレまで抱かせます。

以前、このHPで、パ-レスさんが、冷蔵庫保存で、何⽇も持たせたとの書き込みがあったかと思い
ます。

冷蔵庫保存(6〜9度C)なら・・・、ホント・・どのぐらいまでもつのでしょうか??? 謎です。
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Re: ゲージ配合

沼南⾼柳  2014/09/22 (Mon) 23:04:12

⻤剣舞さん 皆さん こんばんは

今年の作出時に無精卵だった為、他のペアの４⽇遅れで孵化予定の卵を１卵だけ抱卵させて⾒ま
したが、３⽇遅れの夜までは抱卵して居りましたが、４⽇遅れの朝⾒たら抱卵を放棄しており慌
てて元のペアに抱卵させて、無事孵化させた経験が有ります。
鳩にもよると思いますがhatさんが仰っているように、３⽇以内が良いようにですね。

２年位前にパーレスさんだったか誰だったかは覚えておりませんが、孵化⽇を揃えるため冷蔵庫
で保管して抱卵させる孵化実験結果を報告するとの書き込みが有りましたね。
何⽇間まで冷蔵庫保管が可能か⾮常に興味深く楽しみにしておりましたが、残念ながら結果報告
を⾒落としてしまったようです。
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Re: ゲージ配合

hat  2014/09/23 (Tue) 22:01:18

すぱむ対策
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