
お名前

件名

絵⽂字
絵⽂字
絵⽂字
動画

メッセージ

画像

メールアドレス

ホームページ

アイコン アイコンなし

⽂字⾊

編集/削除パスワード

プレビューする （投稿前に、内容をプレビューして確認できます）

選択されていませんファイルを選択

hat-pop鳩舎のレース鳩掲⽰板
Total:439321

⼀覧（新規投稿） Home ワード検索 使い⽅ 携帯へURLを送る 管理

投 稿  リセット

200kを振り返って

hat  2015/10/08 (Thu) 19:12:50

皆さん、こんばんは。

昨⽇、総合成績が、出ました。

いつもの強豪に交じって、なんと・・ゆたかまるさんが総合9位、10位。

初レ-スでの快挙、よかったですね・・おめでとうございます。
カミヤさんの教えもよかったのでしょうけれど・・ご夫婦でまじめに、素直に、⼀⽣懸命取り組まれ
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た"ご褒美"ですね。

鳩レ－スは、始めが、よいと、後々まで⽴派な成績が出るのが多いと聞いていますので・・・今後がと
ても楽しみですね。

さて・・当舎は、今回の⾵では、蚊帳の外・・・でした。

帰還率も、(当舎としては)予想通りでしたが・・・連合会の仲間に⽐べ・・・1割がた悪い結果でし
た。

でも・・・⽊曽福島、豊科で合わせて、21/88⽻で、76%の帰還率になりましたが・・・加⼦⺟をパ
スしましたので、そこで、⼀般的な7割帰還だったとしたら・・・上出来と⾔えます。

しかしながら、それも・・300kでの結果しだいですが・・・。

今まで、秋レ-スで、若鳩50⽻を200kに出すを⽬標に頑張ってきましたが・・・これで、3年クリヤ－
しました。

でも、まだ課題は、残って居ます。

振り返りますと・・、

① まずは、個⼈訓練で、100⽻以上をクリヤ－(⼭越えを安定して帰すことができた。)、そして、こ
こ3年、帰還率も、12〜15回の個⼈訓練トータルで、95%以上は、軽くクリヤ-しています。

② 合同訓練で、多くを落とさない(加⼦⺟をパスするも、安定してきた。)

けれども・・、ここ2年、新たな壁が、当舎の前に⽴ちはだかっています。

それは・・・、200kの帰還率が、悪くなってきた・・・(春レ-スなら、⽊曽福島を帰れば・・ほぼ帰
ってくるのが通常ですが・・・??)、ことです。

当舎の実距離が242.299km(当舎から、30k〜40k付近で鈴⿅⼭系を越えねばならない)です
が・・・、秋の若鳩にとって、ここに、まだ⾼いハ-ドル(課題)が待ち構えているようです。

来年以降、このハ-ドルを超えるべき改善を・・・今から、いろいろ考えていきたいと思います。

改善に、終わりがないとは・・・鳩飼育でも同じですね。

なには、ともあれ・・・、まずは、200kが、無事終わりました。
次の300k、500k・・、特に500kは、今秋唯⼀の連盟レ-ス、・・頑張りたいですね。

でも・・ここまで来たら、ほぼ秋レ-ス(性能検定)の⽬的の⼀つは、終わりましたので、無理をせ
ず・・・、

⼀⽻⼀⽻のレ-ス参加を、・・・popさんと鳩さんたちと相談しながら・・慎重に決めていきたいと思
います。

返信  編集  削除

200k審査結果

hat  2015/10/04 (Sun) 21:53:10



皆さん、こんばんは。

今、審査から帰ってきました。

当舎は、蚊帳の外・・・73,74、77,79,80位・・と続いて、散々な結果です。⼀番⼿が、1164.809
m/minで、連合会優勝は、1310.691m/minで1300台が、3⽻いてましたから、ずいぶん差がありま
すね。

そして・・・帰還率が、連合会で307/345⽻の88%で、当舎の63/82⽻が⾜を引っ張っていなけれ
ば、軽く9割を超えています。

やはり・・・、加⼦⺟不参加が、ここにきて尾を引いているのかもしれません。

でも・・・当舎の⽬標の7割帰還は、達成で、明⽇少しでも帰れば、よし・・とします。

あとは、9⽇の天気⾒で、300kにつながります。

返信  編集  削除

Re: 200k審査結果

hamanako  2015/10/04 (Sun) 22:08:20

hatさん こんばんは。

連投での３００ｋｍに期待ですね シビルさん３⽻は無事に帰還

して３００ｋｍ参加予定です シビル鳩舎トップ帰還期待していますが

⽢く有りません（爆） 今年は３⽻ですけど珍しく評価も良く

トップ帰還期待しています。 

編集  削除

Re: 200k審査結果

hat  2015/10/04 (Sun) 23:12:53

hamanakoさん、こんばんは。

3⽻・・全鳩帰還よかったですね。

シビルさんの評価がいいとは・・・楽しみですね。
シビルさんは、今回も、とても速かった・・と聞いています。

よい鳩をすごい⾶ばし屋さんが、⾶ばすのですから・・・今後のhamanakoさん委託鳩の活躍
が、期待できますね。

お互い頑張りましょう・・・。

編集  削除



Re: 200k審査結果

沼南⾼柳  2015/10/05 (Mon) 08:26:52

hatさん hamanakoさん お早う御座います。

各地で秋季レース始まりましたね。
今後のレース、吉報楽しみにしております。
お互い愛鳩達に頑張ってもらいましょう。
明⽇、つくば国際では平塚１００Ｋ訓練が予定されております。

編集  削除

Re: 200k審査結果

hat  2015/10/05 (Mon) 21:47:45

沼南⾼柳さん、こんばんは。

明⽇は、つくば国際の100k訓練ですか・・。
よい結果が出るといいですね。

こちらの伊賀国際も、今年は、秋レ-スですから・・・もうすぐだと思います。

委託鳩舎も・・秋レ-スが、もうすぐ始まりそうですね。

お互い⼗分楽しみましょう。

編集  削除

Re: 200k審査結果

沼南⾼柳  2015/10/06 (Tue) 10:38:32

hatさん こんにちは

つくば国際で今⽇実施された平塚１００Ｋ訓練結果は１８１１⽻中２３８位（hamanako鳩舎直
仔）・２９３位・・・と４⽻参加し全鳩無事帰還が確認出来、これで午後からの勤務に⼀安⼼し
て出勤できます。

編集  削除

Re: 200k審査結果

hat  2015/10/06 (Tue) 14:14:44

沼南⾼柳さん、こんにちは。

好成績、よかったですね。

次も頑張ってくれることを祈っています。



編集  削除

200k持ち寄り

hat  2015/10/03 (Sat) 12:30:18

みなさん、こんにちは。

今⽇は、豊科200kレ-スの持ち寄りです。

当舎は、⽊曽福島の合同訓練以降2＋1のお休みで82⽻参加する予定です。

最終の鳩さんチェックでもう少し減るかもしれません。
何はともあれ・・いよいよ秋レ－スの始まりです。

返信  編集  削除

Re: 200k持ち寄り

沼南⾼柳  2015/10/03 (Sat) 16:59:16

hatさん いよいよ秋季レース始まりですね。
楽しみが⼀杯ですね。
当⽅も地元の鳩舎から２００Ｋレースに参加する予定でしたが、鳩舎内にゲロの鳩が出てしまっ
たとの連絡があり、今回は無理をせずにお休みして、２週間後の３００Kからスタート
することになりました。

編集  削除

Re: 200k持ち寄り

hat  2015/10/03 (Sat) 22:48:56

沼南⾼柳さん、こんばんは。

今、持ち寄りから帰ってきました。
82⽻の参加です。

こちらは、ゲロもなく、よかったです。

そちらは・・・⼤変ですが、無理をせず、じっくり⽴て直して頑張ってください。

秋のレースは、何があるかわからないので⼤変ですね。

編集  削除

Re: 200k持ち寄り



若ちゃん  2015/10/04 (Sun) 09:19:12

おはようございます︕

いよいよ始まりましたね。(^o^)

ゆたかまるさんも、他の新⼈さんも
凄く頑張っておられるし、
みなさんの笑顔が⾒たいです。

我が家は帰ってくるかが、⼼配で、、、
只今、胃が痛いです。

編集  削除

Re: 200k持ち寄り

hat  2015/10/04 (Sun) 13:58:17

若ちゃん、こんにちは。

帰りましたかぁ〜・・・???、

今秋、いろいろあって、よく参加にこぎつけましたね。
それだけでも、⽴派ですよ〜。
トラブルがあると・・・なかなか、そのシーズン難しいのが⼀般的ですから・・・ホント、頑張
りましたね。

こちらの・・今⽇のレ－スは、蚊帳の外と予想してましたが・・、この⾵では・・・やっぱり、
その通りになったようです。

10時37分台に４⽻、３⽻、１2⽻と続けてきてましたが・・・でも・・昼ごはんを⾷べに帰って
くるまでに、7割弱の帰還です。

このレース7割が⽬標ですから・・・、まずまずです。

200、300kは、帰れば良しとしましょう・・・。

編集  削除

Re: 200k持ち寄り

若ちゃん  2015/10/04 (Sun) 14:31:24

１⽻ですが、帰りました〜︕

hatさんのところ、遠いのに速いですね︕

編集  削除



⼋郷も残って居たぁ〜・・。

hat  2015/10/01 (Thu) 22:41:10

皆さん、こんばんは。

⼋郷国際2回⽬の在舎発表がありました。
10k訓練後のようです。

今回も、3/3⽻残って居ました。

先⽇の伊賀も3/3だったし・・・、今のところ、みんな頑張っているようです。

いつまで続くか???・・わかりませんが、・・とても楽しみです。

返信  編集  削除

Re: ⼋郷も残って居たぁ〜・・。

沼南⾼柳  2015/10/01 (Thu) 23:29:12

hatさん こんばんは

⼋郷国際・伊賀国際とも全鳩在舎順調のようですね。
同条件での⼤⽻数による委託鳩舎のレースは、個⼈鳩舎から参加する通常のレースとはひと味違
った味わいがありますね。
当⽅は⽇鳩所属の為、つくば国際に５⽻委託して４⽻在舎で１５Ｋ・３０Ｋ・昨⽇の５０Ｋ訓練
の３回終わり、次回６⽇１００Ｋ訓練が予定されております。
昨年達成出来なかった最終の７００Ｋからの帰還⽬指して頑張ってもらいます。

編集  削除

Re: ⼋郷も残って居たぁ〜・・。

hamanako  2015/10/02 (Fri) 00:00:17

hatさん沼南⾼柳さん こんばんは。

⼋郷思っていたより残っていましたね

７⽻委託６⽻在舎 前回と同じでした 個⼈委託で残っている配合が 残っていて楽しみです。

５０ｋｍ越えの訓練から厳しいサバイバルに成ります

来年は最終レース記録できたら嬉しいですね。

三重の２００ｋｍも週末には有りそうですから

楽しみです。

沼南⾼柳さん つくば国際 ＲＳＬも順調で私もも楽しみにしています。



編集  削除

Re: ⼋郷も残って居たぁ〜・・。

⻤剣舞  2015/10/02 (Fri) 11:18:39

ちは〜発表なりましたね。訓練が進むに従って200K帰還まで半分になると予想されますが・・・
猛禽の被害やら病気で状態を崩す鳩もいるものと予想されます。まだ10Kmですので、これから
が正念場ww 是⾮踏ん張って春のレースに参加したいですね。期待してますよ。伊賀は予定通り
レースに突⼊しますかね??? レースに参加できれば御の字ですが・・・発表なる度、⼀喜⼀憂で
す(笑)

編集  削除

Re: ⼋郷も残って居たぁ〜・・。

hat  2015/10/02 (Fri) 21:33:29

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、⻤剣舞さん、こんばんは。

>同条件での⼤⽻数による委託鳩舎のレースは、個⼈鳩舎から参加する通常のレースとはひと味違
った味わいがありますね。

まったくその通りですね・・・。
在舎発表が、とても楽しみで、ひやひやドキドキがいいですね・・宝くじとよく似た期待感もい
いですね。

>三重の２００ｋｍも週末には有りそうですから楽しみです。

今⽇の持ち寄りは、流れました。
たぶん、明⽇には、持ち寄るでしょう・・・。
⽇曜⽇は、200kレ-スが楽しみです。
hamanakoさん作⽩鳩が出るんでしょう???
楽しみですね。

>訓練が進むに従って200K帰還まで半分になると予想されますが・・・

半分ですかぁ〜・・何とか・・残ってほしいですね。

編集  削除

今⽇は、中間訓練

hat  2015/09/29 (Tue) 21:13:57

皆さん、こんばんは。

昨年の200kを振り返ると・・・帰還率よくありません。

9/23⽊曽福島、10/8に200kレ-スでした。



中間訓練もしていません。

今年も9/21⽊曽福島・・そして2週間⾜らずの後、200kの予定です。

そこで・・今年は、中間訓練をすることにしました。

当舎の鳩さんたち、まだまだ⼒不⾜なので・・・鍛えるために、70k訓練にしました。

いつものように3時に家を出て・・・5時過ぎ現地到着、6時10分に放鳩しましたが・・・・、

popさんによると・・・・、帰還模様は・・・・

鳩さんたち、なかなか帰ってこず、いつもより30分遅い1時間30分で2つの集団が来て、まずは、70
⽻程になったたようです。

そのあとパラパラときましたが・・、

あと・・・、10⽻ほどが、なかなかで・・・・、結局、当⽇2⽻帰らず・・・、81/83⽻・・・・帰れ
なかった鳩さんを⾒ると、納得しますが・・・、

でも・・何度も⾏っている放鳩地での思いもよらない結果に微妙な気分です。

どうも・・今⽇の鳩さんたち、執拗なハヤブサの攻撃にあったようです。

仕⽅なしですね。

この訓練、よかったのか・・悪かったのか???・・・今後のレ-ス結果を⾒てみたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 今⽇は、中間訓練

hat  2015/09/30 (Wed) 18:41:08

皆さん、こんばんは。

今朝早く2⽻の未帰還鳩が、帰ってきました。

しかしながら、⼀⽻は、猛禽類につかまれたようです。

掴まれた翼が、痛々しく感じました。

でも・・よく帰ってきたものです。このハトは、春ように回して頑張ってもらいます。

そして・・⼣⽅、鳩舎に⾏くと、9⽇前の⽊曽福島のあと帰りがありました。

この筋・・、こんな帰り⽅がへっちゃらな筋で、200kに参加するか???検討中です。

普通なら、春⽤に回すところですが、たぶん・・・レースに出しても、帰ってくるのではと思っ
ています。

2⽇の天気も良くなってきましたが・・・気圧配置から、やはり3⽇か4⽇の持ち寄りでは・・???
なんて思っていますが、・・それにしても、・・もう間もなくレ-スが始まります。

編集  削除



秋レース スタート

⻤剣舞  2015/09/29 (Tue) 11:45:38

ご無沙汰致しております。天候不順で訓練もままならない中、100Kオープン開幕しました。⽇曜⽇の
⼩⾬の中時間をずらしてワンチャンス放鳩ww 10:20という連絡・・・その時間には餌を買いにお出
かけ中ww 速攻で帰れば帰還⾒られるかも??? 11:30に家路に着いても鳩の姿なし・・・この天候じ
ゃ帰れるわけないかと・・・若鳩にとっては過酷なオープンレースになった予感ww 普通なら100K1
時間前後で帰還するが・・・鳩の姿なし。
雲はどんよりww ⼩⾬がパラパラ 出だしからこんなんじゃ最後には鳩舎空っぽになるww ⼝を開け憎
い雲と⼩⾬を睨みながらいると、いきなり上空に何⽻かの塊が旋回中ww 他鳩舎の鳩も⼀緒か??? こ
の集団じゃダメかも・・・時計を確認すると⾃鳩舎の鳩だけで9⽻纏まって帰還の様⼦、ご近所さんの
鳩舎⽅向を⾒ても鳩の⾶んでる様⼦なしww 後続無しww 10分遅れで次帰還ww これゃー叩かれ
るレースだなと・・・ﾎﾞｿｯ
連合会で1200⽻⾏ってるのに何⽻帰還するかと??? 約68% あちゃーww 若にとっちゃーちときつ
いねぇww 春レースを休んだため、成鳩も参加させてたのが幸いし塊の9⽻の内6⽻が成鳩ww駆け⾜の
結果 5〜13位(笑) 結果的には幸先良いスタートだが、今朝現在、帰還80% 参りました!! 上位に
纏まって⼊ると次のレースは惨敗の予感www 次は10/11楓賞!!

返信  編集  削除

Re: 秋レース スタート

hat  2015/09/29 (Tue) 19:22:21

⻤剣舞さん、こんばんは。

いよいよ秋レ-ス、始まったようですね・・・。

こちらも、10/2持ち寄り、3⽇に200kレ-スが始まります。

天気模様から…10/3⽇持ち寄りになりそうな予感がします。

何はともあれ、いよいよですね。

お互い頑張りましょう・・そして、またいろいろ教えてくださいね。
よろしくです。

編集  削除

Re: 秋レース スタート

沼南⾼柳  2015/09/30 (Wed) 08:56:26

⻤剣舞さん hatさん お早う御座います。

⻤剣舞さん ご無沙汰しております。
先⽇のＲＳＬから参加した１００Ｋオープンレースでは集団での帰還で⼊舎勝負とは⾔え、ＲＳ
Ｌでの序列は２７３⽻中１０位・１５位（⻤剣舞鳩舎直仔）と幸先の良いスタートを切ることが
出来ました。



今⽇のつくば国際５０Ｋ訓練にも⻤剣舞鳩舎直仔が参加しております。
良い報告が出来るよう愛鳩達に頑張ってもらいます。

編集  削除

Re: 秋レース スタート

沼南⾼柳  2015/09/30 (Wed) 09:30:04

今⽇のつくば国際お台場５０Ｋ訓練結果は、４⽻参加で１８４３⽻中４６位・３２２位（⻤剣舞
鳩舎直仔）・４８３位（hamanako鳩舎直仔）・５８７位で⼊舎勝負とは⾔え今後が楽しみな結
果となりました。

編集  削除

Re: 秋レース スタート

hat  2015/09/30 (Wed) 11:51:58

沼南⾼柳さん、こんにちは。

⻤剣舞さん、hamanakoさんの筋ともよく⾶んでいるのてすね。

よかったです。

なかなか・・いきなり⾶びにくいものですが・・・、作出もよかったし、鳩質もよかったのでし
ょう・・。

秋本番、お互い、とにかく頑張って・・、よい結果が残せたらいいですね。

編集  削除

ご無沙汰です。

覗き屋  2015/09/28 (Mon) 19:02:10

hatさん、いよいよ秋が始まり新しい交配群のテストです。
あれやら此れやらと迷った交配、此れと此れならそこそこに…
等々の思いの中で始まる若が主体のレースですね、此奴は帰るって思ったトリがふけ、期待薄のトリが
抜けて来るのも多々有り、
来春に向けて無理は禁物かも︖
秋の優秀鳩が来春には登録が無くなるって事も有りますし…
ベテランの⾶ばし屋hatさんの事です、⼼配は無⽤かも。
とにかく多くを落とさず、そこそこの位置で来春に繋げて下さいませ、応援しています。

返信  編集  削除



Re: ご無沙汰です。

hat  2015/09/28 (Mon) 21:22:01

覗き屋さん、こんばんは。

>来春に向けて無理は禁物かも︖

そうですねぇ〜・・、何かにつけ、無理は禁物、必ずつけが回ってきます。

おっしゃる通り・・・秋は、交配群のテストと春に向けてのトレーニングと位置付けるのがいい
のでしょうね。

とにかく、popさんと・・そして、鳩さんと相談しながらやってみます。

応援ありがとうございます。

編集  削除

Re: ご無沙汰です。

沼南⾼柳  2015/09/29 (Tue) 10:32:39

覗き屋さん・hatさん こんにちは

当⽅も秋季レースが始まり、昨⽇はＲＳＬから参加した磯原１００Ｋレースがあり、５⽻参加し
て全鳩無事帰還してくれました。
⽇鳩でも⾼萩１００Ｋ訓練があり、４⽇の富岡２００Ｋレースからいよいよ秋季レースの始まり
です。
つくば国際では、もう暫く訓練が続きますが明⽇、お台場５０Ｋが予定されており、楽しみが⼀
杯な季節となりました。

編集  削除

Re: ご無沙汰です。

hat  2015/09/29 (Tue) 18:15:43

湘南⾼柳さん、こんばんは。

順調そうでなりよりです。

レ-ス結果の書き込み、今後とも楽しみに待ってます。

お互い頑張りましょう。

編集  削除



どこの脚環

読者  2015/09/25 (Fri) 11:40:27

hatさん今⽇は
いつも読ませて頂き参考にさせて頂いたり、感動したりしています。
お願いですが
⾒慣れない脚環(鳩)が来ました、鳩協、⽇鳩でもありません
J15 YHC ・・・・ ４桁の数字 ⿊⾊でアルファベットと数字が透けて読めます、この脚環、個
⼈︖団体︖、⽻にスタンプ等ありません、顔の広いhatさんですご存じでしたら教えてください。

返信  編集  削除

Re: どこの脚環

hat  2015/09/25 (Fri) 13:57:17

読者さん、こんにちは。

いつも、ご訪問ありがとうございます。

お尋ねの脚管、わかりません。

j15とあるから、⽇本のどこかの団体なんでしょうね。

私が、昔導⼊していたAAAさんも、独⾃の脚管を使⽤しておられましたし、・・・神奈川の団体
さんも、違った脚管を使⽤していたと聞いております。

たぶん・・・、このhpにご訪問の⽅々には、知っておられる⽅もいてると思います。

お分かりになられる⽅よろしくお願いします。

編集  削除

Re: どこの脚環

侍  E-mail  2015/09/26 (Sat) 20:34:34

たぶん、その鳩は、2015年の個⼈環です。 調べれば、わかりますが…

編集  削除

Re: どこの脚環

読者  2015/09/28 (Mon) 01:03:37

わかりました︕
⼭梨県の⽅が数⼈で楽しんでるそうです、会員不⾜の今、⼊会してもらえればいいのですが事情
があるみたいで。
hatさん画⾯をお借りしてありがとうございました、秋のレースで沢⼭残るといいですね、私も秋
につかった⿃の⽅が春に絶対いいと思います、応援しています。

https://web.archive.org/web/20151009044711/mailto:my.self-tk.samurai.k-family-8@docomo.ne.jp


編集  削除

Re: どこの脚環

hat  2015/09/28 (Mon) 18:08:33

侍さん、読者さん、こんばんは。

脚管・・わかってよかったですね。

この⼟⽇、同窓会やら・・亡⺟の13回忌やら・・で⼤変忙しく過ごしました。
それに反して・・鳩さんは、よい休養になったことでしょう・・・。

もうすぐ200kレ－スで、秋レ－スが始まります。

天気の具合から4⽇あたりと思って調整したいと思っています。

編集  削除

久々の書き込みです。（事件発⽣）

ヒナを育てたいオヤジ  E-mail  2015/09/24 (Thu) 10:21:50

前回、７⽉頃でしょうか、ヒナ作出について、書き込ませて頂き、⾮常にあたたかく貴重なアドバイス
を頂きました。

無事にヒナが⽣まれ、栗オスと⽩メスから、ほぼ⽩の⼆⽻が育っている最中です。

事件は⼀昨⽇、⼩屋の清掃中に⽩メスが⾶び出してしまいました。

ヒナは孵化１５⽇⽬で残った栗オスのみで育ってくれるか⼼配です。

返信  編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件発⽣）

hamanako  2015/09/24 (Thu) 12:23:27

こんにちは。
♂親は1⽻でも⼤丈夫です 

まんがいち 育て無い時は餌と鉱物飼料を嘴を開いて与えたら良いです

ソノウがザクザクになるくらい朝⼣与えたら⼤丈夫です

⽔も与えてください 

https://web.archive.org/web/20151009044711/mailto:hi-kawakami@sknet.senko.co.jp


編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件発⽣）

ヒナを育てたいオヤジ  E-mail  2015/09/24 (Thu) 13:26:10

hamanakoさん

ご連絡、ありがとうございます。

オス親の育雛状況を⾒ながら、給餌が⾜りていない様でしたら、私がエサを与えようと思いま
す。

編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件発⽣）

hat  2015/09/24 (Thu) 15:30:31

ヒナを育てたいオヤジさん、こんにちは。

hamanako0さんのおっしゃるようにされたら⼤丈夫ですよ。

なんとなく、今⽇あたり、鳩舎に戻ってきているような気がします。

⼊舎⼝は、あるのですか?

なければ・・・、もし逃げた鳩さんが近くに来ていたらオス鳩を、別の場所に⼀時的において、
扉を開けてみていてあげてください。

戻ってくるといいですね。

編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件発⽣）

ヒナを育てたいオヤジ  E-mail  2015/09/24 (Thu) 15:54:42

【速報】

 先程、元の所有者の⽅（関東）から、神⼾の警察で鳩を保護している様ですとメールを頂きま
した。

 鳩を捕まえた⽅が警察に届け、脚環を頼りに元の所有者の⽅に連絡を取って頂いた様です。

編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件発⽣）

https://web.archive.org/web/20151009044711/mailto:hi-kawakami@sknet.senko.co.jp
https://web.archive.org/web/20151009044711/mailto:hi-kawakami@sknet.senko.co.jp


hat  2015/09/24 (Thu) 17:50:33

ヒナを育てたいオヤジさん、こんばんは。

よかったですね。

編集  削除

Re: 久々の書き込みです。（事件

侍  E-mail  2015/09/26 (Sat) 20:37:40

難しいですねぇ…

編集  削除

秋レ－スまじか・・・。

hat  2015/09/23 (Wed) 20:59:29

皆さん、こんばんは。

10/2に200kレ-ス持ち寄り予定、いよいよ始まります。

秋レ-スに向けては、今までずいぶん苦労しました。

この地区で、秋レ-スに参加するのは、鳩を落とすだけなので・・やめたほうがいいと、この地区の
⽅々に教えていただきましたが・・・・、

秋に若鳩を鍛えて出すことが、鳩飼育の基本を学ぶことでは・・・と思い、5年ほど前に⼩牧でたくさ
んのハトを落とした年以外は、続けています。

そして・・・毎年、勉強することが多く今に⾄っています。

特に5年ほと前に、多くのハトさんたちを落としてからは、50⽻若鳩を200kレ-スに参加するを⽬標に
頑張ってきました。

結果は・・・・、

2012年35⽻参加

2013年50⽻参加・・・⽬標達成!!
2014年65⽻参加・・・⽬標達成

そして今年2015年は・・・今のところ83＋1⽻の参加予備軍が、合同訓練を終わって残りました。

あと・・鷹害があるとは思いますが・・・ほぼ５０⽻の⽬標はクリヤ－したと思います。

毎年、秋参加作出数を減らしているにも関わらず・・・、実際の参加数は、増えています。

いろいろ改善、頑張った成果が出てきたようです。

でも・・・、毎年毎年、反省することしきりで・・・、今年も多くの課題を抱えてしまいました。

https://web.archive.org/web/20151009044711/mailto:my.self-tk.samurai.k-family-8@docomo.ne.jp


ほんと、鳩飼育は、奥が深く・・⾯⽩くて、やりがいがありますね。

今後とも、popさんと⼀緒に、頑張りたいと思います。

返信  編集  削除
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