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投 稿  リセット

今朝の舎外(編成替え)

hat  2017/07/07 (Fri) 15:02:13

みなさん、こんにちは。

今朝は、雲が多いですが・・まずまずの天気、1、2軍の舎外を⾏いました。

実は、ここ最近の天気の悪さを利⽤して、2回⽬の鳩痘ワクチンをしながら、在舎チェックを⾏いまし
た。

最近、毎⽇毎⽇、現れる鷹の被害で・・鳩さん激減かと思いしや・・??・・減った数は、意外と少な
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く・・・でも、不慮の事故鳩等、すべて合わせて、40⽻⾜らずは、いなくなっていました。

ここ最近は、1,2軍と経験鳩17⽻合わせて、160⽻程度が舎外をしていましたが・・・、今後の訓練等
を考え、この数を減らすことにしました。

春⽤に40⽻程度回して、秋、春のバランスを取りました。

ただ・・まだ、春⽤80〜90⽻は、舎外をしていませんので、ここ最近の鷹の出没から、この数は、あ
てになりません。

そんなこんなで、120⽻程度に減らした秋⽤の開始40分後の舎外です。

https://www.youtube.com/watch?v=wGB2lFruiLY&feature=youtu.be

約30分程は、⾼く上がって良い舎外をしていましたが・・・、

その後は、ご覧の様に鳩舎周りを⾏ったり来たり・・・、電線にも3⽻⽌まっています。

結局、後半ダラダラと今朝は1時間10分で終わりました。

鳩舎の画を途中の動画に⼊れていますが・・・

3番⽬の部屋に舎外待ちの春⽤鳩さん達80⽻あまり、4番⽬の部屋が、秋⽤から・・春⽤移籍鳩さん達
40⽻⾜らずです。

今後しばらくは、こんな編成で、秋⽤、春⽤と分けて、舎外、訓練をしていこうと思っています。

返信  編集  削除

伊賀国際登録⽻数発表

hat  2017/07/04 (Tue) 21:23:06

みなさん、こんばんは。

伊賀国際、連合会対抗の登録発表がありました。
第三連合会は、フル登録15⽻です。

当舎の参加鳩さん2⽻のうち1⽻は、⾃鳩舎で、もう兄弟鳩が、鷹害にあいました。

意気消沈、・・・もう国際厩舎には、いないかもしれません。

でも・・・、連合会で15⽻もいるのだから・・・誰かの鳩さんが、頑張ってくれることを祈っていま
す。

さて、本⽇の舎外ですが・・・・、台⾵が来ているものの、何とか朝の舎外は、できました。

最近鷹を恐れて・・2つの集団に分かれ・・・1つは、すぐさま遠征に⾏くのですが、・・・今朝は、
みんな⼀緒に、のんびりと鳩舎の周りを⾶んでいました。

今朝は、鷹もお休みだったようです。

返信  編集  削除
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暑いですねぇ〜

hat  2017/07/03 (Mon) 22:06:14

みなさん、こんばんは。

暑いし・・最近、とても忙しいです。

畑は、草がボゥボウ・・、スイカやら・・⽠・・、なすび、トマト・・等々、どんどん⼤きくなっ
て・・・、タヌキも頻繁にやってきているようです。

毎朝、タヌキの糞があちらこちらにあって・・・、悪さもしていきます。

昨⽇は、未だ⼩さな、スイカをやられました。

トウモロコシも、穂が出て・・・もうすぐ危なそう・・・、対策をしなければなりません。

そして・・・鳩さん達は、毎⽇、鷹に追われて・・お疲れ気味。

とにかく、空も地上も、危険が⼀杯です。

栄養ドリンク飲んで、毎⽇頑張っています。

返信  編集  削除

今朝の舎外

hat  2017/06/26 (Mon) 13:26:49

みなさん、こんにちは。

毎⽇、毎⽇・・鷹に追われて・・・、⼤変ですね。
今朝も、出すと・・すぐに追われたみたいです。

20⽻⾜らずが、10分もたたずに、・・もう鳩舎の上にいました。
旗で振っても、微動だにしません。

怖かったのでしょうね。
もう⼊れてあげました。

ただ・・残りの鳩さん達は、どこに⾏ったか・・??
⾒あたりません。

鳩舎掃除をしながら1時間ぐらいたって・・⾒に⾏っても・・まだ遠征から帰っていません。

ようやく1時間35分経って・・・遥か上空(たぶん400〜700m)ぐらいのところに現れました。

ビデオで撮ってみましたが・・・かすかに⾒えるようです。

https://www.youtube.com/watch?v=j8IUTVrXs8U&feature=youtu.be

こんな状態がしばらく続いて・・・、降りてきたと思ったら・・・また、ダッシュで上空に(鷹がいて
いるのかな・・?)
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そんなこんなで、今⽇も2時間の舎外になってしまいました。

ここは・・・、どこかで休ませなければ・・オ－バ－ワ－クになりそうです。

返信  編集  削除

柏原で保護

hat  2017/06/28 (Wed) 18:55:16

みなさん、こんばんは。

26⽇の舎外の後、・・27、28⽇(⾬)と舎外⽌めましたが・・・、
本⽇28⽇、⼤阪の柏原市の⽅から、電話がありました。

⺠家のベランダに26⽇から来ていたとのことです。
何とか捕まえて連絡してくれました。

26⽇の舎外の後、何⽻かいてないなぁ〜・・、そのうち⽻⾊のチョコがいてないなぁ〜・・と思
っていましたが・・・、

保護されたのが、なんと、そのチョコでした。

舎外で、鷹に追われて、柏原まで⾶んで⾏ったのですね。

あの⽇は、鷹に追われ、遠征から1時間35分経って集団が現れたから・・・、集団も相当遠くま
で⾏ったのでしょうね。

GPSを取り付けていたら・・良いデ-タがとれたかもしれません。

チョコは、明⽇、⽇通便で帰ってきます。

編集  削除

今春の活躍鳩 ⑥

hat  2017/06/27 (Tue) 22:03:18

みなさん、こんばんは。

今⽇は、舎外を休んで・・のんびりです。
後、3番仔の初舎外を、いつにするか・・? 思案中です。
みすみす、鷹の餌⾷も・・・いやですから・・。

さて、地区N3,4とシングルが、いてたのですが・・・、CH、GPでいなくなりましたので・・・後
で、⼜紹介するとして、・・・次は、ダ－ビ－600k総合3位の16SB09379を紹介します。

この鳩、800kGPに出して、期待していましたが・・・、総合17位に終わり・・残念賞でした。

⼜、秋から頑張ってもらいます。

https://web.archive.org/web/20170707090328/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1498568598.jpg


⾎統は、雄親が、モ－リ－さん作の伊賀国際後⽇、・・
雌親は、3Aで、ボ－ドワン直仔×(パワ－マン×マリ-ルイズ)です。

それでは、全体写真をご覧ください。

返信  編集  削除

Re: 今春の活躍鳩 ⑥

hat  2017/06/27 (Tue) 22:10:32

次は、眼です。

編集  削除

投稿者削除

(削除)  2017/06/25 (Sun) 19:53:39

(投稿者により削除されました)

返信  編集  削除

Re: hamanakoさんからの鳩さん達

hamanako  2017/06/25 (Sun) 22:01:21

hatさん 皆さんこんばんは。

昨⽇は深夜まで鳩談義で楽しいオフ会に成りました。

今⽇は 種鳩の引き取り & 委託鳩の引き取りでした

配合中3ペア含めて 10⽻が残って居ます。

寂しく成りましたが 種鳩も皆さんに引き取って

頂き 新天地で⾶んで欲しいですね。

hatさん 気に⼊って頂きありがとうございます

分離直後で 体調はイマイチですが直ぐに回復

してくれると思います。

⾶んでくれると良いですが ⾎統書は

夏期休暇に作成しますから出来たら

郵送します。

https://web.archive.org/web/20170707090328/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1498569033.jpg


編集  削除

Re: 投稿者削除

hat  2017/06/25 (Sun) 22:05:32

あれれれ・・編集するつもりが・・・間違って削除してしまいました。

hamanakoさんに伝わっているようだから・・良しとします。

編集  削除

Re: 投稿者削除

hamanako  2017/06/26 (Mon) 12:30:41

hatさん 皆さんこんにちは。

浜名湖鳩舎は種鳩だけでしたから 作出の時にオイルワクチン接種はしましたが 後は⽣ワクチン点
⿐ 点眼でしたから 選⼿鳩の居る hat鳩舎では ⼀度オイルワクチン接種して下さい。

編集  削除

Re: 投稿者削除

hat  2017/06/26 (Mon) 13:14:41

hamanakoさん、こんにちは。

了解しました。

編集  削除

今春の活躍鳩 ⑤

hat  2017/06/24 (Sat) 20:10:22

みなさん、こんにちは。

ここ最近の鷹の攻撃は,すごいです。

今⽇も、2時間余り・・鷹に⾶ばされていました。
随分、帰っていない鳩さんもいるようです。
(正確に数えないことにしています。)

さてさて・・それはさておき、次の活躍鳩の紹介をします。

https://web.archive.org/web/20170707090328/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1498302623.jpg


次は、地区N総合2位の16SB09430です。

この鳩と、総合優勝の鳩さんとは、同時に帰ってきて、タッチの差で、2位になってしまいました。

この筋は、・・なぜか最近のレ-ス模様にあっているようです。昨年も、全兄弟が、CHで総合9位でし
たし・・、全兄弟の仔が、⼤間gpの総合優勝だったし・・・、よく活躍しています。

雄親は、テーレンとイワンの孫×ファンデウェ-ゲン系のミリオン(当舎命名)で・・・、

雌親は、3Aです。

今当舎では、この筋を延ばそう・・と、今計画しています。

それでは、写真をほご覧ください。

返信  編集  削除

Re: 今春の活躍鳩 ⑤

hat  2017/06/24 (Sat) 20:20:20

それでは、次に⽬をご覧ください。

編集  削除

今春の活躍鳩 ④

hat  2017/06/23 (Fri) 22:27:42

みなさん、こんばんは。

GPの次は、いよいよ地区Nです。

なんと1,2,3,4位と上位固め打ち・・信じられない成績でした。

その⼀番⼿総合優勝の16SB09537を紹介します。

この鳩、実に⽬⽴たない鳩で、まさかの⾦星です。

昨年の選⼿鳩同⼠の⼦供で、惜しくも雄親は、GPの後、CHで帰ってきませんでした。
この雄親、・・⾎統は、当舎CH総合優勝鳩の親⼦配合の仔でした。

雌親は、順調にレ-スをこなしてきましたが・・・、⻑距離本番の前に舎外で鷹害にあい、運のない鳩
さんで、・・⾎統は、地元⻑距離系の鳩さんの⾎が、いろいろ⼊っています。

この優勝鳩、もう種におろしました。巣引き中の写真で・・・、あまり良い写真が撮れませんでした
が・・・ご覧ください。

返信  編集  削除
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Re: 今春の活躍鳩 ④

hat  2017/06/24 (Sat) 14:16:36

総合優勝鳩なので・・もう⼀度、全体写真を撮ってみました。

編集  削除

無題

hamanako  2017/06/22 (Thu) 21:17:34

hatさん 皆さんこんばんは。

⼋郷国際委託 登録⽻数発表されました。

4869⽻ 

今年は5⽻参加しましたから 楽しみです

ミス浜名湖の直仔は 知⼈委託で参加していますから

頑張って欲しいですね。

返信  編集  削除

Re: 無題

hat  2017/06/23 (Fri) 13:26:37

hamanakoさん、こんにちは。

当舎は、今年、3⽻です。

でも・・・、なんと・・連合会では、全体で26⽻も登録されていました。

楽しみが、たくさんです。
とにかく、誰でもいいので、連合会の仲間の⼈たちが、活躍してくれればと思っています。 

ミス浜名湖の仔も出ているのですかァ〜・・・、これは、楽しみですね。精⼀杯応援しま〜す。

もうすぐですね。
ミス浜名湖、楽しみに待っています。

編集  削除

伊賀⼀之宮(15k)2回⽬訓練

hat  2017/06/20 (Tue) 13:47:56

https://web.archive.org/web/20170707090328/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1498281396.jpg


みなさん、こんにちは。

今⽇で晴れ間もしばらくなくなりそうですので、2回⽬の訓練に⾏って来ました。

今⽇は、前回に⽐べ・・、少し⾼くまで上がったようです。
その所為か・・??鷹には⼊られなかったみたいです。

放鳩後、約3分後のポイントでは、標⾼363m、速度1320m/minで、次のポイントでは、425m1080
m/minでした。

近場で、普通なら10分程度で帰りますから・・・、最後のポイントでは、もう・・速度ダウンしたの
でしょう・・。

軌跡の写真で、下の少し歪曲した軌跡が帰還ル－トです。

前回に⽐べ、直線的になり・・道中、鷹にも⼊られず順調に帰還したことを物語っています。

尚、・・今⽇の訓練⽻数は169⽻でした。

返信  編集  削除

次へ
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