１月～フロストフラワー・霧氷

エゾシカ角・雪の下は・・・

２月～オジロワシ 越冬したようです

シマエナガ・雪の上で休憩中

エゾモモンガフン・バレバレ～

上川町内公園にクマゲラ飛来

日暈(ハロ)発生

4 月～上川町内に今年もハクチョウが

エゾシカの角研ぎ痕

既に見下ろされていました

3 月～樹液つららぺろっ

コガラ

疥癬病にかかったキタキツネ・悲しい・・・

エゾリス～風が強く必死でつかまっています

☆チビターニュース/山の実 ２０２１年 1 月 25 日（月） 第１０１号☆
☆

5 月～キバシリ 巣造り中

大雪山連峰上空にレンズ雲発生

センター裏に珍客・ジョウビタキ

エゾリス・踊っているみたい～

大雪山連峰・愛別岳とエゾヤマザクラ

珍客・ツツドリ赤色型

モモンガ巣穴にアオダイショウが・・・ ６月～モモンガ・暑くて出たり入ったり・・・ エゾシカ・危険が迫るとお尻の毛が逆立ます

キタキツネ仔・４匹産まれました

７月～今年のお花は種類によっては当たり年でした。キバナシャクナゲ・イワヒゲ

チングルマ・エゾツツジ(上川町花)

登山道脇にエゾユキウサギ・誰も気づかない・・・

☆チビターニュース/森のたね ２０２１年１月２５日（月） 第１０１号☆
☆

８月～シーズン初めは少なかったナキウサギ

ギンザンマシコ・今年は多数飛来しました ９月～ナナカマドは橙色主体→

でしたが、草紅葉は見事な色付きでした

林道を曲がると目前にヒグマが・・・

１０月～夢中で草食。角にも枯れ草が

お山の紅葉は今一つでしたが、山麓の紅葉は例年通り綺麗に色付きました

珍客・アオシギ

１１月～大雨の影響で幻の滝・九十九滝現る

車だぁー逃げろ～シマリス

晩秋のお楽しみ・落ち葉アート

峡谷上部に雪が被りました １２月～初旬は暖冬でエゾリスも終日活動

只今、新型コロナウィルス感染症防止の観点
■

下期観察会のお知らせ

■

から「切り絵」は休止させていただいており

冬の観察会「メインコースは大函です」

ます。何卒ご了承下さいませ。

2 月各土日限定～スノーシュートレッキング

■大雪山フィールドノート写真展■
（日時）常時展示（内容）一年を通じた大雪山の自然を写真と解説文

詳細は HP をご覧下さいませ。

で紹介しています。
【場所】ビジターセンターレクチャールーム

★★観察会は事前申し込みが必要です★★

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

★★詳細についてはお問合せください★★

１１月↓

1/1

上川・層雲峡気象↓
上川町日最高気温－１１．８℃

11/24 層雲峡降雪１６㎝

上川町１５㎝
日最高気温０．４℃

1/8

層雲峡降雪１２㎝

11/24 上川町

1/11 センター前日最高気温－１０℃

11/25 上川町

日最高気温３．２℃

11/25 クマゲラ

層

11/23 上川町

11/25 オオワシ・オジロワシ

上

11/29 キレンジャク・ヒレンジャク

上

11/30 クマタカ

上

エゾシカ残滓に群がる、クマゲラ

11/26 層雲峡降雪１４㎝

１２月↓
12/1 キタキツネ

上川・層雲峡気象↓
日最高気温－１．２℃

センター前２℃
日最高気温３℃

日最低気温－８℃
11/30 １１月降雪量 層雲峡 ９９㎝

最高気温－１℃
上川 ６２㎝

1/14 層雲峡降雪１１㎝
1/16 層雲峡降雪１０㎝

11/28 センター前

12/2 エゾモモンガ、オジロワシ

上
上

12/3 イイズナ、オオワシ

上

12/5 エゾリス

上

12/6 エゾリス、彩雲

上

12/9 オオワシ３羽

上

11/30 上川町降雪量１１㎝

12/10 エゾクロテン、シマエナガ群れ

上

11/30 層雲峡

12/11 キレンジャク

上

12/1 センター前

12/12 エゾリス

上

12/1 上川町降雪量１１㎝

12/13 疥癬病のキタキツネ

12/3 上川町降雪量１４㎝

12/16 オオワシ、エゾユキウサギ、彩雲

上
上

12/18 エゾモモンガ

上

12/12 層雲峡降雪１１㎝

12/19 エゾモモンガ

上
上

12/13 層雲峡降雪２７㎝

12/20 クマゲラ、イイズナ
12/21 エゾユキウサギ

上

12/15 上川町降雪量１１㎝

12/22 彩雲、エゾユキウサギ

上

上川町日最低気温－９．９℃

12/23 彩雲、エゾリス

上

センター前日最低気温－１１℃

12/25 エゾユキウサギ、エゾリス

12/16 センター前日最低気温－１２℃

12/28 クマゲラ

上
層

12/30 エゾリス、イイズナ

上

12/18 層雲峡降雪１３㎝

上

エゾユキウサギ、ベニマシコ

上

1/3

キタキツネ、彩雲、ベニヒワ、キレンジャク群れ
1/6 疥癬病のキタキツネ、オオワシ

昨年同月
１１月積雪深

層雲峡１６０㎝
層雲峡 １７㎝

上川１００㎝
上川 １４㎝

昨年同月

層雲峡

上川

４６㎝

１９㎝

層雲峡１０㎝
月降水量(多)２３２mm １１月観測史上３位

最高気温－７．５℃

最高気温－９℃

上川町日最高気温－７．８℃

上川町日最低気温－１４．３℃
層雲峡降雪１１㎝

12/23 センター前日最高気温－２℃ 上川町－０．５℃ 気温上昇

上
上

12/24 層雲峡降雪１６㎝

1/12 コガモ雌雄、エゾモモンガ

上

1/16 クマゲラ

層
上

1/17 イイズナ、ウソ、オオアカゲラ
1/18 エゾリス、コガモ
1/20 オオワシ

12/22 センター前日最低気温－１６℃

上川町１９㎝

層雲峡日最大１０分間降水量２．００mm

１２月観測史上３位

上川町日最大１０分間降水量１．００mm

１２月観測史上２位

12/25 層雲峡降雪２０㎝

上川町１１㎝

層雲峡日最大１０分間降水量１．５mm

層上 12/26 層雲峡降雪１１㎝
上

黒岳気象他↓
11/25 スキー場再オープン 積雪１００㎝
11/29 七合目積雪１３０㎝
12/4 七合目積雪１５０㎝

１２月観測史上５位

上川町１５㎝

12/29 上川町降雪１６㎝
12/31 上川町日最低気温－２３.３℃ 最高気温－１０．８℃

１２月観測史上５位(－２３．３℃)
１２月降雪量 層雲峡２０５㎝ 上川２１８㎝

12/6 七合目積雪１６０㎝

昨年同月
１２月積雪深

層雲峡１９８㎝
層雲峡 ７７㎝

12/11 七合目積雪１７０㎝

昨年同月

層雲峡

12/20 七合目積雪２００㎝(12/21-3/31スキー場整備運休)

上川町月間日照時間(少)１６．９Ｈ

６６㎝

上川１３１㎝
上川 ７２㎝
上川

01658－9－4400 ／fax

３１㎝

１２月観測史上１位

発行：大雪山国立公園
℡

カレンダー期間 11/21-01/20
観測地上 ・上川 層・層雲峡 黒・黒岳

上川町１４㎝

エゾモモンガ
1/10 シマエナガ群れ、イイズナ
1/8

1/16 センター前日最高気温＋１℃ 上川町３．９℃ 急激に上がる

12/14 上川町降雪量２４㎝ 上川町日最低気温－９．６℃

上

キレンジャク群れ、イイズナ

急激に上がる

12/7 層雲峡降雪量１３㎝

12/20 上川町日最低気温－１８．３℃ 最高気温－８．５℃

1/7

上川町０．６℃

層雲峡１８㎝

上
上

1/5

センター前日最高気温０℃

日最高気温－６℃

12/19 センター前日最低気温－１４℃ 最高気温－１０℃

１月↓
1/1 エゾリス、キレンジャク群れ

1/13 層雲峡降雪２６㎝

センター前

01658－9－4401

アドレス : http://www.sounkyovc.net/
開館時間 ６月～１０月／８：００～１７：３０無休・入館無料
１１月～ ５月／９：００～１７：００月曜日休（祝祭日は翌日）
202１年 1 月 25 日発行 M・K

白黒紙面でご覧の皆様へ ～ パソコンをお持ちの方は、上
記のアドレスで公開していますので、そちらもご覧下さい。

ん？？？
空家の縁の下が寝ぐら・・・。

