【岩場から顔を覗かせるエゾオコジョ～８月】
エゾオコジョ

～

木登りや水泳も得意で～す！

】

日本には、ホンドオコジョとエゾオコジョが生息していますが、エゾオコ
ジョは、体長は平均で２０ｃｍ、体重は２５０ｇ程度です。(参考：エゾシマ
リス１００ｇ・エゾリス３００ｇ)一年に２回換毛し、夏は写真の通りで、冬
は全身が真っ白になります(尾は黒)。動きがとても敏捷で気性が荒く、時には
自分の体よりも大きいユキウサギなどを捕食することがあります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＜

オオウバユリ(漢字名:大姥百合)ユリ科 一回の開花で枯死する多年草 ＞

オオウバユリの葉の枚数は、年を経て個体の成長が進むとともに増えていきますが、そ
の枚数が５枚程度になると、翌年、開花します。ただ、毎年、葉が一枚ずつ増えたとして、
芽生えに要する１年と葉が５枚以上に達する期間を合わせると、少なくとも６年以上かか
る計算です。その年の条件によっては、必ず葉が増えるとは考えづらいため、開花までは
およそ１０年かかると言われています。
オオウバユリは、長年かかって鱗茎に蓄えてきた貯蔵物を開花に全て使ってしまいま
す。このため、開花後、もとの鱗茎はなくなり、個体としては多くの種を残して一生を終
えます。
＊ しかし、花茎の基部に小さな鱗茎が数個残されるため、株としては生き延びます。
＊ 花期は７月に集中しますが、咲きさえすれば、花粉が他の個体の花に運ばれ、子孫が
残せる可能性があります。

何とも、素晴らしい「執念」です・・・。

【オオウバユリ】
『一回繁殖型多年草』

☆チビターニュース/森のたね ２０１１年９月２５日（日) 第４５号☆

『層雲峡・紅葉谷へのお誘い』＊紅葉期は１０月初旬～中旬です
今回は、層雲峡で手軽に散策ができる「紅葉谷」をご紹介いたします。
距離にして片道１．２㎞のコースで、若干の起伏はあるものの約３０分で終点・迫力満
点の「紅葉滝」に到着です。
層雲峡峡谷・柱状節理を間近に見ながら、季節ごとのお花を楽しみ、また鳥のさえずり
を聞きながらの森の散策はいかがでしょうか？その名の通り、紅葉期は絶景ですよ！

巣穴からこんにちは！
シマリスで～すっ。
わぉっ！びっくりした～

＊１＜クマゲラ＞日本で最大のキツツキ。天然記念物に指定。
＊２＜倒木更新＞倒れた親木や根株の上に種子が落ちて発芽し、稚樹となって成長していく樹木
の世代交代の様子。
＊３＜凍

裂＞厳寒期に樹木中の水分が凍って膨張し、幹に縦に亀裂が入ること。

＊４＜柱状節理＞約３万年前、お鉢平が爆発し、その噴出物は古石狩川や谷を埋め尽くした。こ
のとき厚く積もった所では、内部が再び溶岩のように溶け、その後ゆっくりと
冷え固まっていったが、その際に岩が収縮し、結晶の形に沿って柱状に規則正
しく割れ目ができた様子のこと。などなど、見所いっぱ～いです！！！

☆チビターニュース/山の実 ２０１１年９月２５日（日) 第４５号☆

『２０１１年・大雪山・黒岳の紅葉』
今夏の気象経過と紅葉の進み具合
＊ 気温：今夏は、太平洋高気圧が 7 月上旬や 8 月上旬～中旬に強まり、平年を上回る時期が多かったが、
オホーツク海高気圧や上空の寒気の影響を受け、平年を下回る時期もあったことから、気温の変動が明瞭
となったようですが、結果的に 2 年連続の高温となりました。＊降水量：前線や低気圧の影響で、6 月下
旬～7 月中旬、8 月中旬は平年より多く、一方高気圧に覆われることの多かった 7 月下旬～8 月上旬は小
雨となるなど、天候の変化が明瞭であったようです。/9 月に入り、早々と台風１２号が北海道にも接近
し、この影響で上旬～中旬にかけて「ぐずついた」天候が続き、少なからず紅葉の進み具合にも影響があ
り、全体的に昨年同様「遅れた紅葉」となりました。(気象の経過は気象台発表資料参照)
＊

ウラシマツツジ見頃 ８月２９日
ここ大雪山・黒岳で一番早く色づくのが「ウラシマツツジ」。今年も
昨年並の８月９日に一部が色づき、全体に拡がりを見せたのは８月１
７日、そしてその約２週間後に見頃を迎えました。今年は色づきが良
く、辺り一面は「赤いじゅうたん」のようでした。
９月１１日には、早くも「やや枯れたもの」も現れましたが、紅葉が
終わりを向かえる時点でも、中々良い色づきを保ってくれます。
ウラシマツツジ見頃･後方は烏帽子岳

紅葉見頃 ９月１８日
「ウラシマツツジ」は昨年並みに推移しましたが、(昨年も平年より
は遅い紅葉でした)その後天候の影響で紅葉が思うように進みません
でしたが、１３日の気温の変化によって(黒岳石室早朝４℃)色づきの
速度が急速に早まり、日に日に色が増し黒岳石室周辺の紅葉はようや
く見頃を迎えました。但し、遅れていた色づきも、結果的には昨年と
ほぼ同様の見頃時期となりました。
（昨年は 15 日～20 日が見頃期）
見頃を迎えた黒岳石室周辺(後方は北鎮岳・凌雲岳)

見頃を迎えた雲の平周辺の草紅葉とナナカマド：チングルマ、ミネヤナギなどの草紅葉が「じゅうたん」のようです。９/18

黒岳山頂から

9 月 20 日

９/22 初雪：紅葉とのコントラストが見事な風景となりました

【日時】１０月２日～１０月１２日
■

13：30～15：30

季節の自然散策 ～紅葉谷他～

折って切って開いたら、あらステキ♪

【日時】１０月 毎週日曜日

子供から大人まで楽しめます。

９：００～１２：００

参加自由・無料/申し込みは不要です

【内容】層雲峡周辺で行うミニ観察会．
紅葉の季節、層雲峡周辺の身近な自然を

■

ご案内いたします。

２０１０大雪山フィールドノート 写真展
【日時】常時展示

【募集】各回 5 名【集合】層雲峡ビジターセンター
【持ち物】歩きやすい服装、飲み物等
★★観察会は事前申し込みが必要です★★

【内容】１年を通じた大雪山の自然を写真と解説
文で紹介しています。
【場所】ビジターセンターレクチャールーム

★★詳細についてはお問合せください★★

６月
１日 クマゲラ(層)・オオジシギ・ベニマシコ
２日 エゾハルゼミ・エゾシカ・キタキツネ
仔ギツネ６匹・アオサギ
３日 カッコウ・クマゲラ
４日 ベニマシコ・コチドリ・モズ・カワラヒワ(上)
５日 エゾシマリス・エゾアマガエル(上)
6日 オオジシギ・キビタキ・ベニマシコ
８日 ミヤマカラスアゲハ
１０日 クマゲラ・マダラスズ
１1日 アオバト
１２日 エゾタヌキ(つがい)・アオサギ
１３日 シオカラトンボ
１４日 エゾシカ・オオアカゲラ
１５日 ベニマシコ・ノスリ・クロツグミ
１６日 ｴｿﾞﾗｲﾁｮｳ(雛)･ｵｼﾄﾞﾘ（雛)
１９日 親子ギツネ・ミヤマカラスアゲハ
ホオジロ幼鳥・シオカラトンボ
２０日 シオカラトンボ
２２日 ルリイトトンボ・イワツバメ営巣・エゾシカ
オオイチモンジ・仔ギツネ２匹
２３日 ノゴマ・オオルリ・ビンズイ・ウソ
ギンザンマシコ・カヤクグリ・エゾシマリス
２８日 エゾシロチョウ羽化・エゾタヌキ・アオジ
ニセイカウシュッペ林道熊糞
２９日 エゾタヌキ・アオバト
７月
４日 仔ジカ
５日 エゾライチョウ(つがい）
９日 オオイチモンジ
１３日 オオイチモンジ・仔ギツネ・エゾシカ
エゾライチョウ(つがい)
１６日 ギンザンマシコ・ビンズイ
２４日 ベニマシコ・エゾライチョウ
２６日 コエゾゼミ・トンボ
２８日 ナキウサギ・ギンザンマシコ
２９日 仔熊・エゾタヌキ・ニホントカゲ(層)
３０日 キリギリス・白川林道熊糞４ヶ所
３1日 熊糞・ニホントカゲ
８月
３日 ヒグマ(その後２７３号線目撃情報多し)
ギンザンマシコ・ノゴマ・シマリス・コガラ
９日 エゾユキウサギ・ナキウサギ
１０日 カブトムシ幼生
１7日 エゾシマリス・ナキウサギ早くも貯食行動
国道３９号線清川熊糞(国道中央)
１8日 ヒグマ(蟻の巣掘り返し)
24日 カワラヒワ・キタキツネ・ノスリ・ホシガラス
25日 クマゲラ２羽、仔ギツネ２匹
27日 仔ジカ・ニホントカゲ(尾無し)
28日 ケラ(上)・アオダイショウ抜け殻
29日 エゾオコジョ・ナキウサギ・エゾシマリス
ギンザンマシコ（つがい）・ノスリ
31日 チゴハヤブサ(つがい)・エゾライチョウ
ジョウビタキ(雄雌）・ベニマシコ
オオルリ・オオルリ若鳥
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9月
1日 エゾライチョウ・チゴハヤブサ(3羽)
トラツグミ・カッコウ
4日 オオアカゲラ・エゾシカ８頭(層)
5日 アサギマダラ・ヤマゲラ(上)
6日 モモンガ巣穴にアオダイショウ入る
チゴハヤブサ３羽・エゾシカ轢かれ散乱
9日 ホシガラス・エゾオコジョ・ウソ
クスサン(蛾)大量発生(上層)
今年に入り姿をあまり見かけなかったカケス、
この蛾を狙って２０羽程集まる
１１日 エゾタヌキ国道３９号線で車に轢かれる
14日 エゾタヌキ国道３９号線で車に轢かれる
チゴハヤブサ４羽、クスサン空中捕食
ナキウサギ・エゾシマリス・ノスリ
ホシガラス・カケス１０羽
1５日 カワガラス溜池で捕食～台風の影響で石狩
川流れ強く濁っているためと思われる
16日 キリギリス産卵

＊気象・積雪関連
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＊主な高山植物や紅葉情報等（黒岳）
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９/19

八合目 第一号 ショウジョウバカマ開花
ポン黒岳・イワウメ・ミネズオウ見頃
九合目・チシマノキンバイソウ見頃
雲の平・チングルマ、コマクサ見頃
ポン黒岳・エゾツツジ・チシマツガザクラ見頃
五合目・遅咲チシマザクラ開花
ポン黒岳・ウラシマツツジ色づく
八合～九合目ダイセツトリカブト見頃
雲の平・チングルマ穂見頃
雲の平・ナナカマドやや色づく
雲の平・草紅葉(チングルマ)始まり
ポン黒岳・ウラシマツツジ見頃
九合目・石室ナナカマドやや色づく
雲の平・ナナカマド、草紅葉見頃期始まる
九合目・石室ナナカマド見頃期始まる
頂上付近見頃期始まる（9/22初雪 石室－１℃)

＊主な高山植物や紅葉情報等（黒岳周辺）
6/25
6/27
7/3
7/20
7/2１
8/3
8/9
8/9
8/27
９/５
９/15
9/18
9/1９
9/1９
9/1９

8/20
8/21
8/24
8/28
8/29
9/2
９/６
９/７
９/11
９/1３
９/19
９/25

九合目標柱２０ｃｍ出る
アラレ降る(上)
紅葉谷幻の滝出現
石室降雪有
石室霜・七合目積雪１００cm
八合目標柱２０ｃｍ出る
七合～八合目みぞれ
七合目標柱２０ｃｍ出る
石室早朝２℃・七合目積雪７０ｃｍ
五合目雲海
五合目雲海
三笠新道通行止め(ヒグマ)
赤石川増水・銀泉台通行止め(雨)
黒岳登山道上消雪、層雲峡峡谷虹２本
層雲峡温泉街最高気温２８℃
お鉢平展望台前消雪
石室早朝９℃
銀泉台・愛山渓通行止め(雨)
北鎮岳分岐下雪渓未だ２０ｍ
石室早朝７℃
層雲峡温泉街最低気温9℃
北鎮岳分岐下雪渓未だ１０ｍ
層雲峡温泉街最低気温7℃
五合目雲海
北鎮岳分岐下雪渓消雪
＊過去１５年で一番遅い記録
台風１２号影響
石北・三国峠
高原温泉・銀泉台・愛山渓通行止め
石室早朝４℃
層雲峡峡谷虹
層雲峡温泉街最低気温6℃
五合目雲海
石室早朝0℃（雪予報も降らず)
層雲峡温泉街最低気温1.5℃

観測地
上ー上川 層ー層雲峡 黒ー黒岳

浮島・ヒメシャクナゲ見頃
雲井ヶ原・ピンクのショウジョウバカマ見頃
赤岳・ホソバウルップソウ開花
赤岳・コマクサ平見頃
北鎮岳分岐下・エゾタカネスミレ見頃
北海沢・エゾツガザクラ、
アオノツガザクラ見頃
浮島・タチギボウシ、トキソウ見頃
発行：大雪山国立公園
白雲小屋・クモイリンドウ開花
赤岳・ナナカマドやや色づく
℡ 01658－9－4400 ／fax 01658－9－4401
緑岳・ナナカマドやや色づく
赤岳第三雪渓下・ナナカマド見頃
高原温泉沼めぐりやや色づく
アドレス http://sounnkyovc.town.kamikawa.hokkaido.jp/
北海沢見頃
赤岳第一花園見頃
緑岳ナナカマド茶色(悪天時見頃か？)
開館時間 ６月～１０月／８：００～１７：３０無休・入館無料

なかよし～っ♪

＊気象・積雪関連
6/2
6/3

黒岳上空彩雲
七合目積雪２００ｃｍ

１１月～ ５月／９：００～１７：００月休（祝祭日翌日）

