＜

エゾリス ～ ５月 ＞ 体長は約 25cm、尾長は約 20cm で尾に生えている毛の長さが約 5cm ほどあるため、外観は

とっても太く見えます。この尾は樹上を移動する時の平衡感覚を維持する役目があります。耳長は約 3cm、体重は雄雌と
もに大きいもので約 350g（シマリスは約 100g です）です。昼行性で、季節によって活動帯が違いますが、これからは日
の出から日没まで活動します。真冬も冬眠せず、活動帯は主に朝です。雑食性で主に植物質のものを食べますが、昆虫や
樹木の花や芽なども食します。餌が減る冬に備えてドングリやクルミを土中に貯蔵する習性があります。積雪期でも 50cm
以上も掘って餌を探し出す能力もあります。樹から樹や、地上での移動(走行)はとても速く、撮影にも一苦労です。

☆チビターニュース/山の実 ２０１２年５月２５日（金) 第４９号☆

＊ホームページだより＊

～

大雪山麓での出来事

春の珍事
２０１２年０４月１１日 曇 ＋１０℃(12:50)

エゾモモンガの繁殖期
】

ウミウ？カワウ？・・・。本来、海岸や港にいるはずなので

２０１２年０３月２３日 小雪 －２℃(14:10)

すが・・・。何故こんな内陸部まで来たのでしょうか？？？

エゾモモンガが繁殖期を迎えたようです。

まれに、内陸の湖沼や河川で見られることもあるようです

初春から夏にかけての期間ですが、うまくタイミングが合

が・・・。やはり、春の珍事なのでしょうか？

いました。2 月下旬～3 月下旬に発情し、4 月中旬～8 月に

写真：カワウ 上川町 4/11

かけて出産します。一回の出産で 2～5 匹産まれ、子育て
はメスのみで行います。生後約 10 週目に親離れし、翌年
には繁殖が可能となります。この日は、何と 2 カップルの
繁殖を目撃しました。動物達も春を迎えているようです。
写真：エゾモモンガの繁殖 上川町 3/22

またまた迷鳥
２０１２年０４月１７日 雨 ＋９℃(14：50)

さくらが満開です

今度は「ユリカモメ」。昨年に続いてです。

２０１２年０５月０９日 晴れ ＋１４℃(14:40)
生息環境は海岸です。まれに内陸部にも飛来
上川町にある「上川公園」のエゾヤマザクラが満開を迎え
することがあるようですが。
ています。開花の確認は 5/4、その後不安定な天候が続
写真：ユリカモメ 上川町 4/17
きましたので心配されましたが、その悪天を乗り越えて 7
日付近より見頃となりました。大雪山連峰とサクラ・・・。
見事な景観となっています。この後は、黒岳五合目の「チ
シマザクラ」の開花も待ち遠しいです。
写真：エゾヤマザクラ 上川町 上川公園 5/9

まだ白いです

相変わらず美しいです

２０１２年０５月１５日 曇 ＋１５℃(12:40)

２０１２年０５月１５日 曇 ＋１５℃(12:50)
たびたび目にしていましたが、ようやくカメラに収まりまし
「キビタキ」がやってきました。いつ見て
た。夏毛への切替わりは６月下旬頃のようですが、まだ
も鮮やかなオレンジ色です。サクラのピ
「真っ白」でした。こちらも身を隠していましたが、警戒心が
ンクも綺麗ですが、何とも美しい光景
かなり強く、シャッター音一つで写真の通り「走る～走る

です。

～」。平均時速 40～50 キロ、最高速度は何と 80 キロにも
写真：キビタキ 上川町 5/15
及びます。
(写真は左下です)

「とにかく速い」・・・。

写真：エゾユキウサギ 上川町 5/15 （写真は左下です）

珍鳥：ジョウビタキ
２０１２年０５月 1６日 小雨 ＋１０℃(12:30)
北海道では数少なく比較的珍しい渡り鳥です。今
から 30 年程前に大雪山麓で繁殖例はあるもの
の、その後道内では繁殖報告がないようです。
写真：ジョウビタキ 層雲峡 5/16

☆6 月以降は大雪山：山情報がメインとなりますが、11 月～5 月期は主に大雪山麓の情報をお伝えしています☆

ホームページも見てねっ！

☆チビターニュース/森のたね ２０１２年５月２５日（金) 第４９号☆

＊景勝地探訪＊

～大雪山麓を歩く～

【層雲峡双瀑台】

】

今回は「層雲峡双瀑台」をご紹介します。
片道約２０分で絶景ポイントに到着です。

☆流星の滝上部には黒岳の雄姿もご覧いただけます。
☆

層雲峡温泉街から国道３９号線、北見方面に車を走らせること約３k で「銀河流星の滝」駐車場に到着です。
駐車場からは滝が目の前にあり、ここからの眺望も中々迫力があります。が・・・

ここだけでは「もったいない」です！
この滝を背にして、やや登りの斜面を２０分程行くと、2 本の滝が絶壁の「不動岩」の左右を流れ落ちる姿を同時に
見られる、
「双瀑台の展望台」へと到着できるのです。
日本の滝百選にも入っている「銀河流星の滝」の圧巻な姿、層雲峡散策コースのオススメポイントです。

★★観察会は事前申し込みが必要です★★
★★詳細についてはお問合せください★★
11/04～大雪山麓を歩く：メロンの滝

平成 24 年度年間行事決定 !！!

■

12/16～大雪山麓を歩く：ニセイチャロマップ

06/03～定点観測：層雲峡紅葉谷

01/13～スノーシュー散策：層雲峡紅葉谷

06/24～春山登山：層雲峡パノラマ台

01/27～大雪山麓を歩く：ニセイテシオマップ

07/08～定点観測：層雲峡紅葉谷

02/10～スノーシュー散策：層雲峡紅葉谷

08/05～定点観測：層雲峡紅葉谷

02/24～大雪山麓を歩く：ニセイノシキオマップ

08/19～分水点登山：三国山

03/03～スノーシュー散策：層雲峡紅葉谷

09/02～定点観測：層雲峡紅葉谷

03/17～大雪山麓を歩く：大雪原生林

10/14～定点観測：層雲峡紅葉谷

アドレス http://www.sounkyovc.net/
(終了分の 4・5 月については 48 号に掲載)

3月
３/２６ 25日飛来のアオサギ～層雲峡の飛来記録としては

4/11 カワウ

1987年に黒岳1350m地点で確認された以降記録なしと判明
３/２６ シメ、ヒガラ、シマエナガ
３/２７ ハイタカ、オジロワシ

上
上

３/２７ ハチジョウツグミ(上川町での記録なし)

上

上川町：福屋隆則氏 写真及び情報提供いただきました

4月
基本は海岸部、何故内陸部へ

４月
上

4/２８ エゾノリュウキンカ、熊糞4ヶ所、白いまだらカラス

道内各地増加傾向にあるとのこと

層

エゾリス、ウグイス、アカハラ,エゾアカガエル産卵

4/11 クマゲラドラミング、モズ、エゾタヌキ轢かれる

層
上

4/1２ カワウ、ホオジロ、アオジ、キジバト、アオサギ

ホオジロガモ雄雌、エゾリス、熊足跡

4/２9 エゾノリュウキンカ、白鳥am0:30～1:00町内上空飛来 上

低空で何度も降りようとしたが、残雪の影響・

上

4/1３ クマゲラつがい、サギ(白)～コサギ？

層

4/1４ クマゲラ、ヒバリ、ノビタキ、イソシギ、キタキツネ

上

川の急流等々で旭川方面へ再飛来
4/30 エゾユキウサギ、エゾリス

上

３/２８ オオワシ(上)・カケス・ツグミ・雄鹿２、雌鹿６

層

３/２９ オオワシ2羽

層

4/15 キセキレイ、ノスリ、福寿草開花(昨年は4/6)

上

３/３０ ムクドリ36羽

上

4/1７ ユリカモメ

上

5/1

上

4/18 ユリカモメ、キンクロハジロ、アオジ

上

5/２ 層雲峡峡谷エゾムラサキツツジ

層

4/18 アカハラ

層

5/２ ジョウビタキ、ヤブサメ、センダイムシクイ

層

上
上

4/19 シメ、ウグイス

5/4

4/20 ベニマシコ、ミソサザイ、キセキレイ、コゲラ

上
層

エゾヤマザクラ、ミヤマエンレイソウ、アリスイ
5/5 エゾリス、オオアカゲラ、オオルリ

上
層

上

基本は海岸部、何故内陸部へ
オオタカ、トラツグミ、スズガモ

３/３１ カケス35羽・ツグミ20羽・カワラヒワ10羽・コゲラ6羽

上川公園、野鳥の鳴き声多数・カラス巣造り
4月
エゾリス
4/3 エゾクロテン
4/1

上

4/2１ アオサギつがい、ベニマシコつがい、コアカゲラ

オオワシ2羽
4/7 アオサギ２羽、カワラヒワ、イカル、カワアイサ

層
上

ヤマゲラ、エゾリス、コハクチョウ(昨年は9日)
4/2１ アトリ２０、ツグミ１０、シメ２０、カワラヒワ１０

数少ない旅鳥：ヤツガシラ飛来(昨年4/14)

上

マガモ逆求愛ディスプレイ(雌→雄へ)
オジロワシ３羽

層
層

4/22 エゾエンゴサク(昨年は4/15)、ヒメイチゲ

ホオジロガモ、ハクセキレイ、オジロワシ4羽(層)

上
層
上
上

4/3

エゾクロテン、エゾモモンガ６匹

4/5

4/8

4/10 ウソ、カルガモ、エゾシカ雌雪に足をとられ動けず
4/11 ムクドリ１０羽、ツグミ、コチドリ、アオジ、オシドリ

セグロセキレイ、フキノトウ

５月
カタクリ、オオアカゲラ交尾、エゾライチョウつがい
エゾモモンガ、エゾユキウサギ

熊糞３ヶ所
5/6

エゾモモンガ
オジロワシ、コマドリ、ミソサザイ

上
層

5/7

上川公園サクラ満開（開花４日）

上

上

5/８

エゾライチョウ、オオルリ、エゾリス、キタキツネ
5/９ シマリス２匹、ミサゴ

上
上

4/2５ モズ、ヤマゲラ

上

5/10 エゾライチョウつがい４組

上

熊足跡、ベニマシコ、ミソサザイ、トラツグミ６羽
4/2５ エゾアカガエル

層
層

5/12 昨年大発生した「クスサン(蛾)」

4/27 エゾモモンガ、アオダイショウ（上）

層

5/15 エゾユキウサギ、エゾモモンガ、キビタキ、アリスイ

上

5/15 ノスリとトビ、並んで樹上に～眼下にはカルガモ

上
層
層

5/6

ヒヨドリ１０．カケス１０他 上川公園野鳥多数
オオジシギ

上川/層雲峡・気象
4/11 温泉街早朝＋４℃(11/6以来の早朝プラス気温)

計８羽、エゾリス

３/２８ 温泉街早朝－22℃も日中(14時)＋１℃と急上昇 温度差23℃

4/1７ 三国峠雪崩の為早朝通行止め

３/２９ 温泉街日中＋6℃

4/23 上川町積雪ゼロ（昨年20日）

5/16 珍鳥ジョウビタキつがい、オオルリ、キビタキ

3/31 温泉街3月降雪量150ｃｍ積雪深104ｃｍ（気象台）

昨年同日降雪量127cm積雪深79cm

4/27 層雲峡積雪ゼロ（昨年26日）

昨年同日降雪量１00cm積雪深52cm
＊ 積雪深は１２月からの累計及び3/31現在

５/１１ 上川町・層雲峡早朝一時雪

センター前早朝－１℃

5/1９ イカル、コチドリ、エゾライチョウつがい、ヒメギフチョウ

上

５/１2 上川町・層雲峡早朝一時雪

センター前早朝－4℃

5/２１ エゾハルゼミ、イソシギ、熊糞

上

5/22 エゾリス、ジュウイチ、コルリ、エゾライチョウつがい

上

5/2３ ジュウイチ、キタキツネ、エゾフクロウ

上

５/１３ センター前早朝－5℃(層雲峡峡谷上部雪被る)

黒岳・気象

３/３１ 降雪量１２月～3月 層雲峡572ｃｍ(昨年同期間517ｃｍ)
３/３１ 降雪量１２月～3月 上川町501ｃｍ(昨年同期間450ｃｍ)
参考：倶知安934・岩見沢877・旭川453・札幌348 （単位cm）

4/１

センター前吹き溜まり80cm
積雪深も135cmに(昨年77cm)

4/11 温泉街一時雨

3/31 七合目積雪３6０ｃｍ(昨年370)旭岳２70ｃｍ(昨年315)
4/7

七合目積雪４～５日の低気圧の影響で一気に60cmアップ

積雪量も420cmへ(昨年350cm) 旭岳280cm(昨年310cm)

温泉街降雪２４cm

4/４ 発達した低気圧の影響で終日暴風雪(台風並み)
4/5

ジョウビタキ～層雲峡：井上武美氏 情報提供いただきました
5/17 エゾライチョウつがい、カッコウ、ノゴマ(層）
上

５/４ 土砂災害の為（大雨の影響）夜半石北峠通行止め

3/31 上川町3月降雪量100ｃｍ積雪深73ｃｍ（気象台）

層

の幼虫、層雲峡近辺におびただしい数が発生

エゾアカガエルと卵、エゾシカ残滓(死骸)
5/15 ルリビタキ、センダイムシクイ死骸(窓衝突？)

3/30 ＋８℃

上

上

上川/層雲峡・気象
３/２８ 層雲峡霜柱

エゾムラサキツツジ、キタコブシ、エンレイソウ

4/2９ 気温の上昇に伴って積雪一気に70cm減(320→250)
4/３０ 七合目積雪240cm(昨年320）旭岳150cm(昨年290)

観測地：上～上川・層～層雲峡・黒～黒岳五合目

５/４ 大雪山連峰降雪有(凌雲・北鎮・愛別岳周辺)

カレンダー期間：3/26～5/25

５/１３ 黒岳五合目周辺樹氷

3/27 ハチジョウツグミ(ツグミの亜種)

６/８
６/１４
６/１６
６/３０

☆山の予定☆
高原温泉林道開通予定
銀泉台林道開通予定１１：００
黒岳石室開始予定
大雪山安全祈願祭

発行：大雪山国立公園
01658－9－4400 ／fax 01658－9－4401

数は少なく、ごく少数が渡来します。上川町で

℡

は飛来記録がありません。餌台に飛来しました

アドレス http://www.sounkyovc.net/ アドレスが新しく！！

が、数日後「ハイタカ」に襲われてしまったよ

開館

うです。写真及情報提供：上川町/福屋隆則氏

６月～１０月／８：００～１７：３０無休・入館無料
１１月～ ５月／９：００～１７：００月休（祝祭日翌日）

