＜

ヤマセミ

～ １２月＞ 主に、山地の渓流に住んでいますが数はかなり少ないです。とても「警戒心」が強く、

近くで観察することは難しい野鳥です。大きさは約 40 ㎝とカワセミ類の中では最大の種です。鳴き声は「ケッケッ」
「キャッキャッ」と鋭く甲高い声で、鳴きながら「ふわふわ」とした感じで飛んでいます。枝に止まって急降下し、
水中へダイビングして魚を捕まえます。獲物は枝などに叩きつけてから、頭の方から丸飲みにします。自分の羽毛を
わざとに落として「疑似餌」とし、魚をおびき寄せるという話もあります。あまり聞いたことのない鳴き声のため、
そばにいる時はすぐわかるでしょう。それにしても目立つ「冠羽」と後姿の「まだら模様」です。
☆チビターニュース/山の実 ２０１３年１月２５日（金) 第５３号☆

２０１２年を振り返って～ほんの一部ご紹介します。

☆

1/1 初日の出

1/17 頭の雪が凍ってきたぁ

1/17 ヒグマの爪痕が・・・

1/27 逃げないエゾシカ

☆チビターニュース/山の実 ２０１３年１月２５日（金) 第５３号☆

２０１２年を振り返って～山・山麓での出来事

☆

2/11 幻日が現れました

3/9 氷の造形

2/17 エゾモモンガ巣材乾燥中?

ニョロニョロ

3/11 神秘的な着氷現象

3/31 エゾモモンガ糞 巣穴バレバレ

3/31 早くも巣作り（カラス)

4/18 春の珍事２ ユリカモメ

5/5 強風!耳毛がぁ～エゾリス

4/21 久しぶりにコアカゲラ

5/6 樹洞からおはよ（エゾモモンガ）

5/13 疥癬(かいせん)病のキタキツネ

5/15 はやっ

霧氷

エゾユキウサギ

5/13 峡谷に雪が被る

5/16 珍鳥

ジョウビタキ来道

2/18 キャーッ

－２８℃

3/22 エゾモモンガ繁殖中

3/4 イイズナ死骸・・・

3/24 野鳥襲撃ハイタカ仕業か

4/3 まだ眠いよぉ～（エゾモモンガ)

4/11 春の珍事か？カワウ

4/21 隠れているつもりエゾリス

4/25 ネズミの仕業

5/6 日本三鳴鳥

コマドリ

5/9 アカゲラお膳立て

5/14 ノスリとトビ仲良し～

5/14 サクラとキビタキ

5/19 サクラ葉のじゅうたん

5/24 カワセミがいました

☆チビターニュース/森のたね ２０１３年１月２５日（金) 第５３号☆

２０１２を振り返って～山・山麓での出来事

6/6 カワガラス給仕中

6/10 ヒグマ 遠くでも怖い！

6/11 逃げ足の速いエゾシカ

6/14 巣穴からシマリス

6/16 エゾシロチョウの羽化

6/17 オオアカゲラの子育て

6/19 エゾシカの威嚇

6/21 エゾライチョウ雛

7/1 クマゲラ現る

9/7 ウラシマツツジ

7/10 見事な雲海でした（黒岳）

雲の平

10/3 遅れた紅葉も見頃に

10/9 日暈が現れました

10/21 層雲峡峡谷吹雪状態

11/28 クルミ探し顔中真っ白

12/2 ようやくヒレンジャクが

6/11 イワツバメの巣材集め

6/18 エゾオコジョ参上

6/26 サンピラー（太陽柱)出現

6/27 仔ギツネ隠れてる？

7/19 チングルマ大群落

9/6 エゾモモンガ巣穴に蛇が

雲の平

10/3 黒岳石室周辺

11/10 層雲峡峡谷樹氷

12/6 まだ眠っていません熊足跡

10/3 エゾライチョウ

11/15 オツネントンボ家の中

12/8 エゾリス足跡くっきり

☆チビターニュース/森のたね ２０１３年１月２５日（金) 第５３号☆

12/15 イイズナが来ました
全身真っ白

12/21 窓に激突 脳しんとう中

超かわいい～

２０１２を振り返って～山・山麓での出来事

12/24 エゾシカだ!!!

ゴジュウカラ

悪

■

党

12/30 エゾモモンガ
顔

まだボーッとしています

大雪山麓を歩く～ 大 雪 原 生 林

【日時】 ３月１７日（日）
９：３０～１３：００
■

大雪山麓を歩く～ニセイノシキオマップ

【内容】国立公園山麓地域の新たな景勝地を訪ねます。

【日時】 ２月２４日（日）

【募集】１５名【集合】ビジターセンター

９：３０～１３：００

【持ち物】防寒装備、あたたかい飲み物等

【内容】国立公園山麓地域の新たな景勝地を訪ねます。
【募集】１５名【集合】陸万ドライブイン
【持ち物】防寒装備、あたたかい飲み物等
★★観察会は事前申し込みが必要です★★

～雪の結晶を作ろう～毎日開催中です！

★★詳細についてはお問合せください★★

参加自由・無料/申し込みは不要です

11月

黒岳気象

11/23 エゾクロテン

上川/層雲峡・気象
12/1 層雲峡降雪17cm 上川21cm 温泉街最低気温－13℃

11/24 イスカ、キタキツネ

上 11/21 七合目積雪130cm
上 11/22 七合目積雪170cm

11/28 エゾリス

層 11/25 七合目積雪190cm

12/2 温泉街最低気温－16℃

11/28 七合目積雪210cm

12/6 上川・層雲峡降雪１５cm

12月
12/1 オオアカゲラ
12/2 キレンジャク200羽(写真では数が少ないヒレンジャクのみ)
12/6 ヒグマ足跡

キレンジャク鳴声

12/1 今冬初の窓霜

層 11/30 七合目積雪220cm(五合目180cm)
層 七合目の積雪は1998年以来の多さ(1998年11月30日 220cm)
層上 五合目は統計のある1992年以降では最も多い量となった

12/8 ヤマセミ、キバシリ、エゾリス、エゾクロテン
12/10 ウソ、ヤマガラ
12/11 ジョウビタキ死骸
12/12 幻日
12/13 ヤマセミ

層 昨年の同時期では、七合目100cm 五合目65cm 1mもの違いが
上 12/1 七合目積雪270cm
層 12/7 七合目積雪300cm
上 12/12 七合目積雪350cm
層 12/31 七合目積雪320cm(強風で飛ばされたと推測)

12/15 イイズナ、クマゲラ、オオアカゲラ、ヤマゲラ

温泉街最高気温－８℃

12/6 上川最大瞬間風速24.9ｍ

最高気温－9℃
12月観測史上1位

12/7 温泉街最高気温－１０℃
12/7 ４日から道内大荒れ 5、6日は石北・北見・三国峠通行止め
12/8 温泉街最低気温－１８℃
12/9 層雲峡降雪57cm

上川78cm
層・１２月観測史上１位 上・年間観測史上１位
12/10 層雲峡降雪40cm(１２月観測史上３位) 上川13cm
12/10 10日現在層雲峡積雪深144cm 上川１１７㎝
層・１２月観測史上１位 上・年間観測史上１位

１２月末に300cm超えは1998年以来(昨年同時期250cm)

ヒレンジャク５羽、虹
12/17 ハイタカ
12/18 オオワシ
12/21 ハイタカ

層
上川/層雲峡・気象
上 11/21 層雲峡積雪深30cm(昨年28cm)
層
上 川積雪深14cm(昨年15cm)
上
降雪量11月21日現 層雲峡51cm(昨年48cm）

12/13 温泉街最低気温－２２℃

12/30 エゾモモンガ、ヤマゲラ

上

12/24 上川最低気温－24.8℃（12月観測史上2位）

1/2
1/5
1/8
1/12
1/16
1/18
1/19

1月
オジロワシ
彩雲、シメ、ウソ、ヤマガラ４羽
幻日(上) 彩雲、ヤマセミ、オジロワシ、カワガラス
オオワシ
オオワシ
エゾモモンガ、雄ジカ
雄ジカ死骸、オオワシ、オジロワシ幼鳥

1/20 雄ジカ４頭、キレンジャク

上
上
層
層
上
上
層

降雪量11月21日現 上 川28cm(昨年33cm）
昨年は雨が降り一時積雪ゼロとなりましたが、
出だしとしては、ほぼ昨年並みで推移

12/20 温泉街最高気温－１３℃
12/24 温泉街最低気温－２６℃

12/27 温泉街最高気温－16℃
12/31 層雲峡12月降雪量221cm

11/25 層雲峡積雪深39cm(２５日現

昨年同時期降雪量220cm
12/31 上 川12月降雪量225cm
昨年同時期降雪量199cm

昨年同時期降雪量72cm

ぼくは「アオダイショウ」の幼体。
今年もよろしくねっ！！！
皆が幸せな一年でありますように。

積雪深89cm
積雪深92cm
積雪深65cm
積雪深83cm

12/31 12月観測史上最高は層雲峡：２００５年284cm 上川：1988年386cm

積雪深41cm

1/3

層雲峡降雪27cm

積雪深7cm

1/6

層雲峡降雪17cm

最終的に11月については昨年を大幅に上回る

極寒!!!

12/25 上川最低気温－25.2℃（12月観測史上1位）

11/24 温泉街最高気温－7℃

１１月過去4番目の多さ)
11/27 層雲峡降雪28cm 上川降雪19cm
11/30 層雲峡11月降雪量137cm 積雪深50cm
昨年同時期降雪量 80cm 積雪深17cm

最高気温－15℃ 極寒!!!

12/25 温泉街最低気温－２７℃

11/23 層雲峡降雪17cm

上 11/30 上 川11月降雪量108cm

観測地 ： 上・上川
層・層雲峡
カレンダー期間 ： 11/21～01/20

12/19 温泉街最高気温－１１℃

1/13 層雲峡降雪２０cm
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