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エゾモモンガの繁殖期

～ ３月 ≫

本来エゾモモンガは夜行性です。但し、日中も活動することはありますが、早朝、陽が上がった段
階でも巣穴から出て排泄行動をとります。今回は３月下旬の午後、森の中を散策中に複数のエゾモ
モンガが巣から出て「追いかけっこ」のような行動をしていました。しばし観察していると、どう
やら繁殖期のようです。繁殖期は早春で 2 月下旬から 3 月下旬、初夏は６月中旬から７月下旬に交
尾が行われます。1 回の出産の新生数は 2～6 匹で子育てはメスだけで行います。仔は生後約 10 週
目に親離れし、翌年には繁殖が可能となります。一度の交尾の時間は約１０分程度、交尾が終わる
とまた巣穴に戻ります。交尾の瞬間を目撃することは非常に難しいですが、野生動物の営みを目の
当たりにして、大変に貴重な時間となりました。しかし、寿命は３年未満と非常に短いのです・・・。

☆チビターニュース/山の実 ２０１6 年 3 月 25 日（金） 第 72 号☆
☆

野生動物には餌を与えないようにお願いします。
＊＊＊キタキツネの
おねだり２月上旬＊＊＊
何やら奇声を上げながら寄って
きました。あまりの至近距離に
こちらが身構えるほど・・・。
明らかに餌を「おねだり」して
います。やせ細ってはいないた
め、自分でも餌を捕れるのでし
ょうが、困ったキツネです。勿
論、最初に餌を与えたのは人間
です。複数回に渡り餌をもらっ
た影響で、まったく人を恐れて
いません。野生のキツネですが、
異様な光景です。与える餌にも
よりますが、お菓子類等の甘さ
は下剤となってしまい、結果、
免疫力が落ちて体中は虫だらけ
になり最後は息絶えてしまうの
です・・・。

＊＊＊川霧＊＊＊

水温が気温より高い場合に生ずる蒸気霧の一種です。夜間の放射冷却で気

温が低くなった空気が弱い風で水面付近に運ばれると、水温が高いため水面から蒸発する水蒸
気が冷却し、再び凝結して霧粒となります。中々幻想的な景色ですが、あまりの寒さに手が「か
じかんで」思うようにシャッターがきれませんでした。
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☆チビターニュース/森のたね ２０１6 年 3 月２５日（金） 第 72 号☆
☆

＊＊＊ヒグマの冬ごもり明け＊＊＊
ヒグマが冬ごもりに入る時季は早い個体で１１月下旬、積雪が２０～３０㎝以上になる
と通常冬ごもりを始めます。冬ごもり明けは、気象状態や個体によって異なりますが、
若い雄グマや 1～２歳の子を連れた母グマは３月中旬に冬ごもりから明けます。新生子
のいる母グマや体力のある成獣は５月の GW 頃に明けます。既にヒグマは出てきていま
すので、これからの登山・山菜シーズンは要注意です。鳴り物は必ず持参して下さい。

＊＊＊フキノトウ＊＊＊

＊＊＊ネコヤナギ＊＊＊

3 月中旬、フキノトウが顔を出しました。キク科でフ

春の訪れを告げる植物「ネコヤナギ」。ヤナギ科ヤ

キ属の多年草で日本原産の山菜で全国の山野に自生

ナギ属の落葉低木。全国の水辺で見られ、他のヤ

しています。フキノトウはつぼみの部分にあたり、こ

ナギ類の開花よりも一足早く花を咲かせます。花

の花が咲いた後には地下茎から伸びる葉（ふき）が出

期は 3〜4 月。「ネコヤナギ」の和名はネコの尾に

てきます。このまま春に向かってほしいですが、中々

見立てたことによります。

そうはいかないのでしょうね～。

3/18 層雲峡

3/20 上川町

■

平成２８年度年間講座策定中

■

４月には確定し皆様にご案内する予定です
折って切って開いたら、あらステキ♪

5/8 ピウケナイ山（予定）要縦走経験者

子供から大人まで楽しめます。

★★観察会は事前申し込みが必要です★★

参加自由・無料/申し込みは不要です

★★詳細についてはお問合せください★★

■２０１５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

1月↓
エゾシカ残滓に群がる

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

上川・層雲峡気象↓
1/22 上川降雪２０㎝

1/25 彩雲

層
上

1/28 ハイタカ

上

1/27 層雲峡降雪２１㎝

上川１１㎝

1/28 層雲峡降雪１５㎝

上川２０㎝

1/21 オジロワシ・オオワシ

2/8
2/9
2/10
2/12
2/20
2/21
2/26
2/28

1/25 センター前早朝マイナス２３℃

2月↓
彩雲
ハイタカ、オオワシ
オオワシ
ワタリガラス２羽
オジロワシ２羽
オオワシ
エゾモモンガ
オオワシ、セグロセキレイ(越冬)、エゾモモンガ

上
上
層
層
層
層
上
上

1/31 上川降雪１４㎝

オオワシ3羽

層

2/10 層雲峡降雪２１㎝

上川２５．３℃

1/31 1月降雪量

層雲峡２１３㎝ 上川２１７㎝
昨年同月
層雲峡１３６㎝ 上川１２５㎝
1月積雪深 層雲峡１１９㎝ 上川７８㎝
昨年同月
層雲峡１１１㎝ 上川８６㎝
1/31 層雲峡１月積雪深１１９㎝ １月観測史上4位
2/5 層雲峡降雪２１㎝ 上川１４㎝
2/7 層雲峡降雪１１㎝ 上川１５㎝
上川１１㎝

2/13 １４日早朝にかけて層雲峡・上川降雨

3月↓
3/4 シマフクロウ、オオワシ
3/5 オジロワシ、オオワシ
3/6 クマゲラ
3/12 オジロワシ幼鳥

上
層
層
層

2/13 センター前最高気温９℃

2/18 層雲峡降雪２１㎝

最高気温１０℃
上川１８㎝
上川１５㎝

3/19 エゾモモンガ

上

2/21 層雲峡降雪１２㎝

上川１３㎝

1/29
2/2
2/19
2/21
2/24
2/26
2/27
3/8
3/10

黒岳気象↓
七合目積雪２６０㎝
七合目積雪２８０㎝
スキーリフト運行開始 七合目積雪３００㎝
七合目積雪３４５㎝
七合目積雪３７０㎝
七合目積雪３８０㎝
七合目積雪３８５㎝
七合目積雪３６５㎝
七合目積雪３４０㎝

2/14 センター前最低気温０℃
2/17 層雲峡降雪２０㎝

2/22 層雲峡降雪１４㎝
2/29 2/14層雲峡

日最大１時間降水量７．００㎜
２月観測史上１位

2/29 層雲峡月間降水量１０７．００㎜ ２月観測史上３位
2/29 上川

日最大瞬間風速２１．８m/s

２月観測史上１位

2/29 上川

月間日照時間の少なさ５０．１時間
２月観測史上１位

2/29 2月降雪量

昨年同月
2月積雪深

3/10 七合目積雪３６０㎝

昨年同月

3/17 七合目積雪３８０㎝

層雲峡１７９㎝ 上川１５５㎝
層雲峡１２６㎝ 上川９４㎝
層雲峡１２９㎝ 上川９６㎝
層雲峡１２５cm

カレンダー期間：1/21-3/20

3/19 七合目積雪３７０㎝

上川９１㎝

観測地：上・上川

層・層雲峡
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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。
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