☆チビターニュース/山の実 ２０１7 年 1 月 25 日（水） 第 77 号☆
☆

1/29 寒い朝でした 窓に結晶が

2/6 センター講座の様子 銀河の滝

3/5 飛沫(しぶき)氷柱

3/17 バレバレ～ エゾモモンガの糞

3/21 チョロチョロと流れる沢水 巨大な氷柱群に

4/2 福寿草開花 (昨年は 4/9)

3/23 オジロワシ幼鳥 越冬？？？

4/14 随分と突きました クマゲラ

2/24 綺麗な樹氷ができた朝でした

3/17 ん？真冬にヘビの抜け殻

3/23 隠れているつもり～エゾモモンガ

4/14 ヒグマ足跡

結構大きい・・・

☆チビターニュース/山の実 ２０１7 年 1 月 25 日（水） 第 77 号☆
☆

4/22 ノスリ 巣材運搬中

4/27 エゾタヌキ ん？眼の横に傷が・・・

5/9 採食中 まったく人目を気にしません

5/9 幸せの青い鳥 オオルリ

5/6 ３年連続でコロニー アオサギ

5/24 羽化中

エゾハルゼミ

ターン

6/9 親子～滅多に人前には出てきません

6/28 道路なんですけど・・・

7/31 雪どけが遅く群落形成も遅れました
?

6/12 今年の大雪山は残雪が多いです

6/28 親子～

7/31 ヒグマの目撃情報が多い年でした

6/28 野鳥ゲット

7/10 こんな所から

キタキツネ

しかも２匹で・・・

8/10 雪とお花さらには紅葉も 季節感が・・・

☆チビターニュース/森のたね ２０１7 年１月２５日（水） 第 77 号☆
☆

8/18 山で出会うとドキッ ギンザンマシコ

8/25 左の仔熊こけてます

8/18 チシマヒョウタンボク実

9/24 紅葉も遅れましたがようやく見頃に

9/24 黒岳カムイの森のみちから(七合目周辺に新散策路)

10/9 層雲峡散策名所「紅葉谷」

10/23 紅葉アート

紅葉が終わった後の楽しみ

毒あるよ～

10/7 峡谷上に雪が

10/18 層雲峡峡谷 見事な紅葉です

11/6 見事な氷柱群 まだまだ大きくなります

8/25 連続した台風で登山道も大きな被害が

9/24 巣穴からこんにちは

10/9 雨が当たり光り輝くハウチワカエデ

10/21 温泉街にも雪が 結果、根雪となりました

12/2 朝日に照らされて雪面がピンク色に

■

下期観察会のお知らせ

■
折って切って開いたら、あらステキ♪

2/19 ニセイノシキオマップ

子供から大人まで楽しめます。

3/26 大雪原生林

参加自由・無料/申し込みは不要です

尚、前号でご紹介の通り 3/18 までの
毎木・土曜日には銀河の滝：神削壁探訪

■２０１5 大雪山フィールドノート写真展■（日時）常時展示（内容）

を実施します。

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】

★★観察会は事前申し込みが必要です★★

ビジターセンターレクチャールーム
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★★

11/26

１１月↓
キレンジャク・ヒレンジャク多数

上 11/23

11/29

オオワシ
１２月↓
エゾシカ残滓にオオワシ・ワタリガラス群がる
エゾシカ残滓にオジロワシ３ オオワシ４群がる
ヤマセミ
エゾモモンガ、熊足跡
エゾシカ残滓にオジロワシ５ オオワシ５群がる

12/1
12/4
12/5
12/6
12/9

上川層雲峡・気象↓（積雪は１０㎝以上記載）

12/9 エゾリス、エナガ、ツグミ

11/25

黒岳他気象↓
七合目積雪２１０㎝

層 11/23 層雲峡降雪１２㎝ 上川降雪１２㎝

11/29

七合目積雪２４５㎝

上川降雪１０㎝
層 11/28 層雲峡降雪２８㎝ 上川降雪２２㎝
層 11/29 上川降雪１０㎝
上 11/30 11月降雪量 層雲峡２２１㎝ 上川２０３㎝
上
昨年同月
層雲峡９６㎝
上川５６㎝
層
１１月積雪深 層雲峡６０㎝ 上川４７㎝

12/2 七合目積雪２５０㎝

センター前最低気温マイナス１０℃ 最高気温マイナス１０℃

11/25

12/24

ヒレンジャク
クマゲラ
エゾモモンガ
ハギマシコ
エゾシカ残滓にオジロワシ２ オオワシ２群がる
熊足跡
クマゲラ
彩雲

上
昨年同月
層雲峡４４㎝ 上川３０㎝
上
降雪量層雲峡上川ともに平年値を大きく上回る
層
平年：層雲峡１３４㎝ 上川１２３㎝ １６５％
上 12/2 層雲峡降雪３３㎝ 上川降雪１４㎝
層 12/5 層雲峡上川一時雨
層 12/6 層雲峡降雪３５㎝ 上川降雪３０㎝
12/7 上川降雪１４㎝
層 12/15 上川最低気温マイナス１７．９℃ 今期最低
層 12/16 上川最低気温マイナス２０．０℃ 今期最低

12/28

彩雲

層 12/16 センタ―前最低気温マイナス１８℃

12/13
12/15
12/16
12/17
12/18

12/20

１月↓

12/22

1/1 キタキツネ

1/18 イイズナ

上
上
上
層
上
層
層

1/19 エゾモモンガ

上

1/4 エゾモモンガ
1/6 ヒレンジャク、ベニヒワ、太陽柱（サンピラー）
1/9 ツグミ７羽 センター前のナナカマド実啄む
1/16 エゾリス
1/17 クマゲラ

カレンダー期間：11/21-1/20

12/23
12/26
12/29
12/29
12/31
12/31

12/6 七合目積雪２７０㎝

七合目積雪２８０㎝
七合目積雪２９０㎝
12/16 七合目積雪３００㎝
12/27 七合目積雪３３０㎝

12/10

12/13

（ロープウェイ1/27 リフト2/17再開）

上川降雪１８㎝
層雲峡降雪２６㎝
層雲峡降雪２５㎝ 上川降雪１８㎝
層雲峡降雪１７㎝
上川最低気温マイナス２３℃ 今期最低
層雲峡降雪１０㎝
12月降雪量 層雲峡１９７㎝ 上川１５８㎝
昨年同月
層雲峡１６４㎝ 上川１６６㎝
１2月積雪深 層雲峡１１０㎝ 上川６７㎝
昨年同月
層雲峡 ６８㎝ 上川５１㎝

1/9 層雲峡降雪１１㎝
1/10 層雲峡降雪２２㎝

観測地：上・上川 層・層雲峡

1/14 センター前最低気温マイナス２３℃
1/15 層雲峡降雪１０㎝ 上川降雪１２㎝
1/16 層雲峡降雪２６㎝ 上川降雪１６㎝
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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。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

