【エゾナキウサギ～９月】ウラシマツツジとエゾナキウサギ、やはり色が付くと絵になりますね。色付きは昨年同様
に早かったですが、暖かい日が続き「紅葉前線スタート」は９月の上旬となりました。日本では、北海道だけに生息
するナキウサギ、道内では２００ⅿの低地から、２０００ⅿの高山にまで生息しています。今年は天敵の「オコジョ」
の目撃が多く、仔も随分と現れたりしてナキウサギにとっては大変な一年になったようです。

ポン黒岳にて

【大雪山の動物たち・８月下旬～９月上旬】左から「エゾユキウサギ」
「キタキツネ」
「エゾシマリス」
「ホシガラス」
です。降雪の多い年でしたが、６月には季節外れの雪、７月の低温で雪どけが遅れたと思いきや後半は猛暑の連続
と前半の長雨、おまけにはとんでもなく早い初雪(積雪のレベルでした)。また、猛烈な風が吹いたり豪雨がたたき
つけたり、しまいには霰(あられ)が降ったり・・・。もう「平年並み」という言葉は死語となるのでしょうか？気
象が安定しないため、餌の確保も含め動物たちにとっても大変な年となったようです。

来年こそは・・・。

☆チビターニュース/山の実 ２０１８年９月 25 日（火） 第 8７号☆
☆

【2018 年のお花～８月】５月後半から６月前半にかけて気温が上がり、雪どけも順調に進みま
したが、６月中旬に大雪山連峰一帯に降雪がありました。全体的に「蕾」となっていたお花は、
開花に大きく左右される結果となりました。花数も少なく、小ぶりで「まばら」な開花状況でし
たが、雪どけが遅かった場所では８月前半から中旬にかけてようやく「群落」状態となりました。

写真(左から)：チングルマ・エゾコザクラ・ミヤマアキノキリンソウ
【初雪～8 月↓】８月１７日初雪が降りました。あまりにも早い雪、１９７４
年からの統計後最速の初雪観測となりました。ちなみに、８月に初雪が観測さ
れたのは、02 年 8/21・03 年 8/30 です。石室周辺では「うっすら」積もる
雪でしたが、写真の「小泉岳」周辺では５０㎝以上の積雪がありました。

【ウラシマツツジ～8 月↑】
8 月前半、黒岳石室周辺で数日間早朝
の気温が一桁の前半(1℃～3℃)で推
移。寒暖の差がでて色が付き始めまし
たが、その後の気温の上昇で 8 月後
半まで停滞しました。 写真：8/8

【ナキウサギ～8 月↑】8 月後半の日中に、ナキウサギに出会いました。左は、休憩中に足元に出てきてビックリ顔。右は、
座っている状態から徐々に足を伸ばし、とうとうお昼寝タイム。この日は気温も上がり、絶好のお昼寝日和のようでした。

☆チビターニュース/森のたね ２０１８年９月２５日（火） 第 8７号☆
☆

雲ノ平周辺

烏帽子岳周辺

赤石川周辺・熊糞

【ヒグマ～8 月↑】今年はヒグマの目撃情報等が多い年となりました。黒岳周辺での登山道上の目撃情報はありませ
んが、標高の高い山の「裾野」で採食している姿が複数回目撃されました。写真は、黒岳頂上周辺の雪渓上の親子グ
マです。この後雪渓を登りきり、採食していました。旭岳方面の裾合分岐付近で、親子グマが登山者夫婦に至近距離
まで近付く事例もありました。中々鳴り物を持参する方が少ないですが、ヒグマに遭わない努力も非常に大事です。
【チゴハヤブサ営巣～8 月】
ここ数年上川町内で、営巣・繁殖しています。
今回は二羽のヒナが誕生しました。高木の上
にあるカラスの巣を利用して繁殖し、自らは
巣はつくりません。今回もカラスの巣を再利
用していました。基本は高い場所に営巣しま
すが、今回は地上から約４m と非常に低い
場所で繁殖しました。上下に電線があり、外
敵から身を守りやすい点も考えたのでしょ
う。主に昆虫類を捕食しますが、何と「イイ
ズナ」
「エゾモモンガ」を捕食していました。
平地の開けた環境を好みますが、亜高山帯や
高山帯にも出現します。毎年同じ巣を続けて
使うことが多いです。
【エゾトリカブト～8 月】ダイセツトリカ
ブトよりもはるかに上回る高さ約６０-１２
０㎝、山地の林内や沢沿いのやや湿った所に
生育します。エゾトリカブトを含む「キンポ
ウゲ科」には有毒植物が数多くあり、その中
でもトリカブト類は代表格です。花・葉・根、
全て有毒です。層雲峡温泉街にも随分とこの

９月の前半に行ってみると随分と大きく、そして茶色の

トリカブトが増えてきました。

面が増えていました。すくすくと育っているようです。

【カムイの森のみち】片道１５分！
写真は９/１１、黒岳七合目「カムイ
の森のみち」展望台から。右が「烏
帽子岳」下部、左は黒岳九合目周辺。
眼前に迫る深紅の紅葉、センター「イ
チオシ」の紅葉散策スポットです。

折って切って開いたら、あらステキ♪
子供から大人まで楽しめます。
■平成３０年度年間講座■

参加自由・無料/申し込みは不要です

10/5-9 午前・紅葉ウォーク「紅葉谷」

■大雪山フィールドノート写真展■

午後・アイヌ語地名講座「ニセイを歩く」

（日時）常時展示
【場所】ビジターセンターレクチャールーム

★★観察会は事前申し込みが必要です★★

（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。

★★詳細についてはお問合せください★★

7/21 キタキツネ

７月↓
国道で車の犠牲に
7/25 エゾタヌキ 国道で車の犠牲に

層
層

7/29 ヒガシニホントカゲ

層

８月↓
8/2 カヤクグリ、ノゴマ、シマリス、ナキウサギ
エゾライチョウ親子
8/4 シマヘビ
8/8 ギンザンマシコ、ナキウサギ、チョウゲンボウ
エゾクロテン 国道で車の犠牲に
8/13 山ビル(ヤマヒル)
8/18 ミンク 国道で車の犠牲に
ナメクジ大量発生
8/21 エゾオコジョ(仔)、熊糞、ヒグマ(赤石川上流)
8/30 チゴハヤブサ営巣・繁殖(雛2羽)

上

8/9

黒岳気象他↓
５-７日にかけて、石室周辺霜 気温も一桁前半
8/7 石室水枯水

8/5

8/8

センター前最高気温２９℃ 今期最高
今期最高

7/27 上川町日最高気温３１．１℃

黒
上
層
黒
黒
層
層
層
上
黒

凌雲岳裾野・桂月岳裾野・赤石川周辺 大型のヒグマ

上川・層雲峡気象↓
今期最高
7/26 上川町日最高気温３０．９℃ 今期最高

7/21 センター前早朝最低気温２０℃

1974年からでは最も早い降雪

センター前最高気温３０℃ 今期最高
今期最高

7/28 上川町日最高気温３１．４℃

深い気圧の谷が北日本から東日本を通過。更に北海道付近
では等高度線が閉じて寒冷渦（かんれいうず）となっており、
強い寒気をともない雪となった。

7/29 上川町日最高気温３３．１℃ ７月観測史上１位

センター前最高気温３０℃ 今期最高

紅葉に影響がなければいいが・・・。

7/30 上川町日最高気温３２．０℃ ５日連続３０℃超え

8/18 石室早朝０℃

センター前最高気温３０℃ 今期最高

8/21 ウラシマツツジ色付きの範囲拡がる

7/31 上川町日最高気温３１．６℃ ６日連続３０℃超え

ウラジロナナカマドは「ほんのり」色付き

センター前最高気温３０℃ 今期最高

8/23 北東斜面「ダケカンバ」が広範囲で枯れる

8/16 道道銀泉台線落石の恐れの為通行止め １７日開通
8/17 センター前最低気温１０℃

局所的にウラシマツツジ色付く
黒岳石室周辺初雪 気温０℃

8/17 午前０時５２分

最高気温１３℃

長雨の影響か？、虫害(ハバチ等)の影響か？

8/17 上川町 日最高気温(低)１４．８℃ ８月観測史上３位

大気汚染か？酸性雨か？ 原因不明・・・。

8/18 センター前早朝最低気温９℃

9/3

層
層
黒
層
層
上

8/31 上川町 月平均気温(低)１７．９℃ 観測史上４位

9/11 石室早朝３℃

国道で車の犠牲に
9/18 温泉街に虹
9/18 エゾリス

層
層
上

9/11 センター前早朝最低気温６℃

9/19 エゾライチョウ、トドノネオオワタムシ(雪虫)上・層

上

9/19 上川町一時豪雨予報(８０㎜)

9/20 アオダイショウ

層

９月↓
9/3
9/8
9/12
9/13
9/17

クマゲラ
クマタカ、彩雲
ナキウサギ・シマリス頻繁に出没、霜柱
キタキツネ 国道で車の犠牲に
キタキツネ 国道で車の犠牲に 単独1 親子1
チゴハヤブサ

9/18 イイズナ

9/2
9/5
9/6

センター前早朝最低気温７℃
上川町日最低気温１９．５℃(高) 観測史上１位

9/12

上川町 日最大瞬間風速１７．５m/s 観測史上４位

9/16

胆振東部地震 上川町震度2
停電続くも９/７ ４時復旧

9/17
9/18

紅葉前線スタート ウラシマツツジ見頃
色付き進む
石室早朝３℃ 色付き進むも枯れかけも・・・
やはり気象(雪など)の影響が・・・
黒岳・赤岳紅葉見頃期 高原温泉色付き進む
大雪山一帯雪舞う 高原温泉見頃期
大雪山一帯雪・あられ舞う 温泉街色付く

9/19 大雪山一帯雪・あられ舞う

9/12 センター前早朝最低気温３℃

カ レ ン ダ ー 期 間 07/21-09/20
観測地：上・上川 層・層雲峡

9/18 温泉街一時あられ

あられ

黒・黒岳

【自然観察講座のご案内】
上記にも記載しましたが、１０月５
日～１０月９日午前午後を通して
層雲峡紅葉散策名所「紅葉谷」、ア
イヌ語地名講座「ニセイを歩く」が
行われます。この機会に是非ご参加
下さいませ。お待ちしております。

発行：大雪山国立公園
エゾオコジョの仔です。実に落ち着きがなく、
とにかく「すばしっこい」です。至る所から顔

℡

01658－9－4400 ／fax

01658－9－4401

アドレス : http://www.sounkyovc.net/
開館時間 ６月～１０月／８：００～１７：３０無休・入館無料
１１月～ ５月／９：００～１７：００月曜日休（祝祭日は翌日）
2018 年 9 月 25 日発行 M・K

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。

を出しますが、またすぐに引っ込みます。まる
で「もぐらたたき」のようでした(笑)。

