
2016 年 5 月号　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 月 15 日（日）

釧路湿原国立公園　 　温根内ビジターセンター

月刊温根内通信№ 236

今年の大型連休は吹雪で始まり、雨や風の強い日が続くあいにくのお

天気でした。それでも夏鳥たちは文句も言わずにやってきて、例年通

りにぎやかにさえずりを始め、春の湿原を演出しています。

ビジターセンター入り口のエゾヤマザクラが 5 月 8 日に開花しました。

この季節に訪れる方々の心を和ませてくれたおなじみの風景も、今年

で見納めです。名残惜しいですね。

ビジターセンターとエゾヤマザクラ…
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～温根内探勝歩道周辺の花～
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※旬の自然情報についてはお気軽にスタッフまでお尋ねください。

【ホロムイツツジ】

ツツジ科　幌向躑躅

ミズゴケ湿原で白くて小さ

な釣鐘型の花を咲かせてい

ます。背丈が 30 ㎝ほどで

すが、立派な樹木です。

絶滅危惧Ⅰ B 類（EN）
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ヨシ・スゲ湿原

ハンノキ林

ミズゴケ湿原

丘陵地

○コース案内
外回り：約３．１ｋｍ（木道部分２．０ｋｍ、軌道跡部分１．１ｋｍ）
中回り：約２．０ｋｍ（木道部分１．４ｋｍ、軌道跡部分０．６ｋｍ）
小回り：約０．５ｋｍ（木道部分０．３ｋｍ、軌道跡部分０．２ｋｍ）
※２０ｍおきに木道の縁に番号札が付いています。

鶴居軌道跡
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～温根内ビジターセンター　探勝歩道周辺の自然情報～

○表紙の写真　上：ビジターセンターとエゾヤマザクラ　中右：エゾヤマザクラ　中左：コゴミ（クサソテツ）　下：エゾオオサクラソウ

温根内木道地図

【エンコウソウ】

キンポウゲ科　猿猴草

鶴居軌道跡やハンノキ林

などで見られます。花茎が

這って伸びる姿がテナガザ

ル（猿猴）の手に似ている

ことから和名が付きました。

【カブスゲ】

カヤツリグサ科　株菅

やちぼうずの頭の上では、

やちぼうずを形作るカブズ

ゲの目立たない花が咲いて

います。ハンノキ林や鶴居軌

道跡の沢沿いで見られます。

【ネコノメソウ】

ユキノシタ科　猫目草

高さ 20 ㎝ほどの小さな植

物で、鶴居軌道跡の湧水で

見られます。小さな雄しべ

は 4 本で、葉は交互につ

きます（互生）。

【エゾネコノメソウ】

ユキノシタ科　蝦夷猫目草

他のネコノメソウに比べ花

の周りの葉（苞葉）が黄色

く、雄しべは 8 本。葉は

互生します。鶴居軌道跡の

湧水周辺で見られます。

【チシマネコノメソウ】　

ユキノシタ科　千島猫目草

鶴居軌道跡の湧水周辺の斜

面などで見られます。小さ

な雄しべは 8 本で、葉は対

でつきます（対生）。根元に

ロゼット葉があります。
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■オオハクチョウ■ヨシガモ■ヒドリガモ■マガモ■キジバト（4/22 初認）■アオサギ■タンチョウ■クイナ（4/24

初認）■ツツドリ（5/5 初認）■オオジシギ（4/23 初認）■トビ■オジロワシ■チュウヒ■ノスリ■アリスイ（5/5

初認）■コゲラ■アカゲラ■オオアカゲラ■ヤマゲラ■カケス■ハシボソガラス■ハシブトガラス■ハシブトガラ■ヒ

ガラ■シジュウカラ■ヒバリ■ヒヨドリ■ウグイス（4/16 初認）■エナガ■エゾムシクイ（4/25 初認）■センダイ

ムシクイ（5/5 初認）■ゴジュウカラ■キバシリ■コムクドリ■アカハラ（4/27 初認）■ツグミ■コルリ（5/12 初認）

■ノビタキ■キビタキ（5/12 初認）■オオルリ（5/5 初認）■ニュウナイスズメ（4/25 初認）■ハクセキレイ■

ビンズイ（4/26 初認）■カワラヒワ（4/20 初認）■ベニマシコ■カシラダカ■アオジ■クロジ■オオジュリン

～温根内探勝歩道周辺の鳥～
夏鳥が続々とやってきて、温根内周辺はきれいなさえずりでとても賑やかです。木の葉が生え揃わない 6 月半ばま

では鳥の姿を見つけやすく、バードウォッチングには最適の時期です。ビジターセンターでは双眼鏡を無料で貸し出

しています。お気軽にご利用ください。

【センダイムシクイ】　夏鳥

ムシクイ科　仙台(千代 )虫食

「チヨチヨビー」というさえ

ずりは解りやすく、あちこ

ちで聞こえるので、とても

見つけやすい夏鳥です。頭

から背は緑かかった茶色。

【エゾムシクイ】　夏鳥

ムシクイ科　蝦夷虫食

「ヒーツーキー」というと

ても大きな声でさえずりま

す。センダイムシクイに比

べて、頭上が灰色っぽい茶

色をしています。

【クロジ】　夏鳥

ホオジロ科　黒鵐

北海道では夏鳥、温根内で

は渡りの途中に通過する旅鳥

です。アオジより少し大きく、

黒っぽいのが特徴で、鶴居軌

道跡の湧水地で見られます。

【シジュウカラ】　留鳥

シジュウカラ科　四十雀

5 月下旬になるとさえずり

は聞こえなくなります。樹

洞などでメスが卵を温め、

オスが餌を運び、忙しい子

育てが始まります。

○温根内周辺で観察された鳥（4 月 15 日～ 5 月 14 日）※和名は日本鳥類目録第 7 版の順

☆☆☆自然ふれあい行事「春の湿原ハイク」が開催されました☆☆☆

５月８日（日）、パークボランティアの大西氏の案内で、春の湿原

ハイクが開催されました。当日は冷たい風が吹き、時折雨が降るあ

いにくのお天気でしたが、目立たない春の湿原の見所や植物の不思

議な生態について、大西氏らしいユーモアあふれる語り口で、参加

者の皆さんは楽しみました。

温根内木道の昔と今の植物の違い、ドクゼリの毒について、ヨシの

光合成、高層湿原のひみつ、タンチョウの生態など、話は多岐にわ

たり、長い間釧路湿原を見続けて来た大西氏らしい貴重な話が聞け

ました。参加者：２０名

■アキタブキ■イヌコリヤナギ■エゾエンゴサク■エゾネコノメソウ■エゾノクサイチゴ■エゾヒメアマナ■エゾヤ

マザクラ■エンコウソウ■オオバタネツケバナ■オオバナノエンレイソウ■カブスゲ■キジムシロ■キタコブシ■キ

タミフクジュソウ■キヌヤナギ■クロミノウグイスカグラ■ケヤマハンノキ■サギスゲ■セイヨウタンポポ■チシマ

ネコノメソウ■ツボスミレ■ナガバヤナギ■ナズナ■ヌマハコベ■バッコヤナギ■ハンノキ■ヒメイチゲ■ヒメタガ

ラシ■フデリンドウ■ホロムイツツジ■ミミナグサ■ヤチヤナギ■レンプクソウ■ワタスゲ

○温根内周辺で観察された花（4 月 15 日～ 5 月 14 日）※和名は五十音順
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E-mail：ovc@hokkai.or.jp

ホームページ：http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/ 

　　　　　　　 ：

開館時間：10：00 ～ 17：00（11 月～ 3 月は 16：00 まで）

休館日：毎週火曜日（12/29 ～ 1/3 は休館）　入館無料

無料ガイドウォークのお知らせ

6 月 25 日（土）から 9 月末ま

での土日祝日と利用者が多く見

込まれる日に合わせて、1 日 2

回の無料ガイドウォークを実施

します。詳細については 6 月号

でお知らせします。たくさんの

ご参加をお待ちしております。

温根内ビジターセンター  フェイスブック

○塘路湖エコミュージアムセンター（あるこっと）⇒お申し込み☎ 015-487-3003

♪新緑の湿原バードウォッチング

　〔日時〕6 月 4 日（土）10：00 ～ 12：00　　〔定員〕　15 名（小学生は保護者同伴）

　〔参加費〕無料　　　　　　　　　　　　　　　   〔集合場所〕憩の家かや沼駐車場

☆☆☆☆イベントのご案内（6 月）事前の申し込みが必要です☆☆☆☆

○温根内ビジターセンター　⇒お申し込み☎ 0154-65-2323

♪春の湿原花ハイク

　〔日時〕6 月 5 日（日）10：00 ～ 12：00     〔定員〕　１５名（小学生は保護者同伴）

　〔参加費〕無料　　　　　 　　　　　　　　　　〔場所〕温根内ビジターセンター

湿原はいよいよ本格的な花のシーズンが始まりました。華やかな花から目立たない花まで

じっくりと観察し、花の釧路湿原を満喫します。

☆★☆ビジターセンター建て替え工事についてのお知らせ☆★☆

　温根内ビジターセンター建て替えに伴い、工事期間中に運営する仮設ビジターセンター

への引っ越し作業を行うため、以下の期間、トイレも含めてビジターセンターが一時的に

ご利用できなくなります。木道は通常通りご利用になれます。

臨時閉館※トイレも使えません：6 月 13 日（月）～ 6 月 19 日（日）
　工事期間中の 6 月 20 日から完成予定の来年 2 月までの間は敷地面積の都合上、トイレ

は小規模なものになります。大人数でのご利用の場合は近隣施設で済ませてからお越しい

ただけるよう、よろしくお願いいたします。

　また、車いす等のご利用の方が使用していた道

道 53 号線からビジターセンターまでの管理用道

路は、安全確保のため、工事車両専用になります

（地図参照）。そのためビジターセンター周辺まで

車で来ることができなくなるので、車いすでのビ

ジターセンター及び木道の利用が困難となります。

工事期間中はご不便とご迷惑をおかけいたします

が、ご理解いただけますようよろしくお願いいた

します。

※環境省釧路自然環境事務所報道発表資料から抜粋
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