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地面から、水面から、春を待ちわびた植物たちが芽を伸ばします。一年で

最も生命の力強さを感じる季節かもしれません。芽吹いた葉から、「これは

どんな花を咲かせるのだろう？」と想像しながら歩くのも楽しいですよ。

新緑の芽吹きに合わせて、この時期のもう一つの主役、夏鳥たちも続々と

やって来ています。

春の芽吹きと囀り…
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○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

VC

☆☆☆温根内ビジターセンター　探勝木道周辺の自然情報☆☆☆

○表紙の写真 上：バイケイソウの葉　中右：アオジ　中左：ヒメカイウの芽吹き　下：ヤマドリゼンマイの芽吹き
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～温根内探勝木道周辺の自然～

ホロムイツツジ

アオサギ

【カブスゲ】

カヤツリグサ科　株菅

木道沿いにも見られるヤチ

ボウズの頭に緑が茂り、そ

の先端に筆のようなものが

見えます。これがカブスゲ

の花。花粉を出しています。

【エゾヒメアマナ】

ユリ科　蝦夷姫甘菜

ビジターセンターに来る途

中の道脇に、人知れずひっ

そりと咲くユリ科の花で

す。絶滅危惧Ⅱ類に指定も

されています。

【ホロムイツツジ】

ツツジ科　幌向躑躅

ミズゴケ湿原も植物が賑わ

いを見せつつあります。例

年より旺盛に咲いているの

はこの花、別名ヤチツツジ

です。絶滅危惧Ⅰ B 類。

【エゾオオサクラソウ】

サクラソウ科　蝦夷大桜草

鶴居軌道沿いのやや湿った

ところに咲きます。目を引

く紫の花と、みずみずしい

葉が春らしく、とても絵に

なる植物です。

【エゾシカ】

シカ科　蝦夷鹿

遊歩道にノソッと出てきた

大きなエゾシカ。よく見る

と頭に角の生えていた跡が

あります。角を落としたば

かりのオスのようでした。

【エンコウソウ】

キンポウゲ科　猿猴草

ハンノキ林の水辺に真っ先

に彩りをくれる植物です。

にゅっと伸びた茎を見て、

名前の猿猴（テナガザル）

を感じてください。
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～温根内探勝木道周辺の野鳥～

■マガン■オオハクチョウ■マガモ■キジバト（5/7 初認）■アオサギ■タンチョウ■クイナ（4/22 初認）■ツツ

ドリ（5/9 初認）■オオジシギ（4/29 初認）■タシギ■トビ■オジロワシ■ノスリ■アリスイ（4/19 初認）■コゲ

ラ■オオアカゲラ■アカゲラ■クマゲラ■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（4/23 初認）■ヤブサメ（5/6 初認）■エナガ■エゾムシクイ（4/29 初認）■セン

ダイムシクイ（5/6 初認）■メジロ（4/29 初認）■ゴジュウカラ■キバシリ■ミソサザイ■クロツグミ（4/29 初認）

■アカハラ（4/23 初認）■ツグミ■ノビタキ（4/15 初認）■キビタキ（5/9 初認）■オオルリ（5/9 初認）■ニュ

ウナイスズメ（4/29 初認）■ハクセキレイ■ビンズイ（4/29 初認）■タヒバリ■カワラヒワ■マヒワ■ベニマシコ

■カシラダカ■アオジ（4/23 初認）■オオジュリン

○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

釧路湿原は夏鳥たちの囀りが賑やかです。今年もバードウォッチングの季節がやってきました。葉が茂って見通しにくくなる

前の今が絶好の観察時期です。また、耳を済ませると色々な鳴声が聞こえてきますが、低い植生の湿原内と、樹木の多い丘

陵地側では野鳥の種類が少し違うというのがわかると思います。

【カシラダカ】　旅鳥

ホオジロ科　頭高

渡りの途中に立ち寄る旅

鳥。群れでしばらく滞在し

ていましたが、アオジと入

れ替わるようにして温根内

を後にしていきました。

【ハクセキレイ】　夏鳥

セキレイ科　白鶺鴒

「チチン・チチン！」とい

う声とともに姿を現す時が

あります。街中でも見かけ

るこの鳥も渡り鳥の一種

で、道内でも繁殖します。

【エナガ】　留鳥

エナガ科　柄長

北海道のエナガは亜種シマ

エナガ。本州のエナガと少

し違い、頭部まで真っ白な

のが特徴です。名前の通り

の長い尾羽にもご注目。

【アオジ】　夏鳥

ホオジロ科　青鵐

夏鳥では最もよく見かける

種の一つ。樹上で複雑に

囀るオス美声が聞こえま

す。地面に近いところでは

「チッ」という地鳴きも。

☆☆☆☆　タンチョウ等身大パネル登場！　☆☆☆☆

■アオイスミレ■アキタブキ■イヌコリヤナギ■ウスイロスゲ■ウラホロイチゲ■エゾエンゴサク■エゾオオサクラソ

ウ■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■オオバナノエンレイソ

ウ■カブスゲ■ガンコウラン■キジムシロ■キタミフクジュソウ■キヌヤナギ■ケヤマハンノキ■セイヨウタンポポ *

■タガネソウ■タチヤナギ■チシマネコノメソウ■ツボスミレ■ツルスゲ■ナガバヤナギ■ネコノメソウ■バッコヤナ

ギ■ハリスゲ■ハルニレ■ハンノキ■ヒエスゲ■ヒカゲスゲ■ヒメイチゲ■ヒメシャクナゲ■フクジュソウ■フデリン

ドウ■ホロムイスゲ■ホロムイツツジ■ミズバショウ■ミツバツチグリ■ミミナグサ■ミヤマスミレ■ヤチヤナギ■レ

ンプクソウ■ワタスゲ

○温根内探勝木道周辺で観察された花（4 月 15 日～ 5 月 14 日）※和名は五十音順　* 外来種

※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。

※温根内木道周辺の植物を折ったり持ち帰ったりしないようお願いします。また、木道から降りて写真を撮ることは

　おやめください。皆様が気持ちよく散策・観察できるようご理解とご協力をお願いします。

この度ビジターセンター館内の一角に、タンチョウの等身大パネルを設置しました！本

物のタンチョウを間近で観察できる機会はなかなかありませんが、こうしてパネルにし

て隣に立ってみると、その大きさに改めて驚かれるかと思います。タンチョウの成鳥は

首を伸ばすと、体長は約150cm（！）。日本の10 歳程度の子どもの平均身長くらいの

大きさがあります。その大きさをぜひ実感してみてください。（この展示には、株式会

社福原様、サントリー酒類株式会社様、サントリーフーズ株式会社様から釧路湿原国立

公園連絡協議会に寄付された寄付金の一部を使用させていただきました。）
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　　　　　　　 ：

開館時間：9：00 ～ 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
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温根内ビジターセンター  フェイスブック

～最新情報をご確認下さい～

新型コロナウイルス感染拡大により、

北海道内に緊急事態宣言が発令される

ことになりました。

これにより、当センターも各イベント

が中止される可能性があります。恐れ

入りますが、当センターの SNS、ホー

ムページ等で、今後の最新情報をご確

認ください。

☆☆☆☆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

♪初夏の花を見に行こう

　〔日時〕6 月 6 日（日）10：00 ～ 12：00　　〔定員〕　10 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

釧路湿原はいよいよ花のシーズン到来です。初夏を代表する湿原の花々を観察しましょう。

○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 野鳥観察会

　〔日時〕6 月 5 日（土）8：00 ～ 10：00　　〔定員〕　10 名（小学生は保護者同伴）

　〔参加費〕無料　　　　　　　　　　　　　　〔集合場所〕シラルトロ自然情報館駐車場

新型コロナウイルスの感染状況により行事自体が中止になる可能性があります。事前に各施設へご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土
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見に行こう
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休館日
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♪ PV スポット

ガイド
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休館日
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休館日
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☆☆☆☆☆　温根内イベントカレンダー（6 月）　☆☆☆☆☆

♪ P
パークボランティア

V スポットガイド
この日は釧路湿原国立公園パークボランティア（PV）の方々が、木道上の見

どころのあるスポットでガイドをしてくれます。スポットガイドは 6 ～ 9 月

の期間、月に 1 回行う予定です。申込み不要。通りすがりで大丈夫！

※新型コロナウイルスの感染状況によって中止になる場合もございます。一昨年の様子
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釧路湿原国立公園パークボランティア（PV）の方々が、木道上の見


