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前号の発行直前に北海道に緊急事態宣言が発令され、残念ながら当ビジ

ターセンターはこの 1ヶ月間、ほぼ臨時休館となりました。人間と自然と

のかかわり方を改めて考えさせられる日々です。

これからの釧路湿原は植物たちが主役。色とりどりの花や実をつけた植物

が、今年も私たちを癒してくれています。

変わらず迎えてくれる自然…
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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
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☆☆☆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：ミズゴケ湿原に揺れるワタスゲの果穂　中右：カキツバタ　中左：カラフトイソツツジ　下：コヨシキリ

ビジターセンター

エゾハルゼミ

ミツガシワ

コンロンソウ

センダイムシクイ

ヒメカイウ

ウグイス

コムクドリ

カキツバタ

コサメ
ビタキ

コヨシキリ

～温根内探勝木道周辺の自然～

カラフトイソツツジ

ヒメシャクナゲ

ハナタネツケバナ

【ハナタネツケバナ】

アブラナ科　花種漬花

間近で見られる機会はここ

温根内のほかにはあまりな

い、貴重な植物です。花弁

の色は白色のほかに薄いピ

ンク色の個体もあります。

【コンロンソウ】

アブラナ科　崑崙草

鶴居軌道跡のやや湿った所

に咲きます。群生している

ととても目を引きます。和

名の「崑崙」の由来はよく

わかっていないそうです。

【ヒメシャクナゲ】

ツツジ科　姫石楠花

ミズゴケ湿原にわずかな期

間花をつけ、いつも見落と

しがちになる本種。名前の

とおり、葉の形は同じ科の

シャクナゲに似ています。

【ヒメカイウ】

サトイモ科　姫海芋

白く見えるのは花ではなく

「苞」という葉の一種です。

よく似た同じサトイモ科の

ミズバショウとの違いも探

してみてください。

【エゾハルゼミ】

セミ科　蝦夷春蝉

丘陵地の林から大合唱が聞

こえています。スゲの中か

ら声がしたのでよく見る

と、羽化したばかりと思わ

れるオスがいました。

【ミツガシワ】

ミツガシワ科　三柏

初夏の代表格ともいえる花

で、水面の見える湿原に群

生して咲きます。茎の下の

方から順に咲き、今は実を

つけています。

絶滅危惧Ⅰ B 類 準絶滅危惧種
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～温根内探勝木道周辺の野鳥～

■マガモ■キジバト■アオバト（5/23 初認）■アオサギ■タンチョウ■クイナ■ツツドリ■カッコウ（5/27 初認）

■アマツバメ（5/22 初認）■オオジシギ■トビ■オジロワシ■アリスイ■コゲラ■オオアカゲラ■アカゲラ■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■ヒヨドリ■ウグイス■ヤブサメ■エナガ■エゾ

ムシクイ■センダイムシクイ■メジロ■マキノセンニュウ（5/27 初認）■シマセンニュウ（6/5 初認）■エゾセン

ニュウ（6/7 初認）■コヨシキリ（5/19 初認）■ゴジュウカラ■キバシリ■コムクドリ（6/11 初認）■クロツグ

ミ■アカハラ■ノゴマ（5/19 初認）■コルリ（5/19 初認）■ノビタキ■コサメビタキ（5/17 初認）■キビタキ■

オオルリ■ニュウナイスズメ■ハクセキレイ■ビンズイ■カワラヒワ■マヒワ■ベニマシコ■イカル■アオジ■クロジ

（5/18 初認）■オオジュリン

○温根内周辺で観察された鳥（5 月 15 日～ 6 月 14 日）和名は日本鳥類目録第 7 版の順

初夏の釧路湿原では、野鳥たちの賑やかな囀りが楽しめています。これからは子育ての時期に入り、雛鳥の姿も見られるよう

になるかもしれません。もし、飛べなくなっている雛鳥を見つけても、近くに必ず親鳥が見守っていますので、そっとしてお

いてあげましょう。

【コサメビタキ】　夏鳥

ヒタキ科　小鮫鶲

高くてささやくような声で

鳴きます。灰褐色の羽の色

が鮫に似ていることが名前

の由来。つぶらな目ではコ

ムクドリに負けません。

【マヒワ】　漂鳥

アトリ科　真鶸

昨年の秋から VC 周辺を

賑わせてくれたマヒワ。5

月の下旬まで確認できまし

た。また温根内に帰ってき

てくれることでしょう。

【コムクドリ】　夏鳥

ムクドリ科　小椋鳥

ハンノキにつがいで止まっ

ていました。夕日に照らさ

れながらこちらを見つめて

おり、ほほえましい姿に出

会えました。（写真はオス）

【センダイムシクイ】　夏鳥

ムシクイ科　仙台虫喰

チヨチヨビー、の声を毎日

響かせているおなじみの夏

鳥。ですがその大きさはス

ズメより小さく、姿を見る

のはなかなか難しいです。

■アカンカサスゲ■イタヤカエデ■イッポンスゲ■ウスイロスゲ■エゾエンゴサク■エゾオオサクラソウ■エゾオオバ

コ■エゾオオヤマハコベ■エゾカラマツ■エゾカンゾウ■エゾニワトコ■エゾネコノメソウ■エゾノクサイチゴ■エゾ

ノコリンゴ■エゾヤマザクラ■エナシヒゴクサ■エンコウソウ■オオアマドコロ■オオカサスゲ■オオツリバナ■オオ

バタネツケバナ■オオバナノエンレイソウ■オオヤマフスマ■オニグルミ■カキツバタ■カサスゲ■カブスゲ■カラ

フトイソツツジ■キクムグラ■キジムシロ■ギョウジャニンニク■クサノオウ■クリイロスゲ■クロミノウグイスカグ

ラ■ケヤマハンノキ■コウボウ■コケイラン■コツマトリソウ■コハコベ■コンロンソウ■サギスゲ（花・実）■サワ

シバ■シラオイハコベ■シロツメクサ * ■シロバナエゾノタチツボスミレ■スズメノカタビラ■スズメノヤリ■セイヨ

ウタンポポ * ■タガネソウ■タチヤナギ■ツボスミレ■ツメクサ■ツリバナ■ツルスゲ■ナガバツメクサ■ナズナ■ヌ

マハコベ■ネコノメソウ■ネムロブシダマ■ノミノフスマ■バイケイソウ■ハクサンスゲ■ハナタネツケバナ■ハリス

ゲ■ハルザキヤマガラシ * ■ヒエスゲ■ヒカゲスゲ■ヒメカイウ■ヒメシャクナゲ■ヒメタガラシ * ■フデリンドウ■

ホロムイスゲ■ホロムイツツジ■マムシグサ■ミズナラ■ミズバショウ■ミツガシワ■ミツバウツギ■ミミナグサ■ミ

ヤマザクラ■ミヤマスミレ■ムジナスゲ■ヤチスゲ■ヤナギトラノオ■ヤマグワ■ヤマハタザオ■ヤラメスゲ■ユキ

ザサ■レンプクソウ■ワタスゲ（実）

○温根内探勝木道周辺で観察された花（5 月 15 日～ 6 月 14 日）※和名は五十音順　* 外来種

※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。

※　5 月23日、6 月6日それぞれに予定していた「早朝バードウォッチング」「初夏の植物を見に行こう」は新型コ

　　ロナウィルスの感染拡大防止のため、中止といたしました。
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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

～臨時休館しております～

当ビジターセンターは 6 月 20 日ま

で臨時休館とさせていただいてます。

木道とトイレはご利用になれます。散

策の際は、感染対策とともに熱中症対

策もお忘れなく。

○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

♪縄文土器作り講座

　〔日時〕7 月 3 日（土）10：00 ～ 14：00　　〔定員〕　10 名（小学生は保護者同伴）

　〔参加費〕350 円（材料費）　　　　　　　　〔場所〕塘路湖エコミュージアムセンター

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4
♪夏の樹木と花
を見に行こう

5 6

休館日

7 8 9 10

11 12 13

休館日

14 15 16
♪ホタルの週末

17
♪ PV スポットガイド

♪ホタルの週末

18
♪ホタルの週末

19 20

休館日

21 22 23 24

25 26 27

臨時開館日

28 29 30 31

☆☆☆☆☆　温根内イベントカレンダー（7 月）　☆☆☆☆☆

♪ 7/4（日）夏の樹木と花を見に行こう：10：00 ～12：00（定員10 名、要申込み）

♪7/16（金）～18（日）ホタルの週末：18：30 ～２1：0０（定員 20 名、要申込み）

♪ 7/17（土）PV スポットガイド：9：00 ～ 12：00 釧路湿原の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。（申込み不要）

新型コロナウイルスの感染状況により、行事が中止になる

こともありますのでご注意ください。

☆☆☆☆　木道改修工事に伴う通行止めのお知らせ　☆☆☆☆

工事のお知らせ
期間：令和 3年 6月 21 日
　　　～令和 3年 8月 13 日（予定）

木道の改修工事を行っているため、現在ビジターセンターから木道への通行はできません。

皆様のご理解をお願い申し上げます。

通行可

温根内ビジターセンター
木道の通行不可
通行止め

北斗遺跡・湿原展望台 

令和 3 年 6 月 21 日（月）より、温根内の遊

歩道は改修工事を行います。これに伴って、ビ

ジターセンターから鶴居軌道跡方面への遊歩道

の利用と湿原内の木道の一部が通行できません

のでご了承ください（右図）。また、期間中は

工事車両がビジターセンター周辺を通る場合も

ありますので、来館の際はご注意ください。

ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。


