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ヤチボウズの頭のてっぺんには、今年もカブスゲの花が満開です。水辺に

はネコノメソウやエンコウソウ、ヒメイチゲなどの花が開花し、いよいよ温

根内にも鮮やかな季節が巡ってきました。それと同時に、野鳥たちも活発

に囀り始め、「音」と「色」が湿原を埋めていきます。

茂みからゴソゴソっという音がしたらそれは・・・？

彩りを増す温根内…
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【ホロムイツツジ】

ツツジ科　幌向躑躅

別名はヤチツツジ。ミズゴ

ケ湿原でひっそりと咲きま

す。下向きに咲くので、地

面をよく見て歩きましょ

う。絶滅危惧Ⅰ B 類（EN）。
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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：カブスゲの花　中右：エゾネコノメソウ　中左：コルリ　下：エゾタヌキ

温根内探勝木道地図

【オオバナノエンレイソウ】

シュロソウ科　大花延齢草

鶴居軌道沿いなどのやや

湿った所に白い大輪の花を

咲かせます。花弁と萼片が

綺麗な六角形を描いていま

す。

【エンコウソウ】

キンポウゲ科　猿猴草

これからの季節にハンノキ

林下などの水辺に多く咲き

始めます。今年は例年より

やや開花時期が遅かったよ

うです。

【イヌコリヤナギ】

ヤナギ科　犬行李柳

薄くした樹木を編み込んで

作る入れ物「行李」の材料

に使われたのが名前の由来。

花が対生することから他の

ヤナギと見分けられます。

【レンプクソウ】

レンプクソウ科　連福草

春先の地面に咲く目立たな

い花です。よくよく観察す

ると花は茎の先端に上向き

に 1 個、その周りを囲む

ように 4 個咲いています。

【エゾタヌキ】

イヌ科　蝦夷狸

糞はよく落ちていますが、

姿を見る機会はあまりあり

ません。木の実や昆虫など

を食べる雑食性です。彼ら

も今は子育ての時期です。
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〇「春の花を見に行こう」5 月 6 日　参加者：22 名

植物の専門家である大西英一氏を講師にお招きし、咲き始めた湿原の春の

花を楽しむ観察会を行いました。鶴居軌道側から出発し、小さくて目立た

ないレンプクソウを探し当てて花の構造を観察したほか、水際で咲くエゾ

ネコノメソウの花が確認できました。ミズゴケ湿原ではヤチヤナギの雄花

が咲き、この花が実はウイスキーの香り付けとしても使われることを知り、

参加者は驚いていました。終盤にはハンノキ林でエンコウソウの蕾が見つ

かるなど、春の息吹を皆で感じることができた観察会となりました。
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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。

※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。

※ 4 月15日（日）に予定されていた「春の足音を聴きに行こう」は天候不順のため中止といたしました。

■ヒシクイ■マガン■オオハクチョウ■マガモ■キジバト■アオサギ■タンチョウ■クイナ（4/26 初認）■ツツドリ

（5/6 初認）■オオジシギ（4/21 初認）■トビ■オジロワシ■ハイタカ■ノスリ■アリスイ（4/30 初認）■コゲラ

■コアカゲラ■オオアカゲラ■アカゲラ■ヤマゲラ■モズ■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（4/17 初認）■ヤブサメ（5/11 初認）■エナガ■エゾムシクイ（4/28 初認）

■センダイムシクイ（5/2 初認）■ゴジュウカラ■キバシリ■ミソサザイ■クロツグミ（4/30 初認）■アカハラ■

ツグミ■コルリ（5/13 初認）■ノビタキ■キビタキ（5/6 初認）■オオルリ（5/4 初認）■ニュウナイスズメ（4/27

初認）■ハクセキレイ■ビンズイ（4/28 初認）■アトリ■カワラヒワ■マヒワ■ベニマシコ■カシラダカ■アオジ■

クロジ（5/11 初認）■オオジュリン

～温根内探勝木道周辺の野鳥～

【ビンズイ】　夏鳥

セキレイ科　便追

「ビンビンズイズイ…」と

聞きなして命名されたそう

ですが、実際はかなり複雑

に囀ります。「ツイツイツ

イ…」という節が入ります。

【オオジシギ】　夏鳥

シギ科　大地鷸

そのディスプレイフライト

の音から、「カミナリシギ」

の異名を持ちます。南半球

から今年もはるばるやって

きました。

【ハイタカ】　留鳥

タカ科　灰鷹

夏鳥たちが静かだなと思っ

ていたら、湿原の上空を高

速で通過していきました。

獲物の鳥を足に掴んで飛び

去る姿も見られました。

【ノビタキ】　夏鳥

ヒタキ科　野鶲

湿原内で優しい声で囀って

います。オスの中には羽の

色がまだ茶色がかったもの

もおり、これから真っ黒の

羽に変わっていきます。

○温根内探勝木道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

釧路湿原には続々と夏鳥たちがやってきており、木々が葉をつけていない今がバードウォッチングにとって絶好の時期。湿原

の中にいる鳥と、鶴居軌道沿いなどの森林にいる鳥で種類が違うのにお気づきですか？環境と生息する鳥の関係を追ってみる

のも面白いと思います。ビジターセンターでは双眼鏡を無料で貸出しております。お気軽に職員までお申し付けください。

○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

■アオイスミレ■アキタブキ■イヌコリヤナギ■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■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■コテングクワガタ■コハコベ■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■ナガバヤナギ■ナズナ■バッコヤナギ■ハンノ

キ■ハルニレ■ヒメイチゲ■ホロムイツツジ■ミズバショウ■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

☆☆☆☆自然ふれあい行事が開催されました☆☆☆☆
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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

～マイマイガの幼虫に注意！～

ハンノキ林や木道の周辺では、マイマ

イガの幼虫が次々に孵化しています。

幼虫に触れると皮

膚がかぶれること

が あ り ま す の で、

木道を歩く際はご

注意ください。

○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 2 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

♪初夏の花を見に行こう

　〔日時〕6 月 10 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

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。

☆☆☆☆☆　温根内イベントカレンダー（6 月）　☆☆☆☆☆

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5

休館日

6 7 8 9

10
♪初夏の花を
見に行こう

11 12

休館日

13 14 15 16
♪ PV スポット

ガイド

17 18 19

休館日

20 21 22 23

24 25 26

休館日

27 28 29 30

♪ 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！

☆☆☆☆☆　温根内イベントカレンダー（

日

♪初夏の花を

23

30


