≪ １２月

～ ギンザンマシコつがい（右：雄）≫ お馴染の高山鳥ギンザンマシコです。時期は周年で、繁殖期は

高山のハイマツ帯に生息していますが、冬期間は平地から低い山の針葉樹の多い森林まで降りてきます。この日は、100
羽以上の群れでナナカマドの種子を採食していました。一面の雪景色に真っ赤な野鳥、一瞬ドキッとさせられました。
☆チビターニュース/山の実 ２０１５年 1 月 25 日（日） 第 65 号☆
☆

見られる場所と天気が非常に限られる珍しい現象です。

1/23 エナガ 後方から風が・・・

2/15 日暈が現れました

2/20 熊の真新しい爪跡が

3/19 二匹のエゾモモンガ。繁殖期？

6/22 北海道旭ヶ丘・
「大雪森のガーデン」から大雪山連峰を望む ここからの大雪山連峰の眺めは抜群です。尚、2015 年５月下旬から１０月初旬ま
で北海道ガーデンショーが行われます。センター「イチオシ」の大雪山景観ポイントです。是非一度お越しください。エゾユキウサギに会えるかも…。

☆チビターニュース/山の実 ２０１5 年 1 月 25 日（日） 第 65 号☆
☆

3/26 あれっ？しっぽがない…。

4/2 滅多にお目にかかれません

4/15 エゾタヌキ お目覚め～

5/3 またまたエゾモモンガの巣穴に・・・

5/17

季節外れの雪が・・・

5/21
?

なかよし兄弟

4/15

ナキイスカ

4/10 よけてほしいんですけど…。

福寿草開花しました

4/24 よくぞここまで彫りました クマゲラ

5/11

はやっ カメラで追うのもようやくです

5/11 上川公園の桜が満開に

5/19

桜の花びらが散ってじゅうたんのようです

5/21 オオスズメバチの巨大な巣

5/29

前方にヒグマが…

震えが止まらない

6/5 日本一遅咲 黒岳五合目のチシマザクラ満開

☆チビターニュース/森のたね ２０１5 年１月２５日（日） 第 65 号☆
☆

6/5 キタキツネｖｓアオダイショウ

6/7 飛び出してきました

確信犯？ 餌ねだり

6/20 アオダイショウ抜け殻 目までくっきり 7/8 14 年も見事な高山植物の群落になりました

8/9

早くもウラシマツツジが赤く・・・

9/22 9/16 大雪山初雪となりました

10/16

毎年のお楽しみ・落ち葉アート

8/29 ナキウサギ 貯食に大忙しです

10/7 14 年の紅葉は上から下まで見事でした

10/23 これだけの広範囲の霜柱は初めて見ます

6/15

お母さんにぴったり寄り添って

7/16 色とりどりの高山植物

５種あります

9/13 14 年の紅葉も見事な色付きでした

10/15 峡谷上部に雪が被りました

11/25 とうとう山麓にも雪が降りました

■

下期観察会のお知らせ

■

02/22 ～

ニセイノシキオマップ

03/15 ～

九十九谷

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。

★★観察会は事前申し込みが必要です★★

参加自由・無料/申し込みは不要です

★★詳細についてはお問合せください★★

■２０１３大雪山フィールドノート写真展■【日時】常時展示【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。【場所】ビジターセンターレクチャールーム

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

11月

上川層雲峡・気象↓

11/21 エゾリス5匹

層
上

11/26 白いカラス３羽(アルビノ)

生まれつきメラニン色素を作る遺伝子を持たない
オオワシ
11/27 ヤマセミ

11/26 早朝センター前－１４℃
11/30 11月降雪量

層雲峡６５cm 上川５４cm
昨年同月
層雲峡６８cm 上川６０cm
１１月積雪深 層雲峡２８cm 上川１５cm

上
層

12月
12/8 キレンジャク２０羽
12/10 ギンザンマシコ群100羽以上

昨年同月

層雲峡２９cm 上川２２cm

12/12 層雲峡降雪１１cm

オオアカゲラ

12/11 ギンザンマシコ
12/31 キレンジャク３０羽

上
上
上

12/16 １６日夕方から１８日かけて道内大荒れ

上

12/17 層雲峡降雪８３㎝

上川６３㎝ 層史上一位 上二位

12/18 層雲峡降雪３３㎝

三日間で1ｍ超える降雪

1月
1/1 オジロワシ、エゾモモンガ、ベニヒワ
1/3 エゾライチョウ、エゾリス
1/13 ハイタカ

二つの爆弾低気圧 数年に一度の超猛吹雪
１２月史上三位

12/16 上川最大瞬間風速２３．１m/s

上
上

12/21 上川降雪１１㎝

上

12/23 上川降雪１４㎝

黒岳他気象↓

12/22 層雲峡降雪２０㎝

12/31 12月降雪量

11/24 降雪不足によりスキー場一時閉鎖
11/30 黒岳スキー場再オープン

12/1 七合目１００㎝
12/7 七合目１１５㎝
12/13 七合目１２０㎝
12/14 七合目１４０㎝

層雲峡２２５cm
昨年同月
層雲峡２１４cm
１2月積雪深 層雲峡１３７cm
昨年同月
層雲峡１００cm
層雲峡降雪２４㎝
層雲峡降雪１５㎝ 上川４１㎝
層雲峡降雪１０㎝ 上川１１㎝
層雲峡・上川降雪１０cm

12/20 大雪の影響でロープウェ イ１６日-１９日 リフト１６日-２０日まで運休

1/6
1/7
1/11
1/17

12/24 七合目２４０㎝

1/20 上川降雪１２㎝

上川２００cm
上川１７１cm
上川８７cm
上川６１cm

カレンダー期間：11/21～1/20
観測地 ： 上・上川

層・層雲峡

黒・黒岳

発行：大雪山国立公園
℡ 01658－9－4400 ／fax 01658－9－4401
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１１月～ ５月／９：００～１７：００月曜日休（祝祭日は翌日）
2015 年 1 月 25 日発行

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。

今
年
も
や
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て
き
ま
し
た
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