
知床森林センター: 2005年12月

http://shiretoko.no-blog.jp/shiretoko/2005/12/index.html[2009/11/27 17:46:33]

知床森林センター
知床の森の今の姿をブログで紹介します。森林の不思議や役割に興味を持ってみませんか。

« 2005年11月 | メイン | 2006年1月 »
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2005-12-22

認定書
知床が世界自然遺産に登録された証として、世界遺産委員会が
発行した認定書の伝達式が今月１９日、東京の外務省で行わ
れ、高橋北海道知事、牛来斜里町長、脇羅臼町長が認定書を受
け取ったことは、テレビ、新聞などで報じられましたので、ご
存じの方も多いかと思います。

実はこの認定書、原本は外務省で保管されており、伝達式では
複製が渡されたのですが、それと同じものが、少し遅れてここ
知床森林センターにも送られてきました。年明けには額に入れ
てセンター内で飾りたいと考えておりますので、ご覧になりた
い方はどうぞセンターまでお越し下さい。

今年は知床にとって、世界自然遺産登録という大きな出来事が
ありました。来年は今年以上に世界遺産の魅力に触れたいと多
くの方が訪れることが予想されます。当センターも、この機会
に一人でも多くの方に、知床の森林について関心を持ってその
重要性を理解していただけるよう、「国民参加の森林づくり」
促進に向け、来年も取り組んでいきたいと思っております。

では、皆さん良いお年を。

投稿日 2005-12-28 | リンク用URL

冬のエゾシカ
フレペの滝周辺に行ってきました。ここ１～２週間に降った大
雪で辺りはすっかり雪に埋もれ、おかげで歩くスキーでの移動
は快適でした。ただ、エゾシカにとって、この突然の大雪は歓
迎されるものではありません。フレペの滝周辺は一年を通じて
エゾシカが観察できる場所ではありますが、この時期には越冬
するため数多くのシカが集まり、今日も１００頭以上見かけま
した。多くのシカは雪を前足で掘って、雪の下のササを食べて
います。はたから見ても重労働そうですが、得られる食べ物は
いかばかりなのでしょうか。既に樹皮食いをしているシカも見
受けられました。シカが激増した要因の一つに、昔ほど大雪が
降らなくなったため、越冬し易くなったという話も聞きます
が、果たして今年はどれだけのシカが春を迎えることが出来る
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のでしょうか。
（写真は雪を掘ってササを食べる姿（左）とキハダの樹皮を食
べる姿（右）。ちなみにキハダは内樹皮が黄色いことが名の由
来で、写真でもその鮮やかな色が確認できます。）

投稿日 2005-12-22 | リンク用URL

大雪
全国的に荒れ模様の天候で，九州でも降雪があったようです
が，知床森林センターのある斜里町もかなりまとまった雪が一
気にやって来ました。これまでは降っても翌日には融けてしま
う繰り返しでしたが，今日は午前9時過ぎぐらいから吹雪模様
となり，ものの数時間で30ｃｍは積もってしまいました（知床
ウォッチの画像でも徐々に吹雪いてくる様子をご覧頂けま
す）。町内では除雪車が出動しており，町民の皆さんも夕方ｏ
ｒ明日朝にはかなりの量の雪かきをこなすことになりそうで
す。いよいよ根雪の季節になりました。（写真は14:30時点の
センター前の様子）

投稿日 2005-12-13 | リンク用URL

木工体験
来年１月１４日（土）に実施する第60回森とのふれあい「冬休
み親子木工体験」の参加者を募集しています。
もう恒例のイベントで、ちょっとした小枝や松ぼっくりなどの
森の恵みを使うだけなのですが、思わずうなってしまうような
力作も誕生したりして、子供の想像力の豊かさには驚かされま
す。最初は見ているだけの親御さんも途中からは子供そっちの
けで熱中する光景も見られるなど、木工作の魅力はなかなか侮
れません。応募の詳細はこちら

投稿日 2005-12-12 | リンク用URL

知床の風景
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機器の不具合により、長い間停止を余儀なくされていた「森林
環境情報システム」がようやく復旧し、また皆様に知床の風景
を楽しんでいただけるようになりました。以久科、峰浜、ウト
ロと３箇所に設置されたカメラが、知床の様子を映し出しま
す。今日はこれ以上ない快晴で、知床半島の先、知床岳まで望
めました。（写真はウトロに設置されたカメラの画像）
過去の様子もご覧頂けます。知床ウォッチはこちら

投稿日 2005-12-02 | リンク用URL

林道
日に日に寒さ厳しくなる今日この頃、先々週、先週と週末にな
ると平地にも雪が降り、朝、一面が真っ白になっていてびっく
り、ということが繰り返されていますが、平日になると融けて
しまうので、まだ斜里市街では根雪は見られません。ただ、一
歩山に入るとすっかり様子も変わり、ハンドルを握る手にも力
が入ります。写真は約１週間前の海別岳山麓、標高300m付近の
様子ですが今ではもっと積もっていることでしょう。

投稿日 2005-12-01 | リンク用URL
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知床森林センター
知床の森の今の姿をブログで紹介します。森林の不思議や役割に興味を持ってみませんか。

« 2005年10月 | メイン | 2005年12月 »

2005-11-22

2005-11-17

2005-11-16

スズメバチ
調査の途中、木の根元にスズメバチの巣を見つけました。
ハチの巣、というと屋根裏や枝先などに出来ている光景を思い
浮かべますが、土の中や樹洞といった閉鎖空間に作る種類もい
ます。山で仕事をする者にとって、事故の発生頻度でいえば、
クマよりも圧倒的にハチの被害の方が多く、全国で年間数件の
死亡事故も発生しています。皆さんもスズメバチを見かけた
ら、近くに巣があるかもしれません。手で追い払ったりすると
逆効果ですので、静かにその場を離れる様にしましょう。

とはいえ、冬を迎えるこの時期はハチの活動も収束気味。これ
から働き蜂は全て死に絶え、女王蜂のみ越冬します。
見つけたハチの巣は何者かに掘り出されていました。森のクマ
さんがハチミツを目当てに掘ったのかもしれません。

投稿日 2005-11-22 | リンク用URL

冬の調査
昨日、今日とエゾシカの食害を調査している試験地に行ってき
ました。冬、といっても標高が低い場所ではまだ本格的な雪は
訪れていません。この時期の林内は広葉樹の葉が殆ど落ちて見
通しが良く、林床（地面）にはミズナラやハリギリなどの落ち
葉が敷き詰められてカサカサと音を立てています。あと少しす
ればこれらの落ち葉も雪の下に隠れてしまうことでしょう。調
査の結果、今年も新たに枯れた木を確認しました。この試験地
だけ見てもエゾシカの食害は深刻なものとなっています。当セ
ンターのエゾシカ食害調査の概要はこちら

投稿日 2005-11-17 | リンク用URL

冬道
１０月までの穏やかな気候はどこへやら、最近はめっきり冷え
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最近の記事

知床らうすの森・川・海をつなぐ一日
体験！

斜里町で来運・水の学校夏まつりに参
加しました。

【知床】羅臼湖には可憐な高山植物が
咲いていました。【快晴】

羅臼岳の登山シーズンスタート！

【知床】6/13ポンホロ沼でイベント
を行いました【森林】

【6/6】センター ルサフィールドハウ
スの開館式に出席

【知床】自動カメラで野生生物調査
【自然】

斜里町植樹祭

知床森林センターHP移転のお知らせ

【知床】雨上がり、幻のポンホロ沼で
爽快！森林浴
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2005-11-07

込む様になり、早朝は芝地も霜で真っ白になっています。
今日は知床五湖へ行ってきましたが、道中、知床自然センター
を過ぎてしばらくすると路肩に雪が目立ち始め、部分的に凍結
路面となっています。道路の電光掲示板でも注意喚起していま
すが、知床五湖に夏タイヤで行くことは出来ませんのでご注意
下さい。その知床五湖への道も１１月２５日午前１１時より冬
期閉鎖となります。それまでの間は凍結した湖面と真っ白な知
床連山が楽しめますので、車（冬タイヤ）と寒さと足元（長靴
等）対策を万全にしておいで下さい。

投稿日 2005-11-16 | リンク用URL

初雪
一昨日は大荒れの天気で、昨日は快晴と目まぐるしく変わる知
床の天気でしたが、昨晩からは気温も急激に下がり、雷も伴う
荒れ模様となりました。そのせいか、昨日まで羅臼岳頂上付近
しかなかった冠雪が、今朝には連山全体が真っ白になるなど
すっかり様変わり。２日間で全く違う知床の姿を見ることが出
来ました。今日は道内の平地各地も初雪を記録したところが多
かった様で、車の運転にもより気を付けなければいけない時期
がやってきました。
（写真は雪化粧した斜里岳）

投稿日 2005-11-09 | リンク用URL

横断道路
知床横断道路は本日１１月７日の午後３時を持って冬期の通行
止めに入り、来春まで通ることは出来ません。今日は台風並み
の雨と強風で、大荒れの天気でした。もうしばらく訪れること
が出来ない知床峠も霧で辺り一面真っ白で視界が利かず、激し
く吹き付ける風と横殴りの雨で訪れる人もまばらでした。１０
月下旬には峠周辺も雪が積もっていたのですが、ここ数日の暖
気で融けてしまったようです。

投稿日 2005-11-07 | リンク用URL
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知床森林センター
知床の森の今の姿をブログで紹介します。森林の不思議や役割に興味を持ってみませんか。

« 2005年9月 | メイン | 2005年11月 »

2005-10-24

2005-10-21

2005-10-18

冠雪
斜里では先週末曇りや雨がちの天候で、終わりかけた紅葉を十
分楽しめませんでしたが、今日は快晴です。
朝起きて斜里岳や海別岳（うなべつだけ）を見ると、山頂はこ
の土、日に降ったのでしょう、白く雪化粧されているのがはっ
きりとわかりました。いよいよ冬がその姿を現してきました。

（写真は海別岳）

投稿日 2005-10-24 | リンク用URL

落葉
この時期、森林の中では、ひとたび風が吹けば黄色く色づいた
無数の葉っぱがはらはらと舞っていかにも晩秋の様相です。
耳を澄ますとカサカサと落ち葉がふれあう音が聞こえ、景色も
ちょっと寂しくなりますが、これら落ち葉はまた微生物によっ
て分解され栄養となって木々や草花に吸収されます。
そう考えると、なにげに見ているこの「次々と葉が舞い落ちる
景色」というのは、図式化された「森林生態系における物質循
環」の一部分をまさにこの目で目の当たりにしているのだ
なぁ、と改めて感じた次第です。

投稿日 2005-10-21 | リンク用URL

秋のポンホロ沼
すっかり紅葉一色の知床において、夏には緑の草原だったポン
ホロ沼（の跡）も、ヒメシダが枯れて秋色になっていました。
今週末には平地でも雪が降るかもしれないとのこと。冬が急ぎ
足で近づいてきているようです。
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最近の記事

知床らうすの森・川・海をつなぐ一日
体験！

斜里町で来運・水の学校夏まつりに参
加しました。

【知床】羅臼湖には可憐な高山植物が
咲いていました。【快晴】

羅臼岳の登山シーズンスタート！

【知床】6/13ポンホロ沼でイベント
を行いました【森林】

【6/6】センター ルサフィールドハウ
スの開館式に出席

【知床】自動カメラで野生生物調査
【自然】

斜里町植樹祭

知床森林センターHP移転のお知らせ

【知床】雨上がり、幻のポンホロ沼で
爽快！森林浴
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投稿日 2005-10-18 | リンク用URL

オオウバユリ
イベントの事前踏査の最中、オオウバユリの実を見つけまし
た。直立した茎の上部に数個、上向きに実が付く様は林内でも
目立ちます。実の中にはぎっしりと種が詰まっていて、見た目
はまるでニンニクスライス。実は暫くすると自然に開き、中の
種が風に乗って飛んでいきます。

投稿日 2005-10-05 | リンク用URL
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知床森林センター
知床の森の今の姿をブログで紹介します。森林の不思議や役割に興味を持ってみませんか。

« 2005年8月 | メイン | 2005年10月 »

2005-09-29

2005-09-13

2005-09-05

カラフトマス
知床は今、カラフトマスの遡上の真っ盛りです。街中の河川で
も容易にその姿を見ることが出来ます。マス釣りの太公望も数
多く、朝早くから海岸に集まっています。
そんな賑やかな光景の一方で、川を少し上流に歩くと産卵を終
え力尽きたのか、マスの死骸も数多く見ることが出来ます。こ
の時期は、生と死、そして次代に命を繋ぐ行為をとても身近に
感じる季節でもあります。

投稿日 2005-09-29 | リンク用URL

ホオノキの実
調査に入った森でホオノキ（朴の木）の実を見つけました。
ホオノキは葉の大きさが30cmほどにもなる、我が国で最大級の
葉を持つ木で、その葉に食べ物を載せたり包んだりできること
から、朴葉みそや朴葉ずしも有名です。
その実（果実）も結構大きいですね。熟するとより赤くなり中
から種が出てきます。北国なのに、パッと見、どこか南国の果
物のような風貌もおもしろいですね。

投稿日 2005-09-13 | リンク用URL

ドングリ調査
知床を代表する広葉樹であるミズナラ。

ミズナラの種は一般にドングリと呼ばれ、ミズナラの子孫を後
世に残すために芽を出すことはもちろん、ヒグマやエゾリスな
ど野生動物の食べ物になります。

しかし、そのドングリは、年によって豊凶の差があり、結実習
性については未知の部分も多く残っています。

知床森林センターでは、平成元年より２箇所試験地を設け、ミ
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知床らうすの森・川・海をつなぐ一日
体験！

斜里町で来運・水の学校夏まつりに参
加しました。

【知床】羅臼湖には可憐な高山植物が
咲いていました。【快晴】

羅臼岳の登山シーズンスタート！

【知床】6/13ポンホロ沼でイベント
を行いました【森林】

【6/6】センター ルサフィールドハウ
スの開館式に出席

【知床】自動カメラで野生生物調査
【自然】

斜里町植樹祭

知床森林センターHP移転のお知らせ

【知床】雨上がり、幻のポンホロ沼で
爽快！森林浴
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2005-09-02

ズナラのドングリの結実調査を行っています。

今日は、落ちてくるドングリを集めるためのシードトラップを
設置してきました。過去の推移では今年は豊作の可能性は低い
ようですが、凶作になると山の生き物たちの食べ物が少なく
なってしまうので、なんとか平作ぐらいには実ってほしいもの
です。

投稿日 2005-09-05 | リンク用URL

第７４回レクin知床
当センター主催のイベント「第74回レクリエーションin知床
『知床の森でキノコの秘密を探ろう』」を９月１日（木）に開
催しました。
たくさんのご応募を頂き、抽選の結果、北見や網走からの２４
名の方々に参加頂きました。講師は北海道大学名誉教授の五十
嵐恒夫先生です。

知床自然観察教育林で予定を１時間近くオーバーする３時間半
ほど観察会を行いました。

現地では大小色とりどりのキノコを見ることが出来、五十嵐先
生の「落葉落枝や動物の遺体を分解し、栄養を地面に返す働き
の他、樹木と栄養をやりとりし助け合ったり、弱った樹を間引
いて本数調整するなどいわば「キノコは森のコーディネー
ター」である」といった説明を通じ、参加者は、世界自然遺産
登録の際、評価された知床の「生態系」と「生物多様性」にお
いて、分解者である菌類が重要な役割を果たしていることを深
く理解して頂いた様子でした。

（写真は観察中に見つけた「ハナビラタケ」）

投稿日 2005-09-02 | リンク用URL
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知床森林センター
知床の森の今の姿をブログで紹介します。森林の不思議や役割に興味を持ってみませんか。

メイン | 2005年9月 »

2005-08-29

2005-08-26

2005-08-15

ナギナタタケ
今週木曜日に行われる森林レクリエーションｉｎ知床「知床の
森でキノコの秘密を探ろう」の事前踏査で知床自然観察教育林
に行ってきました。数多くのキノコ達が顔を出しており、動
物、植物と肩を並べる「菌類」の世界の奥深さを感じました。
写真はナギナタタケです。キノコの名称はその姿形から形容さ
れたものが多いようですがなるほど、長刀のような形に納得で
す。

投稿日 2005-08-29 | リンク用URL

ルシャ地区にて
ルシャ地区ではハンゴンソウが黄色い花を咲かせお花畑のよう
になっていました。このハンゴンソウ、エゾシカが食べないた
め最近はすっかり幅をきかせて繁茂しているようです。

投稿日 2005-08-26 | リンク用URL

コエゾゼミ
8月上旬の自然観察教育林ではコエゾゼミが羽化の真っ最中で
した。何年も土の中で生活し，ある時が来ると無数のセミ達が
一斉に土から這い出す姿を見て，生命の不思議を感じました。

投稿日 2005-08-15 | リンク用URL
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最近の記事

知床らうすの森・川・海をつなぐ一日
体験！

斜里町で来運・水の学校夏まつりに参
加しました。

【知床】羅臼湖には可憐な高山植物が
咲いていました。【快晴】

羅臼岳の登山シーズンスタート！

【知床】6/13ポンホロ沼でイベント
を行いました【森林】

【6/6】センター ルサフィールドハウ
スの開館式に出席

【知床】自動カメラで野生生物調査
【自然】

斜里町植樹祭

知床森林センターHP移転のお知らせ

【知床】雨上がり、幻のポンホロ沼で
爽快！森林浴
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