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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。

« 2008年11月 | メイン | 2009年1月 »

2008-12-26

2008-12-09

2008-12-04

平成20年の仕事納めは・・・
本日12月26日は官庁御用納めであり、当センターも本日で

仕事納めとなります。今年一年間、当センターの様々な活

動にご協力いただきました皆様に感謝申し上げますと共に

新しい年も一層のご指導ご協力をお願い申し上げます。

今年最後の一日は、低気圧の通過により全道的に朝から大

荒れの一日になるとの予報で、斜里市街も朝からずっと吹

雪いています。（写真左上）こんな大荒れ模様の中、突然

の来訪者？がありました。吹雪の様子を窓からのぞいてい

ると庁舎前のカラマツに「アカゲラ」が留まっていまし

た。（写真右）町の中心地で、しかも吹雪の中でアカゲラの姿を見ることができる

なんて「さすが知床だなぁ」とあらためて実感しました。

最後に、新年は１月10日に親子木工体験のイベントを予定しています。まだ、若

干の余裕がありますので、希望される方は当センターへお電話でお申し込みくださ

い。

投稿日 2008-12-26 | リンク用URL

シカの樹皮食害から貴重な植物をまもる。
知床のイチイ遺伝資源保存林内に、昨年末できた防鹿柵の点検
を行いました。

６月の点検時は、倒木による柵の破損なのも
あったのですが、今回の調査では異常は見ら
れませんでした。
これから雪が積もると、シカの餌がなくなり
樹皮を目当てにやって来るので、冬期間の点

検もかかせません。
イチイは成長速度が遅いので、辛抱強く保護観察していきま
す。

投稿日 2008-12-09 | リンク用URL

寒さが厳しくなってきました。
12月になり、気温もぐっと下がってきました。斜里町内にはま
だ雪が積もっていませんが、昨日クリスマスリース作りのイベ
ントを開催しました。

イベントは平日の午後開催し、斜里町内の女

2 0 0 9 年 1 1 月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30      

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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性17名が参加しました。

森の恵み（トドマツの葉、アカマツやドイツ
トウヒなどのマツボックリ）で皆さん玄関などに飾る豪華なク
リスマスリースができて大満足の様子でした。
来年1月10日（土）に冬休み企画・親子木工作体験 を開催しま
す。参加者募集中です。詳しくはホームページで。

投稿日 2008-12-04 | 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。

« 2008年10月 | メイン | 2008年12月 »

2008-11-07

今年は並作でした。
先日、今年度のミズナラ堅果（どんぐり）結
実調査が終了し、ネットの回収をしました。

今年度の調査結果
は、昨年度豊作だっ
たこともあり、豊作
年の後は凶作になる
傾向が多かったので

すが、予想とは反して結構な数のどんぐりが採れ、ミズナ
ラ1本当たりの堅果個数は2913個ということで 並作となりまし
た。（右表）

投稿日 2008-11-07 | 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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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。

« 2008年9月 | メイン | 2008年11月 »

2008-10-28

2008-10-14

2008-10-10

もう晩秋です。
秋が深まり木々の葉はほとんど落ちてしまいました。
最近は気温がグッと下がり冷え込んでいま
す。

そんな中、斜里の山々をみ
るとが山の山頂がうっすら
粉砂糖を振りかけたように白くなっており、
雪が積もっていました。

平地では雨が降ったのですが、山頂では雪になっていたようで
す。（左－斜里岳、右－海別岳）
先週の24日から知床横断道路が路面凍結のおそれがあるという
ことで夜間17時から朝9時までは通行止めとなります。
これから知床の山々は白い衣をまとってい くことでしょう。

投稿日 2008-10-28 | リンク用URL

紅葉が見頃です。
知床も秋が深まってきました。
当センター前のイタヤカエデも葉の色が変わ
りきれいな黄色になりました。
「紅葉」と聞くと葉が紅く染まるというイ
メージがありますが、実は紅葉には葉が紅く

染まるものと黄色く染まるものの2種類があります。
知床では黄色く染まるダケカンバが多く、 紅
く染まる樹種はナナカマドやハウチワカエデ
などで数は少ないのですが、林内では紅く染
まるツタウルシが多く群生し、紅いじゅうた
んのようでとてもきれいです。

今紅葉が見頃なので、一度知床の紅や黄色の紅葉を見に来てみ
たらいかがでしょうか？

（前回のブログの答えは「１８個」でした。ドングリはヒグマ
やエゾシカ、リスなどの食料になります。）

投稿日 2008-10-14 | リンク用URL

ドングリ調査２
今年のドングリ調査は９月から開始し、今週で５週目となり個
数や質量はピークを迎えました。
前回のドングリ調査のブログでは「昨年が豊
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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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2008-10-02

作だったので今年は凶作になりやすい傾
向…」と書きましたが、右の写真のようにま
あまあの量が採れています。

さて問題です！この写真内にドングリは何個あるでしょうか？
（正解は次回のブログで）
この調子でいくと、今年は豊作とまではいきませんが並作とな
るでしょう。

先日の調査中になんとヒグマの足跡を発見し
ました！！ 足跡は20 センチ程度だったので
小熊だと思われます。
クマもドングリを食べるので、トラップのド
ングリを狙っているのかもと思うとゾッとし
ます。

投稿日 2008-10-10 | リンク用URL

丸太切りブースを出店！
9月28日（日）、斜里町にある「みどり工房しゃり」にて
第29回しれとこ産業まつりが開催され多くの
方が来場しました。

当センターでは、丸太切り体験のブースを出
店し、丸太切り で切り落とされた木は色を

塗ったりペン立てやコースター・キーホル
ダーなどに製作でき、皆さんに楽しんでもら
いました。

今週末には「森林散策をしながら知床を撮ろ
う」と題して秋の知床を散策しながらデジカメで撮るイベント
があり、今は準備で大忙しです。

投稿日 2008-10-02 | 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。

« 2008年8月 | メイン | 2008年10月 »

2008-09-28

2008-09-27

北海道育樹祭を知床で開催しました！
昨日、北海道森林管理局主催の育樹祭が開催され、160名が参

加し人工林の間伐を行いました。
お昼にはシンガーソングライター百香による
バイオリンコンサートが国
設知床野営場内で行われま
した。

晴れ間の差し込む森林の中での美しい演奏に
育樹祭の疲れが癒されました。 

投稿日 2008-09-28 | リンク用URL

羅臼岳に白い帽子が…
秋も深まり知床も最近は気温が下がり、秋らしくなってきまし
た。

先日、羅臼岳の頂上が白く初雪が降りまし
た。
しかしその雪も次の日には溶けて無くなって
しまいました。

知床では今日は北海道森林管理局主催の育樹祭が行われていま
す。

明日は斜里町主催のしれとこ産業まつりがあり、当ｾﾝﾀｰも丸太
切りのブースを出店します。知床では様々な行事が開催されて
います。

これから10月中旬までは、遡上や紅葉が見頃なのでみなさん足
を運んでみて下さい。

投稿日 2008-09-27 | 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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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。

« 2008年7月 | メイン | 2008年9月 »

2008-08-29

2008-08-22

2008-08-07

ドングリ調査！
知床森林センターでは、平成元年より継続して毎年ドングリの
結実調査を行っています。（Ｈ
Ｐ：ttp://www.shiretoko.go.jp/gyoumu/cyousa/donguri/dongu
）今回はその調査のためのトラップを設置してきました。
トラップと言われると、ねずみ取りや落とし穴を思い浮かべる
かもしれませんが、ドングリをとるためのシードトラップは１
メートル四方の網をセットして樹からドングリが落ちてくるの
を待ちかまえています。

ドングリは知床を代表する樹木で
あるミズナラの種で、様々な野生動
物の重要な食料になっています。そ
のため、豊作か並作か凶作かで野生
動物に大きな影響をあたえます。

去年は豊作でした。そして、豊作
の次の年は凶作になりやすいという傾向があります。もしかし
たら、動物達にとって今年は厳しい秋になるかもしれません。

投稿日 2008-08-29 | リンク用URL

育樹祭準備１
育樹祭は北海道森林管理局主催で毎年開催されており今年は知
床永久の森林づくり協議会の一環として斜里町内の知床国有林
で9月27日（土）に開催されます。

昨日は準備と言うことで現地で区画割り作業
を行いました。
育樹祭では参加者を全国から募りみんなで、
森林の成長に欠かすことのできない「間伐」
という木の混んだところを間引きする作業を

行います。
これによって木の成長を促し、健全な森林を作ることができま
すので、興味のある方は是非参加してみてください。
詳しくは知床森林センターHP「エコロジカル体験ツアー」をク
リックしてください。

投稿日 2008-08-22 | リンク用URL

地域高校生環境サミットで網巻き体験
網走支庁主催の地域高校生環境サミットで北見・羅臼の高校
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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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生4名が知床に訪れました。
知床の自然や生態系・環境問題等を学ぶ一環として当センター
ではエゾシカの食害で被害のあるイチイ林木遺伝資源保存林の
状況を見てもらいました。

エゾシカの樹皮食害での被害は深刻で樹齢数
百年の保存林内のイチイの木が10年前にあっ
たものの半数が枯れ、その上次世代のイチイ
も食べられているという事実を知り、今ある
貴重なイチイの木を守るため、みんな一生懸

命に網を巻いていました。
 

投稿日 2008-08-07 | リンク用URL

夏休みイベントを開催しました。
7月30日『【夏休み企画】木工作をしながら森林について学習
しよう』イベントを開催し、斜里町内の小学
生13名とお母さん6名の計19名が参加しまし
た。

イベントでは、文字探しゲームの他、森林の
働きについてのスライドや木工作を行ない、みなさんとても楽

しんでいったようでした。

詳しくは

→
http://www.shiretoko.go.jp/event/H20/kekka/74natuyasumim
/74mokko-.html

投稿日 2008-08-01 | 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。

« 2008年6月 | メイン | 2008年8月 »

2008-07-16

ポンホロ沼の今
写真はポンホロ沼があった場所です。

すっかり干上がって、みどりの広場が出現し
ていました。

沼の名残があるのはほんの一部分、直径1．5メートルほどの水
たまりだけです。

幻の沼の名の通り、六月にあった沼は消えてしまいました。

次に沼に出会えるのは、また来年になりそうです。

ちなみに、沼の跡地に生えているのはヒメシダというシダの一
種。

踏みつけに弱く、人が歩き回れば枯れてしまうのでみどりの広
場には踏み入らないようお願いします。

投稿日 2008-07-16 | 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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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。

« 2008年5月 | メイン | 2008年7月 »

2008-06-24

2008-06-19

大きな樹のもとで
６月２２日、斜里
町金山川付近。網
走南部森林管理署
とＮＰＯ法人知床
自然学校が「遊々
の森」の締結をし
た国有林におい
て、ＮＰＯ法人
「知床自然学校」
のお披露目イベン
ト（主催：知床自然学校、共催：知床森林センター）が行われ
ました。

イベントでは主にツリーイング、その後に森の自然観察会が行
われました。
ツリーイングとはロープと専用の安全帯をつかった木登りのこ
とで、安全そして手軽に木に登ることができ、さらには木に対
するダメージも少ないというものです。

 

今回登ったのは、推定樹齢３０
０～４００年、高さ３０メート
ルくらいのカツラの木。
イベントには小学生から大人ま
での参加者がありましたが、大
人よりも小学生ほうが精神的に
も肉体的にも柔軟性があるの
か、慣れるのも早く、すいすい
木を登っていました。
ツリーイングの最後にはお世話
になった木にお礼を言って終
了。

樹木に親しみがもて、楽しく、結構いい運動にもなる。

そんなツリーイングに機会があれば皆さんも参加してみてはい
かがでしょうか？

投稿日 2008-06-24 | リンク用URL

以久科の花
だんだん夏が近づいてきています。最近は
半袖でも暑い日もちらほらでてきました。
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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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2008-06-11

2008-06-06

そこで今日は、以久科原生花園にどのくら
い花が咲いているか見てきました。
結果は、まだまだ１～２分咲きってとこ

ろ。季節によって咲く花が違うので一概に何分とはいえないの
ですが、原生花園の入口あたりのハマナス・エゾカンゾウ・ヒ
ロハクサフジなどが咲いているくらいで、奥のほうはまだつぼ
み以前の状態でした。
原生花園の夏はもう少し先のようです。

投稿日 2008-06-19 | リンク用URL

炭が完成しました
   6月14日に森林センターイベント『炭焼き
体験と幻の沼「ポンホロ沼」周辺の森林散
策』が開催され23名が参加しました。
イベント当日は時間の都合上、炭焼き体験が
着火までとなりました。
残りの工程を職員で行い、炭が完成しまし
た。

上手に焼き上がったようです。 
イベントに参加された皆様、お疲れさまでし
た。

  

投稿日 2008-06-19 | リンク用URL

大粒の雹！
今日は天気の変化がすごかったです。
午前中は晴れときどき雨。
午後は曇りのち雷、さらに大粒の雹！
大きいものでは直径三センチ近いものまでありました。

天気の方は治まったかと思いきや、いまは強
い雨が降ってます。
自然の驚異を感じる一日です。

投稿日 2008-06-11 | リンク用URL

イベントまであと一週間です。
先日 イベントの下見ということで知床横断道
路沿いにある自然観察教育林行ってきまし
た。
春晴れのとてもすがすがしい天気の中、ポン
ホロ沼でとてもきれいな逆さ羅臼を見ること
ができました。
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沼周辺では、エゾハルゼミやエゾアカガエルの鳴き声が響きわ
たり、キビタキやヒガラなどの野鳥も見るこ
とができました。
4日にイベント募集を締め切りましたが、応
募総数はなんと150名でした。定員23名なの

で倍率は6.5倍と今までにない人気ぶりです。 
14日のイベント当日はいい天気になることを願いましょう。

投稿日 2008-06-06 | 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。

« 2008年4月 | メイン | 2008年6月 »

2008-05-23

2008-05-15

2008-05-09

イベント参加者募集中です！
知床横断道路は明日から時間制限なしの全面開通になり、知床
は本格的な行楽シーズンを迎えます。
そんな中、当センターでは6月14日（土）に毎年恒例になって
いる「炭焼き」と「ポンホロ沼周辺の森林散策」のイベントに
向け準備を進行中です。

昨日は今年初となる炭焼きの練習を行いまし
た。結果は良好で良い炭ができあがりまし
た。
炭の原料である「木材」は「化石燃料（石油
や 石炭）」のように限りがあるものではな
く、木を植えれば作り出せる生産可能な資源
であり、その上、木は大気中の二酸化炭素を

固定するので、燃料として使っても二酸化炭素の量は新たに増
えることはない地球に優しい資源なのです。
このような資源である炭の作り方や炭の活用方法を学びに来て
みませんか？
イベント参加の応募はハガキのみとなっています。

詳しい内容について
はhttp://www.shiretoko.go.jp/event/H20/yotei/73sumi_ponho
をご覧ください。
締め切りは6月4日（水）となっています。多くの方の参加お待
ちしています。

投稿日 2008-05-23 | リンク用URL

明日から木のフェスティバル開催です
明日5月16日から18日までサンドーム北見にて第23回オホーツ
ク木のフェスティバルが開催されます。

知床森林センターもブースを出展するので、
今日は会場設営を行いました。
当センターのブースでは知床の見所紹介や樹
木クイズなどを行います。
絵はがきや木ーホルダーなど景品も用意して

いますので、みなさん足をはこんでみてください。
 

投稿日 2008-05-15 | リンク用URL

桜が満開ですが…（知床春情報４）
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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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2008-05-02

やっと知床にも桜前線がきて今桜が満開で
す。
しかし、今日は北からの寒気の影響で雪が降
りました。
そんな中、知床ボランティ
ア活動施設が今日オープン
し、雪の中開所式を行いま
した。 
これから水曜日を除く毎日開館しており、常

設展示をみたり木工作体験ができます 。 
場所は国設知床野営場内にあります。知床八景の夕陽台がある
場所です。
みなさん是非足を運んでみてください。

投稿日 2008-05-09 | リンク用URL

知床は常夏？（知床夏情報）
知床横断道路が開通し、これから桜が咲くのを心待ちにしてい
る今日この頃ですが、昨日、知床の玄関口ウトロでは、フェー
ン現象の影響により、この時期では初の真夏日になりました。 

昨日はオホーツク海側を中心とした各地
で30度を超えるところが多く、例年の気温よ
り20度以上も高いということで、各地で桜も
一気に咲き始めたようです。

投稿日 2008-05-02 | 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。

« 2008年3月 | メイン | 2008年5月 »

2008-04-23

2008-04-21

2008-04-18

目覚めたようです。（知床春情報３）
今日、現場へ調査に出かけると、まだ雪の残る林道のあちこち
にいろいろな動物の足跡がありました。
その中でひときわ大きな足跡が…その足跡には爪の痕がくっき
りとありました。ヒグマの足跡です。

長い冬の冬眠から目覚めたヒグマはあちらこ
ちらと餌を探していたのでしょうか？
これから山に入る時はヒグマに十分気をつけ
ましょう。
ヒグマ対策について

はhttp://www.shiretoko.go.jp/cyuui/kuma/kuma.htmを参考
にしてください。

投稿日 2008-04-23 | リンク用URL

長い冬から解放です（知床春情報２）
最近は気温が高くとても暖かい日が続いています。
斜里町では毎年恒例の「斜里岳おろし」の季節になってきまし
た。
これからの時期は斜里岳から「おろし」と呼ばれる強風が強く
吹いてきます。

そんな中、斜里町役場の庭では冬囲いの撤去
作業が行われています。
イチイの木々たちは雪や寒さから守るための
囲いを外され、やっと長い冬から解放です。

知床も徐々に春の息吹が濃くなって きました。

前回ブログの答えです。
ドングリの芽と根は、写真のように上の部分から一緒に出てき
ます。

投稿日 2008-04-21 | リンク用URL

春めいてきました。（知床春情報１）
遅くまであった流氷もすべてなくなり、知床にも春がやってき
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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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2008-04-01

ました。
流氷のなくなったオホーツク海沖では、今、シャチが見られる
と聞きました。ちょっと見てみたいですね。

そんな中、当センターで昨年秋に植えたミズナラのド ングリが
芽を出し始めました。

いきなりですが、ここで問題です。
ドングリの芽と根はどこから出てくるでしょ
うか？ 

（この答えは次回のブログにて掲載します）

徐々に暖かくなってきましたが、知床の桜開花予想は5月中旬
と本格的な春はまだまだ先なようです。

投稿日 2008-04-18 | リンク用URL

また冬に逆戻りです
今日から４月になり新年度が始まりました。

本州の方からは桜の便りも届いている最中、ここ知床では今桜
吹雪ではなく、猛吹雪になっています。
最近暖かくなってきて、雪も無くなりましたが、またこの大雪
で知床は冬に逆戻りです。

いつになったら春が来るのや ら・・・

投稿日 2008-04-01 | 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。

« 2008年2月 | メイン | 2008年4月 »

2008-03-12

2008-03-04

ヤチダモ

ヤチダモの細長い褐色の実が雪の上にいくつか落ちていまし
た。
手に取ってよく見ると、３㎝くらいの細長い果実の片側半分に
種子が入っていて膨らみ、残りの半分は薄っぺらい翼のように
なっています。
くるっとひねったような形をしていて、風によって木から螺旋
を描くようにクルクルと落ちます。
幹は、まっすぐにスッと伸び、高さ25～30ｍくらいになりま
す。

知床の森林で、樹皮に浅い縦に割れ目があり、真っ直ぐ幹が伸
びていて、
枝先に長細い果実（タネ）が多数ぶらさがっている木があれ
ば、おそらく「ヤチダモ」です。
ヤチダモっぽいのにタネが付いてない木もあります。それはヤ
チダモの”オスの木”です。
ヤチダモは、メスの木、オスの木があります（雌雄異株）の
で、お忘れなく。

投稿日 2008-03-12 | リンク用URL

かわいい住人に会いました
森林を散策していると、とてもかわいい住人に会いました。エ
ゾリスです。

シマリスは冬に冬眠をしますが、エゾリスは冬眠をしません。

なので秋に食料を貯める必要がなく、リスのトレードマークで
ある、頬の袋がありません。

エゾリスは冬も寒さに負けず元気に走りまわってます。

投稿日 2008-03-04 | 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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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。

« 2008年1月 | メイン | 2008年3月 »

2008-02-26

2008-02-20

2008-02-14

つぶらな瞳のカワイイやつ
センターの敷地にエナガが遊びにきました。

特にめずらしい鳥ではありません。

カラの仲間で、その辺りでも普通に見ること
ができます。

エナガは漢字で書くと「柄長」。
その名の通り、小さい体に長い尾っぽをもっています。

今回は、１０羽ほどの群れでイタヤカエデの種をつつきに来た
ようです。

顔に特に模様が無く、そのつぶらな瞳が際だつ、かわいいヤツ
です。

投稿日 2008-02-26 | リンク用URL

フレペの滝でエゾシカの出迎え！
昨日、来月に行われるイベントの下見をしにフレペの滝に行っ
てきました。天気がとても良く暖かい中、歩くスキーを履き汗
をかきながらの下見でしたが、知床連山がとても綺麗に見えま
した。 フレペの滝周辺では相変わらずエゾシカの群れが穴を掘
り植物を食べながら暖かい雪原でくつろいでいました。

当センターでは、来月の９日に歩くスキー
で、フレペの滝周辺の森林を解説を交えなが
ら散策するイベントを企画しています。ま
だ、若干の余裕がありますので、興味のある

方は是非参加してみて下さい。

申込の詳細はこちらから
→
http://www.shiretoko.go.jp/event/H19/yotei/88furepe/88fure

投稿日 2008-02-20 | リンク用URL

ふわふわしてない･･･
キタコブシのふわふわ毛の付いた冬芽を見ようと、
上を見ながら森の中を散策しました。

”あっ！発見した”と双眼鏡で見てみると･･･、
あれ？ふわふわしてない･･･。毛を付け忘れたのかな??
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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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↑見つけたこの冬芽、キタコブシではなく『ホオノキ』でし
た。
ホオノキもキタコブシも同じモクレン科モクレン属の樹木。
図鑑で調べてみると、『これほど大きな冬芽は他にない』との
こと。
なるほど、目の悪い私でも目に付くはずです。

森の樹木のなかでも、早々に白い花を咲かせ、早春の訪れを知
らせてくれるキタコブシ。
”花が咲く前に、冬芽を早く見つけてないと!!”と意気込む私で
した。

皆さん、おすすめ・おもしろ冬芽をご存じでしたら、教えて下
さいね。

投稿日 2008-02-14 | 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。

« 2007年12月 | メイン | 2008年2月 »

2008-01-25

2008-01-15

流氷
このところ朝はマイナス２０℃近くまで下がり寒い日が続いて
いましたが、今年もいよいよ流氷がやってきました。

流氷は行ったり来たり、日々姿を変え見るも
のを楽しませてくれます。

今年の知床（ウトロ）での流氷初日
は、1月21日でした。

2007年は1月12日、接岸は2月9日、終日は3月24日ということで
すので、これから2ヶ月くらいの間、海に広がる氷の芸術を楽
しむことができます。

2月14日のイベントでは、オシンコシン展望台からウトロ・イ
チイの森までを歩くスキーで散策します。

ちょうど接岸した流氷を高台から見ることが出来そうです！

投稿日 2008-01-25 | リンク用URL

アニマルトラック
冬の森林のイメージは？と聞かれたらどのような言葉を思い浮
かべますか？
積もった雪が音を吸収することもあり、「静寂」、「ひんや
り」…、などといったイメージが多いのではないでしょうか。

確かに空気が張り詰めた静かな感じはするのですが、落葉樹の
多い森林の中では、意外にも鳥の鳴き声が聞こえたり、飛ぶ姿
をよく見かけます。
そして、足下に目を向けると、動物たちの足跡や、食事の跡、
うんこなどがたくさんあり、森林の中での賑やかな活動が見え
てきます。

このような動物が残した痕跡は「アニマルト
ラック」と言われ、どんな動物がどのような
行動をしていたのか（例えばネズミをキツネ
が追いかけたなど）を推測できます。
アニマルトラックからイメージされる冬の森

林は、まさに「賑やか」で「熱気」に溢れるものです！

森林センターでは２月14日と３月９日に、森林を歩くスキーで
散策するイベントを実施します。皆さんも名探偵になった気分
でアニマルトラックから動物たちの行動を推理してみません
か？
※イベント参加の募集、詳細等は後日、ホームページにてお知
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日 月 火 水 木 金 土
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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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