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第３０回「森とのふれあい」

『親子木工体験』を，１月８日

に知床森林センターで３２名，

１２家族（小学生以下２０名）

が参加して実施しました。当曰

は晴天に恵まれ，予定通りの開

催となりました。

工作は，あらかじめ用意し左

自然の素材（つる.小枝・小石

・年輪プレート・落葉等）を使

って，小動物・壁掛け等を作り

ます。

参加者は，センター職員から

工作道具，材料の取り扱い方や
，作り方等の説明を受けた後，
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北海道も１月末から２月にかけて厳冬の時

期となる。しかし、今年は暖かい曰が多く、

身の締まる思いをする寒さを感じることが少
なかった。

年も明け２０世紀最後の年を迎え、ミレニ

アムという言葉をよく耳にした。世界各国で
ミレニアムを祝う催しか行われ、テレビから

聞こえるカウントダウンの声が今までになく

騒がしく思えてなにか特別な年末を過ごした

ような気になった。そして、２０００年を迎
え、ストーブも蛍光灯もついてるし水も出て

ホッとした。

人間がミレニアムを騒ぎ、特別な年明けを

迎えたが、知床の自然は少し暖かい程度でい

つもの年と変わらない。オオワシは青空に黒
と白の鮮やかなコントラストで舞っている、
エゾシカは雪が融けた道路の法面に出た草を
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さっそく材料を選びエ作作りに入り

ましだ。

参加者の中には毎年参加して馴れ
た手つきですぐ工作に取り掛かる子
供や，材料を見ながら何を作るか考
えている親子が見受けられました

中には子供より親の方が夢中にな

る人など様々でしたが，完成した自

分の作品に満足して，楽しそうな話

し声や笑顔でセミナー室は終始なご

やかな雰囲気に包まれましだ。

短い時間の中でしたか，思い思い
の作品を親子で記念写真におさまり

，好評のうちに無事終了しましだ。

食んでいる。エゾリスはぬいぐるみみたいな

冬毛で丸い目をキヨ□キヨ□としている。シ

ジュウカラやゴジュウカラ、ハシプトガラか

群れをなして木枝を渡っていく。いつもと変
わらぬ自然を感じるとホッとする。

とうとう

自然は溜々と流れる大河のようIごゆったり

とした時間の流れを感じさせる。氷雪に覆わ

れた青空に映える真白な知床連山を遠くに眺
めながら、今年も知床の自然を満喫するぞと
心に誓った。
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季節が麺

／ダイエットをして少しでが
見やすい体型きと思い，その

ためにはアルコールを少なめ

に毎日のトレーニングをと者

えています。

枯れ葉ノ、

|l1lIii鵯|ｳﾄﾛｌ１ｌｉｌｌ:$ｌＩｉｴ||'|ﾉｶlilll1lillll：
昨年の８月に異動して以来，夏から秋，冬へと季節が麺
け足で移り２０００年は北海道での初めての冬ご開けだ。
九州生まれの私にとっては合でも十分寒いがこれから流
氷の季節となりますます寒さかつのるとのこと。
春を待ちながらスキーを練習し，冬を楽しみたい。
､、その後0つ;l差剣邑 ノ

食害木本数割合tPI-1 
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今年もロッククライ

ミングとアイスクライ

ミングのレベルアップ

を目指したい、登山に

関しては一昨年は羅臼

岳から硫黄山へ、昨年
は硫黄山から羅臼岳へ

縦走したので今度は－

人で縦走してみたい。

アウトドアーでの経験

を仕事に生かせればい

いなあ～と患います

、（Ｈ･Ｔ）ノ

／好きなお酒を控え,体
力維持に努めたいとお

もいます。今年はウエ

イトトレーニングで，

だらしなくなった体を
引き締めます。

新緑
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蝉
当センターでは，９７年１２月からウトロ地区

にある「イチイの林木遺伝資源保存林」を調査

区に，エゾシカによる樹木食害調査を行ってい
ます。

調査方法は，調査区面積7.65ｈａの全域を食

害木調査し，時期を食害が落ち着く春と食害に

よる枯死木を観察するために秋と年２回の定期

調査を行っています。

昨年末現在の調査結果ではⅢ調査区全域にお

ける食害本数は９４８本です。樹種別食害割合

は図一１のように，イチイが全体の５割を占め

，次いでオヒヨウ，オオバボダイジユの順にな
っています。また，オオバボダイジユの食害に

ついては昨年から多く目立ち始めました。

次に，当調査区において食害率か大きいイチ

イとオヒヨウを図－２の個体別食害本数割合か
ら見ると，イチイは全本数の６５％が食害を受

け枯死率は１９％，オヒヨウは全本数の89％か

食害を受け枯死率は８１％となっています。オ
ヒヨウはほぼ全滅に近い状況となっています。

樹種別径級階別食害割合では，表－１に示す

とおり全樹種とも２０ｃｍの小径木が７割弱の食

害を受けていますか，当調査区乙特に嗜好性が

示されるイチイとオヒヨウは小径木に関わらす

中・大径木まで食害を受けており，その被害程

度も全局食害，食害高２ｍ程度までと及んでい

るものも多い結果となっています。

また,当調査区は遺伝資源保存林に設定されて
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／昨年から作りかけ､ 
のパッチワークを

２０００年の速い内に仕

上げる事、２０００年第
一号の作品ベットカ

バー姪の実央ちゃん

の予約です。

今年はパッチワー

ク頑張だいと思い

ます。（針｡シ～ 

↓． 
121-2個体別食害木の本数割合 L▲ 
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鱗 /２Ｃｏｏ年と言う切りの良い年ですが昨年のような暑い夏|う
なれば，近くの海岸でのんびり太陽を浴びて海水浴をしたり，海
岸砂丘を散策し季節の草花や，色鮮やかな蝶を求め観察したい。
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知床のホオヒョウイチイ

イチイ（イチイ科）
常緑針葉樹

俗称オンコといわれ、高さ１０～１５ｍにな
る。幹は直立し、樹冠はこんもり茂って美し
い。樹皮は赤褐色で浅く縦に裂ける。

葉は線形で主脈はもりあがっている。雌雄
異株で雌花は緑色で葉腋につき、雄花は淡黄
色で球状に集まって葉腋につく。
果実(液果)は赤く､９～10月頃に熟し､甘くて

食べられ､鳥の餌になっている。
耐陰性が強く成長は遅い。

混交林の中低木層を構成するが､純林にもな
る。

用途は建設､器具､細エ物､庭園樹等。

いることから,金網を巻き付けるなとの防除試

議も取り組んでいます。

それらは,追って報告したいと思います。
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表－１樹種別・径級別・食害本数割合
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