
今年もよろしくお願いいたします　２０１６年１月号

根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター

ネイチャーセンターだより
ユリカモメ　（カモメ科）

学 名　Larus ribibundus　
　　　　　　　　　 【笑うような鳴き声のカモメ】
英 名　Black-headed Gull

　冬鳥として、風蓮湖や市内の港で見

られる。年中見られるオオセグロカモ

メの体長が 67ｃｍであるのに対して、

本種は 40ｃｍとカモメの仲間では小型

でスマート。また鋭い目つきが多いカ

モメ類のなかで、ユリカモメは黒目が

大きく、くちばしと脚も赤色で愛らし

い姿をしている。夏羽に生え換わると

顔全体が真っ黒になりその変身ぶりに

は驚くが、その頃には繁殖地の北方へ

渡ってしまうため、見かけることは少

ない。

いきもの図鑑

1 月の見どころ
【上旬】

　冬毛を纏い、寒さに耐えながらエゾリスや

キタキツネ、エゾシカが春国岱や自然学習林

で過ごしています。動物たちの足跡を辿れる

のは、雪道ならではの楽しさです。冬鳥のア

トリやベニヒワのほか、夏は影を潜めていた

ミヤマケケスやオオアカゲラが、自然学習林

で見やすいでしょう。
【下旬】

  日ごとに寒さが増し、風蓮湖の湖面が結

氷していきます。厚い氷に穴を開けて魚を

獲る氷下待ち網漁法が始まると、漁師さん

が網からはずしたコマイやチカの雑魚を

狙って、オオワシやオジロワシが群がりま

す。ワシたちの飛来数は、毎年２月上旬に

ピークを迎えます。
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作業路（春国岱上は車両進入禁止）
観察路（小鳥の小道1.4km、約30分）

観察路（ヒバリコース1.2km、約25分）
観察路（ハマナスコース1.4km、約30分）

観察路（アカエゾマツコース0.5km、約15分）
観察路（キタキツネコース0.8km、約20分） 根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター（入館無料）

東梅野鳥観察舎（東梅ハイド）

Ｐ

Ｐ

ミヤマカケスやオオアカゲ
ラなど比較的大きな鳥たち
が、学習林で見られます。

例年は、ユキホオジロやハギマ
シコがハマニンニクの実を食べ
にやって来ます。

オオハクチョウやホオジロガモ、ウミ
アイサなどカモの越冬組が少数います。

冬眠をしないエゾリスやエ
ゾヤチネズミのちいさな足
跡が雪に残っています。

通行止め

フクロウの仲間のコミミズクが、
草原でエサを探してハンティン
グしています。

冬至が過ぎて日は少しずつ長くなりま
すが、（１月末で 16：28）寒さはいっ
そう増します。

防波堤でたたずむオオワシ、オ
ジロワシがいます。

ことりのエサ台バードウォッチング　

  

 

　　ネイチャーセンターは、春国岱・風蓮湖の豊かな自然を守るための調査や、
そこに暮らす生きものの素晴らしさについて知ってもらうため、普及教育を
行っています。そこで、根室の野鳥に関心を持ってもらえるように、食べも
のが少ない冬の時期だけ小鳥たちにエサを与えて、じっくり観察ができるエ
サ台を設置しています。
　期間は３月下旬ごろまで、時間は大体午前中です。羽の配色やくちばし、
足の形など普段はじっくり見られない細部を観察窓からぜひゆっくりご覧く
ださい。

　□１日のエサ量（およそ）：ヒエやアワ 600ｇ、ヒマワリ種 10ｇ…植物食を好む鳥用　　 

　　　　　　　　　　　　 シカ肉の脂身 300ｇ…昆虫など動物食を好む鳥用
111

□自宅でエサ台を設置する時の注意点

◆エサを与えるのは冬の間だけ◆

自然界に食べものが豊富な春～夏の間、エサ台は必要ありません。

◆エサ台は清潔に◆　

フンや食べ残しを掃除すること、エサ台を定期的に除菌することで、病気の広がりを予防できます。

　　　ゴジュウカラの

　　　歩き方にご注目！



　

ことりの巣箱をみてみよう！つくってみよう！　

　

　　　　　

ねむろバードランドフェスティバル1/29 ～ 31

　

　　　　　

□■□プログラム□■□
★『おまかせガイドツアー』1/30( 土 ).31( 日 )
根室半島全域で野鳥に精通したガイドや地元に精通した
ガイドが、野鳥観察に誘います。申込〆切は 1/12
★『野鳥保護の夕べ講演会』1/29( 金 )　18：00 ～
★ねむろの野鳥イラストコンテスト　表彰式 1/30　
★他にも光学機器メーカー展示・販売・ミニ観察会や、
子ども向けのオオワシやシマフクロウのお話会など盛り
だくさんです！メイン会場はベルクラシック根室です。
市内でアクセスしやすいので、足をお運びください。
詳細は　ねむろバードランドフェスティバルＦＢ　で検索を！

　　昨年に続いて今年も『ことりの巣箱』にちなんだ行
事を開き、巣箱づくりに挑戦しました。6枚の板を組
み合わせて、屋根が開閉式になるように蝶つがいを付
け、木に括り付ける針金を 2本通したら完成です。作
った巣箱を家の庭にかけて、来春の子育てに使われる
ように、どのような場所が小鳥に好まれるのかを説明
しました。参加者が作った
巣箱を小鳥たちが気に入っ
て、使ってくれるといいな
と思います。

ラムサール条約登録湿地１０周年記念講演会

スノーシューレンタル始めます！　 
　真冬にも自然学習林を散策してみたら楽しい発見があ
りそう !! でも深い雪道を歩くのは足がズボズボはまって
大変！…というわけで、今シーズンからネイチャーセン
ターで、スノーシューの（西洋かんじき）無料レンタル
を始めます。スノーシューを履けばどなたでも楽に雪道
を歩くことができます。子ども用と大人用を用意しまし
たので、ご家族でご利用ください。

でも肝心の雪がまだ… エゾリスの足あと

時どき会えるシマエナガ

　　１１月に根室市が「春国岱・風蓮湖の自然環境の保全と共生」をテーマに、講演会を開催しました。鳥類調査
員、漁業者、研究者３名のパネラーと日本野鳥の会の柳
生博会長が、それぞれの立場で春国岱と風連湖は、水鳥
をはじめ海の生き物、私たち人の暮らしにとってかけが
えのない湿地であると話されました。未来へ引き継がれ
ていくためには、自然と人が共
生できる取組みが必要であると
語られ、参加者からは時折笑い
が起こる和やかな講演会でした。

先月号の答え…Ｄ

とり　　　　　　　　　　すばこ　　　　　　りよう　　　　　　　　こそだ　　　　　　　　　　　　 とり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

とり　　　　　　　 すばこ　　　　 つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とり　　　　 すばこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥には、巣箱を利用して子育てをする鳥がいるけど、すべての

鳥が、巣箱を使うわけではないよ。どんな鳥が巣箱をつかうの

かな。ＡとＢから選んでね。

Ａ：元もと、木の洞（穴）を使う鳥が、その代わりとして使う

Ｂ：寒がりで、おく病な性格の鳥が使う

 　　　　　もと　　　　　　　　　　き　　　　うろ　　　　あな　　　　　　つか　　　　とり　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　

　　　　　　さむ　　　　　 　　　　　　　　　　　　びょう　　　せいかく　　　　とり　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒント！
　　　　　巣箱を利用する鳥たち　左からシジュウカラ・フクロウ・コムクドリ

 　　　　　 すばこ　　　りよう　　　　 とり　　　　　 ひだり　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター（入館無料）
〒０８６-００７４　北海道根室市東梅 103 番地
TEL．0153-25-3047　　FAX．0153-25-8570
Eﾒｰﾙ．nemu_nc＠marimo.or.jp
URL．http://www.marimo.or.jp/~nemu_nc/workn/index.html
◆１月休館日：１２/３０～１/６、１２日、１３日、２０日、２７日
         開館時間：9：00 ～ 16：30　
◆団体でご利用の方へ
　自然観察や学習、スライドの上映などのプログラムをご利用いただけます。            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要 事前申込） ラムサール条約湿地

風蓮湖・春国岱

2005 年 11 月 登録

イベント情報！
　観察会などへの参加申込み、お問い合わせは春国岱ネイチャーセンターへ

　電話（0153-25-3047）もしくは直接のご連絡をお願いいたします。

開 催 日 時 行 事 名・内 容 参 加 費 お申し込み方法など

無料

フィールド講座②

ねむろの気象を知ろう！
～明日の天気を予測しよう！

根室の気象のなぜ・どうして？を元気象庁職員

の講師がわかりやすく解説します。また空を見

て今後の天気を予測する方法を紹介！

・定　員：20 名先着

・対　象：中学生以上～大人

・講　師：船山岩雄さん

・集　合：春国岱ネイチャーセンター

・持ち物：暖かい服装（少し屋外で

　　　　  空を観察します）

・締切り：1月 1５日（金）

※荒天の場合は室内プログラムのみ

8：00
　～ 10：30

ワシワシウォッチング
越冬のために風蓮湖・春国岱へ渡って来る海ワシ

のオオワシやオジロワシを観察します。　　　　

お申込みはお早めに！

※風蓮湖の氷の張り具合で内容を変更することが

あります。

保険代

１００円

・定　員：20 名先着

・対　象：小学３年生以上～大人

・集　合：春国岱ネイチャーセンター

・持ち物：暖かい服装、あれば双眼鏡

・締切り：2月 4 日（土）

※荒天の場合は中止

  ２月７日（日）

13：30
　～ 15：30

  1 月 17 日（日）

ボランティア「スンク」

春国岱ネイチャーセンターでは、ボランティアスタッフを

募集中です。春国岱や風蓮湖、ネイチャーセンター周辺の

森の自然を自らが楽しみ、環境保全について学び守ること

を目的としています。主な活動は毎年行っている「ネイ

チャーセンターまつり」の運営や、自然情報の提供などで

す。ボランティアは、いつからでも経験がなくても始めら

れます。お気軽にお問い合わせください。

◆対象：高校生以上

◆年会費（保険料）：300 円
　　　　　　　　　ネイチャーセンターまつりの
　　　　　　　　　ツリーイング風景（2014）

募集中！　
フィールドマナーを守って

　
自然や生きものが安心して暮らせるように…

　●観察路から外れないようにしてください

　●動植物の採取や捕獲はしないでください

　●ゴミはお持ち帰りください

　●所定の場所での喫煙にご協力ください

　●春国岱入り口駐車場から奥は、一般車両の

　　乗り入れは禁止されています

　●キタキツネやエゾシカ、野鳥など野生動物

　　の生息地です。ペットを持ち込んだり、放

　　したりすることはご遠慮ください

10：00
　～ 15：00
（時間は予定）

  ２月１４日（日）
スンクまつり

保険代として

１００円

詳細は決まり次第、ホームページ

などでお知らせします

ネイチャーセンターのボランティアグループ
「スンク」メンバーによる主催行事です。
今年は羊毛マグネットづくりやスノーシュー体験
コースなどを考え中！
ちびっこたちは予定を空けておいてね !!


