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おちょぼ口がキュートでしょ？

森のフォトジェニック！ᴾ
（二つに割れている舌先）

＊ᴾ 網張の森の生き物たちᴾ ＊ᴾ
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“アオダイショᴾウ”の石垣散歩ᴾ

)9 期間中の雨上がりのある日、ビジターセンター前の石垣
でアオダイショウに出会いました。その日は東京から遊びに来
ていた男の子と一緒に歩きながら「何か生きものに出会わない
かな～、ヘビに会ったりして」と、ちょうど話していた時でし
た。「そこに何かいる！」と、地面にとぐろを巻いていたアオ
ダイショウを男の子が発見。はやる気持ちを抑えつつじっくり
観察してみることにしました。私達に気づいたアオダイショウ
は凸凹の石垣をスルスルと巧みに進み、石と石の間に潜り込も
うとするもコンクリートに遮られ仕方なしにどんどん進む姿
は、まるで石垣を泳いでいるかのようでした。雨の後は体温を
上げるためなのかよく姿を目にしますが、この日もタイミング
よく出てきてくれて、新しいお友達がまた増えたある日の出来
事でした。
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What is “Aodaishou”?

『最
最も身近なヘビ』ᴾ


ナミヘビ科
体長：１～２O 前後
分布：北海道～九州

 昼行性で森林から人家な
ど生息範囲が広域で、木登り
や泳ぎも得意。危険を感じる
と臭い匂いを出し、その青臭
い匂いから「アオダイショ
ウ」と呼ばれるようになった
説も。舌には嗅覚や味覚の役
割もある。
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網張周辺は火山活動等によって形成された多くの山々に
囲まれています。その中から、ビジターセンターに縁のある
山をピックアップし、その魅力を伝えていきたいと思いま
す。トップバッターは、近年登山者増加中の鎌倉森！
新連載

鎌倉森
標高：O
：北東
位置（網張 8% から）
登山適期：１２月～４月
（積雪期）
特色：南にすそ野が広くブナや
ダケカンバ等広葉樹が豊か。山
頂にはオオシラビソも。

スキーゲレンデの白樺ロッジ付近から見た鎌倉森

 鎌倉森の「森」はアイヌ語で山頭という
 意味の「モィ」が変化したものと言われ、
 東北に多くみられる呼称です。鎌倉森は西
 岩手火山群の一角で、網張 8% からもっと
 も近い山です。登山路は無いので、雪が笹
 ヤブを覆ってから、スノーシューや輪かん
 じき等で登るのがお勧めです。シーズンに
 なると週に２回、３回と登りに来る常連さ
 んもいて、人気の高さがうかがえます。

１ページ目鎌倉森
天候次第で、山頂
から岩手山を一望で
きる。鬼ヶ城や屏風
尾根など荒削りの絶
景が目の前に。☞

９５０O 付近では、普通にツキノワグマ
の爪あとや熊棚も見られるのでご注意を。
登る計画を立てている方は、しっかりとし
た冬山の装備を整え、登山届や最新の情報
確認等、網張 8% をご利用下さい。

☜ 山頂北側の犬倉山か
ら鎌倉森方面へ下りるス
キーヤーを時折見かける
が、雪崩の危険があるの
で立ち入らないで！

キビタキ
科名：ヒタキ科
全長：約 13.5cm
生態：夏鳥
分布：日本全国

アミハリ・バーズ 9RO９
先日、雨の中傘をさしてバードウォッチ
ングを行いました。鳥が好きな仙台からの
ご夫婦をお連れしましたが、思いのほか多
くの野鳥を見ることができました。中でも
網張薬師社周辺では、
「ヒッヒッヒッヒッ、
クリリッ」というキビタキの地鳴きが聞こ
え、鮮やかな姿も双眼鏡でとらえる事がで
き、ご夫婦も感激されたご様子でした。
キビタキは夏鳥で、冬季は遠い南国のフ
ィリピンやベトナム等で過ごすそうです。
こんな小さな鳥が、広い海を越えて渡りを
するのは驚きですし、外見じゃ判断できな
い命のたくましさを感じます。

２
２

・・五月のゴールデンウィークにビジターセンターを訪ねてくれたお客様の中に東京からやってきた新井 遥斗君（八歳）
の姿がありました。去年、遥斗君が網張の森で捕まえたヒメオオクワガタのカップルが産んだ卵から大切に育てた二齢
幼虫を持ってきてくれたのです。（現在、ビジターセンターですくすく育っていますよ）。
 「幼稚園のころクワガタムシを知ってから虫が好きになったよ。でも家の近く
（東京都品川区在住）ではあまり虫がいない。」と言う遥斗君と初めて出会ったの
は今から四年前、ビジターセンター前でアキアカネの群れを追いかけていました。
その後、何度かビジターセンターの観察会行事に参加し、網張に来ると忙しい
スタッフの小さな助手として展示などの仕事を手伝ってくれるようになりました。
 ビジターセンターが好きと言う遥斗君にその理由を聞きと「うーん、自然に対する
いろいろな疑問に答えてくれるところかな。
」
「将来は自然いっぱいの岩手に住んで
建築家になりたい。
」との夢も。四歳になった妹の菜月ちゃんも「ビジターセンターで
鳥の絵とか書くとこがいい。
」と言いながらお兄ちゃんの後を追っかけています。
お母さんの絵美子さんは「子供のころ、祖母が住んでいた岩手の田老町によく遊び
にきました。自然の中で過ごした楽しい思い出が今でも忘れられません。子ども達にも
そういう経験をさせてあげたいけど都会では難しい。だから網張に来た時はゲームも
「また夏に来るね！」 ビジターセンター入口で
持たせずテレビも見ないで、自然の中で遊ばせてあげたい。温泉もあって静かな
網張は家族にとってピッタリの場所なんです。」
・・顔なじみになった子ども達と再会するたびに、その成長ぶりにビックリの私たちです。

十和田八幡平国立公園 八幡平地域指定６０周年

指 定 ま で の 長 い 道 の り  ①

（前略） いったいこゝをどういふわけで、
国立公園候補地にみんなが運動せんですか
いや可能性 
それは充分ありますよ もちろん山をぜんたいです
うしろの方の火口湖 温泉 もちろんですな 
鞍掛山もむろんです 
ぜんたい鞍掛山はです 
7T+YCVG とも申すべく
大地獄よりまだ前の
大きな火口のヘりですからな（後略）
－宮澤賢治「国立公園候補地に関する意見」より抜粋－
 一九二五年（大正一四年）五月一一日

今から六十年前、昭和三一年七月十日、八幡平
地域は念願の国立公園の指定を受けますが、そこ
に至るまでには、先人たちの長い努力の歴史が
ありました。
大正十年から昭和三年にかけて当時の内務省
は全国の景観地で「国立公園候補地調査」を行
いました。左の宮澤賢治の詩はこの最中に書か
れたものです。しかし、八幡平は最終的な十六
の候補地に残れませんでした。当時、国立公園は
「厳選シ濫説ヲ戒ムベキ」と風景のタイプごと
に日本で一つとされていたのです。十和田地域
だけは、日本の湖水を代表する景観として昭和
十一年に国立公園に選定されました。
のり え

あく
環境省盛岡自然保護官事務所

こうえん か け あ る き

アクティブレンジャー紀恵の公園駆け歩記

皆様、はじめまして！ 年  月  日より盛岡自然保護官事務所にて勤務することとなりましたアクティブ
レンジャーの工藤 紀恵と申します。
仙台生まれ仙台育ちのわたくしですが、父が田老町、母が釜石市の出身で
純血の岩手っ子です。十数年東京で事務の仕事をしておりましたが、長年思
い描いていた岩手へのＩターンを果たし昨年の春に盛岡市民となりました。
仕事の傍ら、夏には北アルプス、冬は北八ヶ岳、そして富士山周辺の山を
歩き、次はどの山に登ろうか、あそこがいいだろうかと思い悩むのも山登
りの楽しみでもありましたが、岩手に来てからは地元の山にじっくり向か
い合いたいという気持ちが強くなりました。山で見かけることがあったら
是非声をかけてください。汗だくの暑苦しい笑顔でご挨拶させていただき
ます。
（その際甘いものを与えると喜びます！）
 アクティブレンジャーの仕事だけでなく、山の名前、植物、昆虫、野鳥等覚えることが沢山あって四苦八苦して
おりますが、これからどんどん覚えることがあるというのは幸せなことでもあると思っています。
 最後となりましたが、大好きな岩手の地で関係各所皆様のご協力を賜り、職務を全うしたいと考えておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
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自
４月 ２９日 ᴾ

然 観 察
察ᴾ
４月 ３０日

主催：滝沢市
協力・後援：網張ビジターセンター 
◆ 国立公園指定六十周年記念イベントとして開催、
大正年代に早くも「岩手山や鞍掛山一帯を国立公園
に」と訴えた宮澤賢治の作品が紹介されました。
鞍掛山の自然や三角点に関するクイズに答える
ウォークラリーには、季節外れの雪と冷たい雨にも
関わらず、百三十名を超す
参加者があり、下山後に配ら
れた、
「鞍掛山とカタクリの花
をデザインした記念バッジ」
は大好評でした。

会
察

 詳しいお問い合わせは網張ビジターセンターまで

ᴾ「初夏の網張スケッチ入門」ᴾ
講師：工藤義之さんᴾ
（盛岡デッサン会）ᴾ

（水曜デッサン会）ᴾ
網張ビジターセンター集合ᴾ


６月５日ᵆ日ᵇᴾ
網張の自然を描くᴾ

１０：００～１４：００ᴾ
定員１０名ᴾ

参加費大人５００円ᴾ
小学生３００円ᴾ

宣夫さんᴾ
６月１８（土）ᴾ 講師：土井ᴾ
（岩手大学教育学部）ᴾ

ᴾ

で急きょ、鞍掛山麓へ変更して開催。
伊達生物調査事務所の伊達先生と一緒に歩くと、
不思議と、いつもは
気付かなかった場所
に沢山の生き物たち
が暮らしているのが
見えてきます。
晴れ渡った五月の
青空の下、十八名が
参加。小学生の女の子
が最後まで熱心にメモ
をとっていました。

６～７月ミニ企画行事

「活動高まる！秋田駒ᴾ
女岳を観察するᴾ
国見温泉駐車場集合ᴾ
７：００～１５：００ᴾ
定員１５名ᴾ
参加費大人８００円ᴾ
小学生６００円ᴾ

◆ 予定していた滝ノ上園地が途中道路の通行止め

（予約はいりません）
「バードウォッチング」「森林浴散歩」「ワクワク館内ツアー」「スライド
トーク」「ヒメボタル観察会」など週３回程度実施します。ᴾ ホーム
ページで確認されるか直接ＶＣへお問い合わせください。ᴾ

一般向け火山学習会ᴾ

自然スケッチなんて無理と思っているあなたへ

告
５月１５日ᴾ

◆ 小雪混じりの寒風の中、四歳児を含む総勢
十七名が参加しての「春探し」
。ゆっくり歩きなが
ら、ホオノキの外れかかった芽鱗やキクザキイチ
リンソウの花に季節の変化を感じることが出来ま
した。昼食後は生き物にまつわるネイチャーゲーム
で大盛り上がり。 
八幡平地区のパーク
ボランティアさん
の飛び入り解説も
あって参加者同士
仲良しグループで
帰ってきました。

＊インフォメーションコーナー＊




報

国立公園八幡平地域指定 ᵔᵎ 周年記念行事ᴾ

「国立公園指定に向けた
先人たちの足跡を辿るᵋᴾ
烏帽子岳への道」ᴾ

７月３日ᵆ日ᵇᴾ滝ノ上園地駐車場集合
７：００～１５：００ᴾ 定員２０名ᴾ
参加費大人８００円ᴾ 小学生６００円ᴾ

ᴾ

講師：山津田清美さんᴾ （県自然公園保護管理員）ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 斉藤安正さん（八幡平地区パークボランティア）ᴾ

現在開催中の網張ビジターセンター企画展 

「秋田駒ヶ岳ᴾ 花の写真展」ᴾ
ᴾ ᴾ 花 の百 名 山 の秋 田 駒 ヶ岳 に咲 く花 の名 前 をᴾ
知 ることの参 考 になると思 います。国 見 温 泉 からᴾ
登 山 して花 の観 察 をしてほしいものです。ᴾ

年 ～ᵐᵎᵏᵓ 年 に国 見 温 泉 コースから

工藤 宏 氏 １９４５年生まれ 青森県出身
現在盛岡市在住 「岩手植物の会 会員」
感想ノートより・・「花言葉を添えて素晴らしい作品に感動」花巻市 男性・・
「生きていたそのまま姿ですばらしいです。参考にさせてもらいます。」横浜市 女性

十和田八幡平国立公園 網張ビジターセンター
驚くほど少なかった雪があっという間にとけ
今から夏の水不足が心配されますが、網張でも
既に水不足の影響が…。雪どけの水たまりがほ
とんどなかったために、毎年のように産み付け
られていたヤマアカガエルの卵が今年は見られ
ませんでした。オタマジャクシになり、足・手
が出て尾が消え、ちびっこ
カエルの登場！というサイ
クルの観察がこの時期の楽
しみでした。
「また今度」と
いう保証がないのも自然の流
（佳）
れなのかなぁ。

来館者数 ◆３月 １，５８６人 ◆４月 １，２０５人
朝９時のビジターセンター平均気温 ◆  月 -3.1℃ ◆  月 2.0℃
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