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開園２０周年にあたり
太白山自然観察の森は6月6日で開園20周年を迎えることになりました。これも
ひとえに利用いただいた多くの皆様のご支援の賜物と感謝いたしております。
さて、6月に入ると観察の森の木々が新緑から深緑へと移り変わりはじめ、多
くの虫たちが活躍する季節となります。今月もまた、ガイドウォークをはじめ
「おはよう野鳥かんさつ」や「キッズ昆虫たんけん隊」などのイベントをご用意
しておりますので多くの方々のご参加をお待ちしております。ご利用の皆様には
これまで以上たくさん楽しんでいただけるようスタッフ一同努力してまいります
ので、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
（自然観察センター職員一同）

観察の森
生き物図鑑

38

真っ白な花をたくさんつける

『エゴノキ』

梅雨の季節になりました。観察の森では、白い木の花がたくさん
咲き始めています。今回は一つの木にたくさん白い花をぶら下げる
「エゴノキ｣とそれにくるゾウムシを紹介します。
エゴノネコアシフシ

エゴノキの花

種

エゴノキは、果皮にエゴサポニ
ンという毒をもち、口に入れる
と舌や喉を刺激し「えぐい」こ
とから名前がつきました。白い
たくさんの清楚な花は梅雨の雑
木林を明るくしてれます。
エゴの木には、猫の手のような
形をした虫こぶがよくみられま
す。その名も「エゴノネコアシ
フシ」。そのまんまです。割っ
てみると中には白いアブラムシ
がたくさんひそんでいますよ。

こんな虫もやってくるよ
エゴノキの葉や蕾、実の上で見られる虫がい
ます。
とても長い口吻が鳥の「シギ」の嘴に似てい
るので「エゴシギゾウムシ」と名前がついた
ゾウムシ。装飾的な模様がとてもきれいです
。芝生広場のエゴノキ周辺を探してみよう。
蕾に口吻をさしている様子を見ることができ
るかも。
もう一つは、まるでウシ？ウマ？のような
白い顔をしている「エゴヒゲナガゾウムシ」
。実ができるころに現れます。♀の顔もおも
しろいですが、♂は目がもっと飛び出て付い
ていて笑ってしまいます。別名「ウシヅラヒ
ゲナガゾウムシ」。メスは丸い実を深く掘っ
て中の種に卵を産みつけるので、実にレモン
型の穴が開いているのを見つけたらきっと産
卵痕です。

7mmくらい
エゴシギゾウムシ

♀

♂

エゴヒゲナガゾウムシ

【文･イラスト:黒川】

６月の生物ごよみ

（過去のデータから予想）

ホトトギス

観察の森ではどんな生き物が、いつごろ見られるの？

植物

５月
下旬

６月
上旬

中旬

７月
下旬

上旬

アオハダ
ガマズミ
エゴノキ
イチヤクソウ
ヤブムラサキ
ホタルブクロ
5月に入り暖かい日が続いたせいか、季節の進み具合もやっと平年まで
に回復しました。先月、嬉しかったのは『ザイフリボク5/11』『アズキ
ナシ5/19』『ウラジロノキ5/22』の花がみられたこと。私がセンターの
赴任して初めてみることができました。それとクワガタの森でノウサギ
をじっくり観察出来たこと。こんなにゆっくりみれたのもまた初めてで
した。毎日いてもまだまだ新しい発見がたくさんあります。きょうはま
たどんな発見が出来るのでしょうか。
【文・イラスト：齋】

野鳥
・昆虫

５月
サンコウチョウ

下旬

６月
上旬

中旬

７月
下旬

（５月２１日に初鳴き確認しました）
サンコウチョウ
ホトトギス
カブトムシ
シロスジカミキリ

（５月２０日に初鳴き確認しました）

上旬

みんなで自然観察

５月のガイドウォーク

春はニョロニョロ
東日本大震災の影響により、４月中
首にも頸腺という
のイベントは全て中止していましたが、
毒腺があるので、
５月１日よりガイドウォークが復活し
触らないように！
ました。セリバオウレンの花はもう終
わっていて、花火のような幾何学模様
の実を付けていました。カタクリはま
だ咲いていましたが、かなりくたびれ
ヤマカガシ
た感じでした。ところで皆さんは、何
を見て一番春を感じますか？私の場合はニョロ・ピョン（ヘビとカエル）
です。私は寒がりなので、特にニョロが活発に活動するくらいにならない
と春らしく感じません。ピョンは以前紹介したので、今回はニョロの方。
１日のガイドウォークでは、木道のお花畑を抜けてヨシの湿地へ向かう途
中、６０センチくらいのヤマカガシ（♂）が現れました（８日のガイドウォー
クでも近い場所に似たようなのが現れた）。私が小学生のころはヤマカガ
シが毒ヘビだという認識も無く、家の周りにたくさんいたので、よく首に
巻いて学校に行きました。だから、今でもヤマカガシが一番好きな生き物
です。色がキレイだし、眼上板（目の上のウロコ）が張り出すので、目元
がキリッとして凛々しい感じがいいですね。センター付近で一番よく見る
ヘビで、おとなしいのですが、つかんだりすると噛まれることもあります。
毒が入ると大変なことになるので、いたずらはしないようにお願いします。
自然観察の森にはこの他、シマヘビ、ジムグリ、アオダイショウ、ヒバカ
リ、マムシ、シロマダラ、タカチホヘビなどのヘビが住んでいます（よく
見る順）。ヘビではないですが、ニョロっとしているスナヤツメも、ヨシ
の湿地付近で見ることができました。集団で産卵床を作る様子はとても面
白いのですが、数日で終わってしまうので、ガイドウォークで見ることが
できた人は運がいいです。５日のガイドウォークでは、もう見ることがで
きませんでした。どちらも、春を感じさせる生き物です。ガイドウォーク
でニョロ・ピョンが出てくるとつい話しすぎてしまうのですが、春の草花
や夏鳥の観察もちゃんとしましたよ～。

スナヤツメ（実物大）

【文･イラスト: 林】

「蕨の恩を忘れたか！」 と唱えながら歩くとヘビに会わないと、 ５日のガイドウォークに参加された方
から聞きました。 もちろん、 私のガイドウォークでは禁句です。

緑の中でやすらぎのひと時をどうぞ
東日本大震災や原子力発電所の放射能漏れなどの諸々の影響がまだまだ残っ
ており、復旧・復興の道のりもまだ先が長いようです。被災された方々をはじ
め多かれ少なかれ気が重く感じられる方が多いことでしょう。
そんな中、視界いっぱいの鮮やかな深緑の中で、やさしい鳥の鳴き声を聞き
ながら、また動物や虫たちとの出会いを期待しながら、ほんのひと時でもやす
らぎを感じ明日への元気を充電してみませんか。運よくかわいらしい野ウサギ
やカモシカに会え癒されるかもしれません。
そんな緑の自然空間が太白山自然観察
ニホンカモシカ

の森です。仙台市の中心部からそんなに
遠くない場所にありながら、自然がいっ
ぱいのいわゆる里山の魅力満載の森で
す。
その魅力を皆様に伝えるため、当太白
山自然観察の森では季節ごとのいろいろ
なイベントをご用意しております。また、
毎日曜日にはベテランのレンジャーによ
るガイドウォークを開催しており、時期

ごとの植物や動物などの観察に軽快な解説を交えながら、来園された皆様が
十分に自然を楽しむことができるようお手伝いをしております。
なお、ガイドウォークは、日曜日の
午前 10 時からと午後 1 時 30 分からの

ノウサギ

2 回実施しております。集合・出発は
自然観察センター前となっており、所
要時間はどちらも 1 時間 30 分程度で
す。
当然のことながらすべて無料ですの
で、大いにご利用いただければと期待
を込めてお待ちしております。

（自然観察センター

館長

菊池正行）

６月の催し
6/5,12,19
（日）
10：0０～11：30

歴代レンジャーによる

【持ち物】

特別 ガイドウォーク

歩きやすい服装で

20周年を記念して歴代レンジャーが特別にご案内します。

6/11 （土）

観察用具、雨具など
（双眼鏡の無料貸出あり）

『おはよう野鳥かんさつ』

6：30～8：00

↑2つとも申し込み不要です。自然観察センター前にお集まりください。↑
申

し込み⇒ ７日９時から電話で受付

申 【対象】

6/11 ,7/9（土）

『キッズ昆虫たんけん隊」

6/18 （土）

『深緑の太古の森をたずねて」

10：0０～11：30

10：0０～15：00

7/9

（土）

19：0０～20：30

（日）曜
は

【定員】

小学生向けの昆虫観察です。（保護者は同伴できません）

ホタルを見ながら夜の森を体験します。

１５名

申 【持ち物】 昼食、
雨具

里山とは違う原生的な自然の残る鈎取山国有林を歩きます

『夜の森の観察会」

小学生

【定員】

20名

申 【持ち物】 雨具、
懐中電灯
【定員】 １５名

『ガイドウォーク』の日！
休 館 日

6月のテーマは『森と昆虫たち』です

5日,12日,19日,26日

6日､13日、20日、27日、

１０：００～１１：３０ ､ 1３：３０～１５：００

＊5,12,19日の午前中は特別ガイドウォークです。
♪森へおいでください♪

新仙台郵便局
〒

宮城交通バス
仙台駅前バスプール7番 または 長町駅前から
山田自由ヶ丘車庫 行きに乗り
公営アパート前 で下車、徒歩15分でセンター

車

太白団地
公営アパート前

SEIYU

山田交差点

文

国道２８６号線の山田交差点から太白団地方面へ。
道々の案内板に従って約10分で駐車場へ。徒歩5分でセンター

定期購読のお知らせ
住所・氏名・電話番号と、何月号から希
望かを明記のうえ、80円切手12枚を同封
して、自然観察センターまでお申し込み
ください。
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＊仙台市からのお知らせ： 「キッズ百年の杜」のＵＲＬにガイドウォークの1年のようすが載っています。→ http://www.kids-100forest.jp/

