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ダイミョウセセリ（ セセリチョウ科 ）

　緑濃くなった森では、鳥たちのさえずりは少なくなりましたが、子どもが親

に甘えているような声があちこちで聞かれます。この森が、太白山自然観察の

森としてオープンしたのは１９９１年６月６日でした。２７年がすぎて、まも

なく２８年目に入ります。地球の歴史の中では２７年は一瞬のようですが、

オープン当初には見られなかったのに今では普通に見られるようになった生

き物がいる一方で、以前はたくさん見られたのにこのごろあまり見かけなく

なった生き物もおります。変わらないものとあわせて見つめ続けて生きたいと

思います。  　　　　　　     　　　　　　　　   【 写真・文　早坂 徹 】



金色模様をもつ金色模様をもつ

　キンモンガ　キンモンガ

【レンジャー:黒川周子】

観察の森

生き物図鑑

122
　金色の紋がある（黄紋型）美しい蝶のようなキンモンガキンモンガ。翅を閉じ

たり、開いたりして花の蜜を吸っている姿は本当にチョウのようです。

色は変異があり、白い紋（白紋型）をもつタイプもいます。（ギンモ

ンガと言いたいところだけど、白くてもキンモンガ）。観察の森では、

いつもなら年に 2回６月と８月に成虫が見られます。

（今年は早く５月下旬にはもう姿を見せています。）

黄紋型と白紋型黄紋型と白紋型

■一枚の翅の外側に一ヵ所ず
つ、白い線のような紋が入る。

幼虫は白いロウ物質のようなものを身に

まとい、リョウブの葉を食べます。

花が咲くのが６月なので、葉裏に潜んで

いるイモムシに気付かず見過ごしてしま

いそうですが、今年は是非、花も葉の裏

も観察してみてください。

【開帳 32ｍｍ～ 39ｍｍ】

■幼虫の食草：リョウブ

幼虫幼虫



 ６月の生物ごよみ ６月の生物ごよみ

６月 ７月５月

６月 ７月５月

上旬 中旬 下旬下旬 上旬

上旬 中旬 下旬下旬 上旬

マルバダケブキ

サイハイラン

ギンリョウソウ

エゴノキ

ネジキ

イチヤクソウ

オカトラノオ

サンコウチョウがさえずる

カブトムシが現れる

ゲンジボタルが夜空を舞う

ニイニイゼミが鳴き始める

（ネジキ）

（イチヤクソウ）

（カブトムシ）

※地鳴き　　鳥の鳴き声のうち、さえずり以外のものをさす。一般的には様々で同種同個体のシグナルとして使われる。

※さえずり　繁殖期や縄張り宣言の時に出す鳥の美しい鳴き声。ただしさえずりと地鳴きの明確な区別はなく、一般的

　　　　　　に複雑で長い鳴き声を「さえずり」と呼んでいる。

（今年は 5月 12 日にさえずりを確認）

（オカトラノオ）

（ギンリョウソウ）

（マルバダケブキ）

（サイハイラン）

　緑も一層濃さを増し、5月25日には仙台市で30度を記録し、一気に真夏日
となりました。とはいっても太白山周辺では中心部と比べると1～2度気温
が低く、過ごしやすい感じです。植物もさらに開花スピードを増し、5月23
日にはエゴノキが咲き始めました。森を歩けばあちらこちらに『オトシブ
ミの揺籃（ゆりかご）』が落ちています。今年はいろいろな種類の揺籃を
拾い、センターで育てることにしました。成虫になるまで１ヵ月ほどかか
るのでどんな種類のオトシブミが出てくるかすごく楽しみです。　

【レンジャー：齋　正宏】

動物

植物

（ゲンジボタル） （ニイニイゼミ）

（エゴノキ）

(昨年の初鳴きは 6月 25 日でした）



森のことのは

　梅雨に入り雨の季節になります。野外

活動や森を歩くのには晴れの日がいいと、

雨天のときは出掛けるのを敬遠してしま

いますが…。雨天が多い時期にぴったり

の言葉がありました。『晴好雨奇（せいこ

ううき）』といって「雨の時も晴の時もそ

れぞれに景色がすぐれていること。山水

の景色は晴れた日は美しく雨の日は趣が

あり、どちらも見事である」という意味

です。自然は晴れた日はいうまでもあり

ませんが、雨の日ならではの空気の潤い

やしずくなどに出会え、どんな天気でも

素敵なシーンを見せてくれます。

　自然の様子やできごとを四字熟語やこと

わざなどに当てはめ、森で感じた言葉をお

届けします。今月は…

『晴好雨奇』

　また、この言葉には「人生に起伏

があってもそれはそれで素晴らしい

ものである」という意味もあります。

　人生を天気に例えて「晴れたり

曇ったり…」と言いますが、楽しかっ

たことは勿論、辛かったことも振り

返ればいい思い出になっているこ

とってありますよね。辛いときにし

か感じられないこともあり、なるほ

どと思いました。

　私も“晴れの日も雨の日も”楽し

みながら過ごしていきたいと思いま

した。　　【レンジャー：新田隆一】



森のおとしもの森のおとしもの

　　　　　　　　その➁　「何者だ !?」

　今月のテーマは「森と昆虫たち」

ですが、先日「みはらしの道」で拾っ

た虫の死がいの話を。右の写真です

が、さて、一体“彼”の正体はなん

でしょう？

　“ハチ！”と思った方が多いのでは

ないでしょうか。少し虫に詳しい人

なら「スズメバチ」と判断するかも

知れませんね、私も第一印象は「ス

ズメバチ」の仲間でした。

　でもちょっと変ですね。スズメハ

チならおなかのところがもっとくび

れているはずです。なので、これは

ガの仲間だと思いました。実はガの

仲間で見事にハチそっくりなやつが

います。あれ？…でも、ガにしては“目

つき顔つき”が違うかも。アブやハ

エの仲間でしょうか？。迷宮入りに

なりそうなので、きちんと調べるこ

とにしました。手掛かりはこの太い

脚です、雄の特徴でした（冒頭に“彼”

と書いたので察した方もいるので

は）。図鑑で目星をつけインターネッ

トで確認してみると「ナシアシブトハバチ（梨脚太葉蜂）」とわかりました。

ハバチは幼虫が植物の葉を食べる原始的なハチの仲間で、雌も毒針などの武

器を持っていません、スズメバチに擬態して身を守っているのでしょう。

　それにしても、スズメバチ➡ガ➡ハバチと、まるで容疑者が次々と変わる

推理ドラマみたいで面白い「ひろいもの」でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【レンジャー：木田秀幸】
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宮城交通バスの場合

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

お車の場合

文

SEIYU

〒

新仙台郵便局

山田交差点

太白団地

自然観察センター

公営アパート前

鈎取イオン
スーパーセンター

鈎取ヨークタウン

名取川　太白第二橋
(行き止まりの橋)

「杜のひろば」ＵＲＬ：http://www.sendai-park.or.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　web/info/taihakusan/index.html

　　　　　　自然観察の森の最新情報、
　　　「森のおくりもの」バックナンバーは
　　　　　　　　　　　　Ｗｅｂで！　

テーマは、「森と昆虫たち」

3日、10日、17日、24日

開催時間：   10：00～11：30
13：30～15：00

『ガイドウォーク』の日！ 毎週
日曜は

申し込み不要。時間までセンター前にお集まり下さい。

◆

♪森へおいでください♪

◆『館長と森を歩こう」

◆

◆

・早坂館長が森で出合う昆虫や植物について
　楽しく解説します。

6 月 24 日（日）10:00 ～ 11:30

◆『おはよう野鳥かんさつ』

【定　員】定員なし　申込み不要　  
【料　金】無料
【持ち物】歩きやすい服装、雨具、
　　　　　双眼鏡（身分証提示で貸し出しあり）
　　　　　　

【定　員】定員なし　申込み不要　  
【料　金】無料
【持ち物】歩きやすい服装、雨具、
　　　　

・宮城県森林インストラクター協会の西谷理恵

　氏を講師に迎え、野鳥の声や姿を観察します。

6 月 9 日（土）6:30 ～ 8:00

森のちいさな

　アトリエ
　準備してある材料を使って、誰
でも自由にクラフトが作れます。
　　　　　　６・７月は　　　　　　６・７月は
　　貝がらと木の実のタイル　　貝がらと木の実のタイル

　　

　
　

　ヤマツツジの丘か
らヨシの湿地へ通じ

る橋が老朽化のため、

しばらくの間通行止

めになります。

6月の休館日
４日、11 日、18 日
25 日

➀　仙台駅　   　　　　　　　　   乗車時間 約40分

②　長町駅東口 　　　　　　　　   乗車時間 約30分

③　八木山動物公園駅   　　　　   乗車時間 約10分　
〔行先〕➀②③ 「太白団地経由山田自由ケ丘車庫行」乗車　
（※③のみ乗車可「太白団地,山田自由ケ丘経由仙台南ニュータウン行」）
　いずれも 公営アパート前 下車→ 徒歩15分

◆『深緑の鈎取山ハイク』

【定　員】２０名   
【料　金】無料
【持ち物】歩きやすい服装、
　　　　　雨具、昼食、飲み物
【申込み】６月６日（水）９：００から
　　　　　電話で受付〔先着順]

・日本森林インストラクター協会の大友良三氏
　を講師に迎え、鈎取山の原生林を歩きます。

6 月 23 日（土）10:00 ～ 15:00

◆

◆『夜の森のかんさつ会」

【定　員】２０名　　
【料　金】無料
【持ち物】歩きやすい服装、
　　　　　雨具、
【申込み】６月７日（木）
　　　　　９：００から
　　　　　電話で受付[先着順]

・いつもは体験できない夕暮れから闇夜の森
　の観察会を行います。

6 月 30 日（土）19:00 ～ 20:30


