
 

 

日付  ８月 3日   天気 くもり     １日目 

15:40 陸別町役場着 （アポイより） 

去年初めて陸別の「ちょっと暮らし体験」をしてみて、この町の雰囲気がとても気に入っ

たため、今年は 1か月の滞在となる。 

今回は恩根内の住宅をお借りした。 

家の周りの雰囲気、広々とした家もとても良い感じだ。 

 

日付  8月 4日   天気 くもり     ２日目 

チミケップ湖へ行った。 

湖は原始林の中にあり、とても静かだった。気に入っている湖の１つだ。 

帰りは、北見で食材の買い出しをした。 

夕方役場の方が見えて、家のすぐ前で熊の目撃情報が．．．． 

お巡りさんもパトカーで見回りに来た。 

 

日付  ８月 5日   天気  くもり     ３日目 

北陵岳の林道へトリカブトの様子を見に行く。 

まだ早いのか 咲いている数は去年より少ない。 

午後 2時くらいから川沿いを散歩する。 

帰りに図書コーナーへ行き本を借りる。 

 

（クジャクチョウ：恩根内住宅） 

 

日付  8月 6日   天気  晴れ      4日目 

朝 9時出発  「然別湖」へ 

風穴地帯を見た。穴からはひんやりとした風が吹いてくる。 

穴からチョコチョコとナキウサギが出て来た。あれは本当にナキウサギ？ 

岩にはびっしりとコケも生えていて珍しい景色だ。 

「東雲湖」へ  13時 20分出発～15時 到着 

歩き始めて 1時間 40分 やっと到着。とても神秘的な湖が目の前に。すぐそばまで行けな

いのが残念。緑色のきれいな湖だ。 



 

 

日付  8月 7日   天気  晴れ      5日目 

朝 9時出発 

阿寒湖近くの ヒョウタン沼へ行く。 

森に囲まれたとても静かな沼だ。主人は、チョウの写真を撮るのに夢中だ。 

帰りの車の中からエゾライチョウを見た。 

 

日付  8月 8日  天気 晴れ     6日目 

サロマ湖 ワッカ原生花園へ行く。 

去年は園内を歩いたが今年は自転車を借りた。さすがに自転車！！最終地点まで行くこと

が出来た。ハマナスの花やカワラナデシコ等々。花がきれいだった。 

夜になって久しぶりに自転車に乗った為か足が筋肉痛になった。 

 

日付  8月 9日  天気 曇り     7日目 

午前中は郵便局へ行き用事を済まし、その後 道の駅「りくべつ鉄道」へ行き、ホームか

ら線路を眺める。昔の木造の駅舎を見て鉄道が走っていた頃の様子は、どんな風だったの

だろうか。賑やかだったのだろうか？と思う。 

 

日付  8月 10日 天気 晴れ    8日目 

午前 恩根内林道を車で走る。チョウがたくさん飛んでいて水場では数えきれないチョウ

がいた。 

 

（エゾスジグロシロチョウ：恩根内林道） 

午後 トマムの牧場脇の道路を走る。色々な花が咲いていてとてもきれいな場所だ。 

（ツリガネニンジン、ホザキシモツケ、トリカブト、ノコギリソウ等） 

 

日付  8月 11日  天気 曇り    9日目 

薫別林道を走る。 

「Tomono」へ行き色々と見どころを聞いたり、おしゃべりをした。 

帰りに勲祢別林道を走る。 

 



 

 

日付  8月 12日  天気 曇り   10日目 

昨日行った勲祢別林道を走る。ライチョウに出会う。 

昨日 [Tomono]さんへ行き、話をしていたら、この恩根内の住宅西側からの夜景がきれいと

いう話を聞き、川の方面のことかと思ったら大きな木の間から街の灯りがきれいに見える

事に気づいた。 

 

日付  8月 13日  天気 雨／曇り  11日目 

朝 12.4℃。朝起きると寒かった。夏とは思えない気温。 

朝、雨が少し降っていたがやんできたので 置戸の風穴へ行く。雨は降ったりやんだり。 

風穴地区は、岩に苔がびっしりと生えていてナキウサギが出てきそうな場所だが鳴き声ひ

とつしない。 

置戸の観光案内所でナキウサギの事を聞くとほとんど見ることは出来ないそうだ。 

 

日付  8月 14日  天気 曇り   12日目 

午前中 トマム方面を走る。 

広大な牧場では、何十頭もの牛が放牧されている様子がとてものどかで道路脇には色々な

花がたくさん咲いていてとてもきれいだ。 

 

（黒いキタキツネ：陸別） 

 

図書コーナーで借りてきた本で名前を調べる。 

午後 風達林道へ 

奥の方へ行くと クリンソウ（サクラソウ）の花の咲いた後があり、一面咲いていたら き

れいだったろうと思う。 

 

日付  8月 15日  天気 曇り／晴れ  13日目 

「チミケップ瑚」へ行こうとしたが通行止めで行けなかった。 

「北見のハッカ記念館」へ行く。北見ハッカは明治 35年頃から生産が始まったそうだ。当

時の工場の様子や収穫の様子 機械などが展示されていて興味深かった。ハッカの結晶が



 

 

印象的だった。 

「ピアソン記念館」へ行く。 

 

日付  8月 16日  天気 晴れ   14日目 

三国峠へ行く。 

今日は久しぶりに天気が良く青空のもと 三国峠からの景色は素晴らしかった。センター

でナキウサギのはく製を見て、先日風穴地帯で見たのはナキウサギだったのだと確信した。 

層雲峡を車で走って上の方を見上げると断崖絶壁がずっと続いていてその独特な景観に感

動する。 

 

日付  8月 17日  天気 曇り   15日目 

ユクエピラチャシ跡へ行く。 

今から 450年前に作られたというチャシ（砦）跡だそうだ。 

出土した遺物を図書コーナーで見るととても興味深い。 

 

（エゾジカ母子：恩根内住宅） 

 

日付  8月 18日  天気 晴れ   16日目 

野付半島へ行く。 

タンチョウヅル、シギの群れ、ウンランなど珍らしい貴重なものが色々と見る事が出来て

良かった。 

 



 

 

日付  8月 19日  天気 曇り   17日目 

北陵岳の林道を走る。トリカブトが 2週間前くらいに来たときよりたくさん咲いていた。 

エゾライチョウ 3羽に出会う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エゾライチョウ：陸別）        （ミヤマカラスアゲハ：陸別） 

 

日付  8月 20日  天気 晴れ   18日目 

雌阿寒岳に登る。 

7時 40分 登り始める。下は曇っていたが 5合目くらいから快晴となり抜群の景色だった。 

花も色々咲いていてので良かった。 

 

日付  8月 21日  天気 晴れ   19日目 

午前中 恩根内林道を散策する。 

午後  町民プールへ行き、泳ぐ。気持ち良くお借りすることが出来て有り難かった。 

 

日付  8月 22日  天気 雨    20日目 

野菜の朝市へ行き野菜を買う。火曜、金曜ごとに行き新鮮で美味しい野菜を買っている。 

今日はトウモロコシが初出荷だというので買い、選び方も教えてもらった。 

甘くてとても美味しい。 

 

日付  8月 23日  天気 晴れ    21日目 

阿寒湖そばの「白藤の滝」へ行く。落差 20ｍくらいの滝で下の流れは茶色く濁った水だっ

た。 

その後 「太郎湖」「次郎湖」へ行く。次郎湖畔でお弁当を食べる。カルガモが 5羽 湖面

を泳いでいた。すぐそばまで泳いできて、とてものどかだった。 

帰りに足寄町の「シオワッカ（足寄石灰華ドーム）」を見る。地下から湧き出る鉱泉の石灰

が沈殿しドーム状に成長し続けているそうだ。奇岩だということで、非常に珍しいらしい。 

 

 



 

 

日付  8月 27日  天気 晴れ      25日目 

足寄 「白糸の滝」へ。牧場の間にある滝だった。こんなところに？という感じがした。 

落差 12ｍ 川から流れ落ちるのではなく地下から湧き出しているそうだ。 

ミルクロードを走る。ミルクロードから眺める景色は素晴らしかった。天気も良く雌阿寒

岳、阿寒富士の山々が良く見えた。  

「巨岩（おおいわ）の滝」へ  二股の筋となって川へ注いでいた。森に囲まれていて、

秘境という感じがした。小葉大文字草が咲いていた。 

「芽登温泉」へ。 昼間入る露天風呂はとても気持ちが良かった。明治以来 100 年」以上

続いているそうだ。山の中の風情ある温泉だった。 

夜、ここに来て初めて満天の星空を見ることが出来た。うっすらと天の川まで見えて大満

足。 

 

日付  8月 28日  天気 曇り     26日目 

阿寒湖近くの 「ヒョウタン池」へ。 曇っていたので景色はあまり良くなかった。 

「相生 道の駅」へおそばを食べに行く。美味しかった。 

名物 「くま焼き」も可愛らしくとても美味しかった。 

 

日付  8月 29日  天気 雨      27日目 

今日は金曜日なので 雨が降っていたが、野菜の買い出しへ行く。 

初めて 枝豆が出ていて一束がなんと 100 円だった。帰ってすぐに トウモロコシと 枝

豆をゆでて味見をするとどちらもとても甘くておいしかった。 

午後 雨があがったので付近を車で走ると リンドウが咲いているのを見つけた。 

 

日付  8月  30日  天気 曇り   28日目 

置戸の 「鹿の子沢 虹の滝」へ行く。 

案内板を見ると頂上の展望台まで楽そうな感じで書いてあったが、結構きつい登りだった。 

「虹の滝」「三本桂」（樹齢 200年を超える）「忍び岩」「雲突岩」「屏風岩」スケールの大き

いハイキングコースで楽しかった。 

帰りは、景色の素晴らしいミルクロードを通って帰って来た。 

ここで星空を見たらどんなに素晴らしいことだろうと思った。 

台風 15号の影響で今日からカーフェリーが欠航しているとのこと。帰りのフェリーの予約

が 8月 6日となってしまった。清水さんに夕方だったが℡してみると東 1条だったら 8月 

2日～5日まで空いているということなので安心した。 

 

日付  8月 31日  天気 晴れ    29日目 

11時より移住者交流会に参加する。 



 

 

役場の方々や商工会、移住者の方々と交流する。色々な情報が得られて楽しかった。 

午後、「Tomono」へ行く。 

色々な人が来ていてみんなで話をした。クマの話、鳥や植物 地元情報等 話は尽きなか

った。 

 

日付  9月 1日  天気 晴れ    30日目 

恩根内から東一条へ引っ越し。 

 

（コヒオドシ：銀泉台） 


