
Kawayu Eco-museum Center
川湯エコミュージアムセンター

Wakoto Field House
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和琴フィールドハウス

池の湯

Akan-Mashu National Park
阿寒摩周国立公園

動くしかけや
立体標本で自然を紹介!!

Welcome to the Wakoto Field house

散策の前には
 和琴フィールドハウスへ行こう！
散策の前には
 和琴フィールドハウスへ行こう！

　和琴フィールドハウスでは、和琴半島で観察できる動

植物や散策のポイントを展示や映像で紹介しています。

ゆっくりくつろげるスペースもあります。

Welcome to Wakoto campsite

ゆったり滞在、和琴キャンプ場

 和琴キャンプ場の受付は、フィールドハウスでしています。

ゆっくり滞在すれば、じっくり自然を楽しめることでしょう。

＊キャンプ場の利用は有料です。　　開場期間　　6月中旬～9月末

＊和琴フィールドハウス内のシャワー室とコインランドリーを使用

　　     発行　環境省釧路自然環境事務所　　　2018年 8月

阿寒摩周国立公園　  和琴フィールドハウス

■開館時間　8：00 ～ 17：00
■開館期間　4月下旬～10月末
■開館日　　毎日（無休）　　　　　　　■入館無料
■〒088-3341 北海道川上郡弟子屈町屈斜路和琴　　　　　015-484-2835

■開館期間外の問い合わせ先　阿寒摩周国立公園管理事務所      　    015-483-2335

Akan-Mashu National Park                   Wakoto Field House
8:00 - 17:00 

No pets
No smoking while 
walking

No hunting or fishing

Do not pick wildflowers

late April to October 
Free Everyday

Kussharo-Wakoto,  Teshikaga-cho, Kawakami-gun, Hokkaido 088-3341

歩行中禁煙

花を採らないで下
さい

Do not throw rubbish, Take your trash home
ゴミは捨てずに持ち帰りましょう

動物を捕らないで
下さい

Do not feed any wild 
animals

Care for nature

自然を大切に

野生動物にエサを与
えないで下さい

ペットの持ち込み
は遠慮下さい

大切な自然を守るために、

マナーを守って楽しみましょう。

和琴フィールドハウス
阿寒摩周国立公園

Wakoto Field House & Nature Trail

環境省
Ministry of the Environment

Lake Kussharo

和琴半島

屈斜路湖

Wakoto Pen.

和琴半島自然探勝路
和 琴 キャン プ 場

ミンミンゼミ

カツラ

ミズバショウ

ウグイ

クマゲラ



Wakoto nature trail MAP ～ 

●耳をすませてみましょう

　森で聞こえる野鳥
たちの声、どんなさえ
ずりが聞こえるか、書
き留めてみましょう。
　初夏の朝には、特に
たくさん聞くことがで
きます。

●火山の活動をたしかめよう

　屈斜路湖は火山がつくったカルデラ
湖。和琴半島は、今も活動している小
さな火山の一つです。オヤコツ付近に
ある石段周辺の地面をさわってみてく
ださい。今日は何度くらいでしょうか。

●本州でみじかなセミがすんでいる

　東日本ではおなじみ
のミンミンゼミ。北海道
の東部で古くから見ら
れるのはここだけです。

冬に、長い距離を

飛んでやってくるよ

岸のブロックには、わたしが

ひそんでいるかも！？

ここは阿寒摩周国立公園です！

ここで情報を集めてから出発！

散策の後は、見つけたものを展

示などで再確認してみよう！

どっしりと構えている

わたしを見つけておくれ

木に四角い穴をあける

のは、わたしだけだよ

　今も火山活動を続けている和琴半島では、その影響を受ける生き物に出会うことがで

きます。また、豊かな森、色とりどりの草花が訪れる人々 を迎えてくれます。

　ひとつひとつを体験していくたびに、この和琴の自然を深く感じられることでしょう。

和琴湖畔キャンプ場

国道243号

オヤコツ地獄

展望台

展望台

▲和琴山 216m

～ 和琴半島自然探勝路マップ

Route 243

屈斜路湖
Lake Kussharo

Wakoto lakeside campsite

Mt.Wakoto

Oyakotsu-jigoku

observatory

parking facilities

information hot spring

observatory

a public bath
共同浴場

和琴キャンプ場
Wakoto campsite

キャンプ場
campsite

deck, canoe port

地熱がつくる不思議な世界を探検しよう！

●どんな森が好き？ どの葉っぱが好き？

展望デッキ・カヌーポート

キビタキ

ハシブトガラ

エゾモモンガ

エゾリス

クマゲラ（天然記念物）

ウチダザリガニ
（外来種）

※生きたまま持ち出すのは法律で禁止されています

オオハクチョウ

カツラの大木

●今日の屈斜路湖は何色？
　屈斜路湖の水は、季節や天気
でさまざまな色に見えます。
　この湖の水は釧路川となり、
釧路湿原をとおって、110km離れ
た太平洋へと流れています。

駐車場

インフォメーション

トイレ

温泉施設

探勝路

所要時間　約1時間
　 1周　　 約2.5km

●探してみよう 涼しさの証

　本州では山や高原に咲いているような
花が、標高200m以下の和琴で見られます。
今も地熱がある火山の上でも、涼しい気
候に適した植物が生きているのです。

 5～6月
コミヤマカタバミ

 6月
ミヤマハンショウヅル

 6～7月
ゴゼンタチバナ

 7～8月

クルマユリ

　あなたはどんな森が好きですか。明るさ、
においを比べながら歩いてみましょう。
　足元には、広葉樹の葉がたくさん落ちて
います。いろいろな種類を探してみましょう。

和琴フィールドハウス
Wakoto Field House

ミ～ン、ミンミンミ～

チーチーチー

ホイヒーロー

年中白い煙が出ています。

草も生えていない！


