
自然観察時の注意

ツキノワグマ

マムシ

オオスズメバチ● 道のない所に入らない。

● むやみに動物や植物をとら

　 ない。

● 川の中では子供だけで遊ば

　 ない。

● ゴミは捨てずに持ち帰る。

し ぜんかんさつ じ　     ちゅうい

みち              ところ   はい

                    どうぶつ　しょくぶつ

かわ　 なか　         こども　　　        あそ

 

                 す　　　　　    も　　 かえ

危険な動物にも注意しよう！
きけん　    どうぶつ　         ちゅうい

● ハチ(オオスズメバチなど)

　① 巣に近づかない。

　② ハチが近づいても追い払わない。

　③ 襲われたら地面に伏せて動かない。

 やま　  なか     はい　  とき　　　　　　　　　　であ

                     　                すず　                                   おと

  　 で                        も　    ある

● ツキノワグマ

　①山の中に入る時は、クマに出会わな

　   いために、クマ鈴やラジオなどの音

     の出るものを持ち歩く。

 みち　　　　  ところ    ある

あしもと      き

● ヘビ（マムシ、ヤマカガシ）

　① 道のない所を歩かない。

　② 足元に気をつける。

  す　     ちか

                  ちか　                    お　   はら

 おそ　                    じめん        ふ　        うご

温井ダム自然観察ガイドマップ温井ダム自然観察ガイドマップ
ぬく  い　             し  ぜんかんさつ

～温井ダムの周りでみられる～温井ダムの周りでみられる鳥鳥を探しに行こう！！～を探しに行こう！！～

とり
　　　ぬく  い　　　　　　　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　              　さが　　　　　　い
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たくさんの鳥を

探しに温井ダムに

遊びに来てね！

  　　　　　　　　　　　　　とり

 さが　          ぬくい 

 あそ　          き　　　

凡例
はんれい

：景観スポット
けいかん

(景色がきれいな場所)
   けしき　　　　　　　　　　　　 ばしょ

(歩きながら生き物がみられる場所)
  ある　　　　　　　　　 い　　　もの　　　　　　　　　　　　ばしょ

：散策ルート
さんさく

：道路
どうろ

：遊歩道
ゆうほどう

：ダム湖、河川
こ　      かせん

：集落
しゅうらく

散策ルート①（滝山川沿い道路）散策ルート①（滝山川沿い道路）

散策ルート②（雉野原キャンプ場遊歩道）散策ルート②（雉野原キャンプ場遊歩道）

散策ルート⑧（下流河川）散策ルート⑧（下流河川）

 主にみられる鳥類

● 留鳥（１年中見られる）　

　　アオサギ、カワウ、キジバト、アオバ

ト、ヤマセミ、カワセミ、コゲラ、キセキ

レイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、カワガ

ラス、ミソサザイ、コガラ、ヤマガラ、シ

ジュウカラ、ホオジロ、ハシブトガラス、

ドバトなど。

●●  夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）

　ブッポウソウ(5～8月)、ヤブサメ(4～10

月)、オオルリ(4～10月)、ツバメ(3～10

月)、イワツバメ(3～10月)、ノビタキ(4～

10月)など。

● 冬鳥（主に冬に見られる）冬鳥（主に冬に見られる）

　キクイタダキ(10～4月)、ミヤマホオジ

ロ(10～4月)、ジョウビタキ(10～3月)、ア

オジ(10～5月)、カヤクグリ（11～3

月）、アトリ（10～4月）など。

ふゆどり　　おも　　ふゆ　　 み

さんさく　　　　　さんさく　　　　　                                たきやまがわたきやまがわ  ぞ　ぞ　              どうろどうろ

さんさく　　さんさく　　                                              きじやばら　きじやばら　                                            じょうゆうほどうじょうゆうほどう

さんさく　　　　　さんさく　　　　　                                      かりゅうかせんかりゅうかせん  

おも　                          ちょうるい

   りゅうちょう　  　ねんじゅうみ 

なつどり　   おも　   なつ　　 み　　 　　はんしょく

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ

 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ

 がつ　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 がつ

　　　 がつ

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 がつ

 　　　　　　　　　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　            がつ

 　　　　　　　　　　　 がつ　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 

 がつ                                                        がつ

アオサギ カワウ ヤマセミ

カワセミ キセキレイ

②②

カワガラス

ブッポウソウ ノビタキ アトリ

ジョウビタキ カヤクグリ

散策ルート③（林道沿い）散策ルート③（林道沿い） 

主にみられる鳥類

●●  留鳥（１年中見られる）留鳥（１年中見られる）

　ヤマドリ、キジバト、アオバト、オオアカゲラ、

アオゲラ、ウグイス、エナガ、コガラ、ヤマガラ、

シジュウカラ、ホオジロ、イカル、カケスなど。

●●  夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）

　オオルリ(4～10月)、アカショウビン(5～7月)、

ヤブサメ(4～10月)、キビタキ(4～10月)など。

●●  冬鳥（主に冬に見られる）冬鳥（主に冬に見られる）

　ジョウビタキ(10～3月)、ツグミ(10～5月)、ル

リビタキ(11～4月)、ウソ(11～4月)など。

さんさく　　　　　さんさく　　　　　                      りんどうりんどう  ぞぞ

おも　                          ちょうるい

     りゅうちょう　  　ねんじゅうみ 

なつどり　   おも　   なつ　　 み　　 　　はんしょく

ふゆどり　　おも　　ふゆ　　 み

                                                    がつ                                                                   がつ 

                                              がつ                                                      がつ

                                                              がつ                                                がつ

                　　　　　　　       がつ　　　　　　　　　　　　　　がつ 

ヤマドリ

オオアカゲラ

アオゲラ

エナガヤマガラオオルリルリビタキ

散策ルート④散策ルート④((遊歩道沿い遊歩道沿い))

散策ルート⑤散策ルート⑤((湖岸道路沿い湖岸道路沿い))

 主にみられる鳥類

●●  留鳥（１年中見られる）留鳥（１年中見られる）

　カイツブリ、ミサゴ、ヤマドリ、キジバト、アオバト、オオ

アカゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、コガラ、ヤ

マガラ、シジュウカラ、ホオジロ、イカル、カケスなど。

●●  夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）

　アカショウビン(5～7月)、ヤブサメ(4～10月)、キビタキ(4

～10月)、オオルリ(4～10月)など。

●●  冬鳥（主に冬に見られる）冬鳥（主に冬に見られる）

　オシドリ(11～4月)、マガモ(10～4月)、ジョウビタキ(10

～3月)、ツグミ(10～5月)、ベニマシコ(11～4月)など。

さんさく　さんさく　                                    ゆうほどうゆうほどう    ぞぞ　　　　　

さんさく　　さんさく　　                                    こがんどうろ　こがんどうろ　  ぞぞ

おも　                          ちょうるい

   りゅうちょう　  　ねんじゅうみ 

なつどり　   おも　   なつ　　 み　　 　　はんしょく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ

　　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　

ふゆどり　　おも　　ふゆ　　 み

　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　がつ

  がつ　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ

カイツブリ

ミサゴ

キジバト

ウグイス

②②

キビタキ

②②

オシドリマガモツグミ

散策ルート⑥（自然生態公園）散策ルート⑥（自然生態公園）

散策ルート⑦散策ルート⑦((ダム堤体周辺ダム堤体周辺))

主にみられる鳥類　　

● 留鳥（１年中見られる）

　トビ、クマタカ、キジバト、ヤマセミ、コゲ

ラ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、ウグイス、エ

ナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオ

ジロ、モズ、カケス、ハシブトガラスなど。　　

● 夏鳥（主に夏に見られ繁殖する）

　サシバ(4～11月)、ヤブサメ(4～10月)、ツ

ツドリ(4～6月)、イワツバメ(3～10月)など。

● 冬鳥（主に冬に見られる）

　ルリビタキ(11～4月)、ミヤマホオジロ(10

～4月)、ハギマシコ(10～4月)など。

さんさく　　　　　さんさく　　　　　                      しぜんせいたいこうえんしぜんせいたいこうえん

さんさく　　さんさく　　                                              　ていたいしゅうへん　ていたいしゅうへん

　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なつどり　   おも　   なつ　　 み　　 　　はんしょく

おも　　　　　　　　　 ちょうるい

ふゆどり　　おも　　ふゆ　　 み

りゅうちょう　  　ねんじゅうみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ

　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ

　　　　　　がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ

　　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ

トビ クマタカ セグロセキレイ

シジュウカラ メジロ

②②

ホオジロ

モズ

②②

イワツバメ

②②

ハギマシコ




