
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植物植物を探しに行こう！！～を探しに行こう！！～
　　　ぬく  い　　　　　　　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　さが　　　　　　い

しょくぶつ

サイクリングセンター自然生態公園
しぜんせいたいこうえん

温井スプリングス
ぬくい
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温井ダム
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※動植物保護の観点から、貴重な植物が生育する詳細な位置は掲載していません。
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ササユリ

シハイスミレ

カワラナデシコ

ヤマツツジ

ヤマザクラ

アケボノソウ

フデリンドウ

オオイワカガミ

デワノタツナミソウ

→

→

→

→

たくさんの植物を

探しに温井ダムに

遊びに来てね！

  　　　　　　　　　　　　　しょくぶつ

 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）

 主にみられる植物

● 春（春（33月～月～66月頃）月頃）

　ミズナラ、ネコヤナギ、ケハンショウヅル、

ウラジロイカリソウ、ウツギ、ヤマザクラ、

ヤマフジ、アワブキ、ケイリュウタチツボス

ミレ、オオイワカガミ、ダイセンミツバツツ

ジ、ヤマツツジ、コバノミツバツツジ、キシ

ツツジ、アサガラ、エゴノキ、カキドオシ、

デワノタツナミソウ、ガマズミ、ハナニガナ、

ミヤマヨメナなど。

●●  夏（夏（66月～月～99月頃）月頃）

　オトギリソウ、マルバマンネングサ、クサ

アジサイ、コアジサイ、シモツケ、ネムノキ、

オカトラノオ、オミナエシ、オオバギボウシ、

ヤマホトトギス、タニギキョウ、イなど。

● 秋（秋（99月～月～1111月頃）月頃）

　コナラ（ドングリ）、ハウチワカエデ（紅

葉）、ツリフネソウ、アキノタムラソウ、ア

ケボノソウ、ミヤジマママコナ、ノコンギク、

アキノキリンソウなど。

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

おも　                          しょくぶつ

      はる　        がつ　       がつ ごろ

なつ　        がつ　       がつごろ

あき　        がつ　            がつごろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こう

よう

ケハンショウヅル ヤマツツジ キシツツジ

カキドオシ デワノタツナミソウ ハナニガナ

ミヤマヨメナ クサアジサイ シモツケ

ヤマホトトギス ノコンギク

散策ルート③（林道沿い）散策ルート③（林道沿い）

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))

 主にみられる植物

● 春（春（33月～月～66月頃）月頃）

　ウラジロイカリソウ、ヤマブキ、アサガラ、フデ

リンドウ、ウグイスカグラ、ホウチャクソウ、エン

レイソウ、マムシグサなど。

●●  夏（夏（66月～月～99月頃）月頃）

　サラシナショウマ、ヤマアジサイ、マルバマンネ

ングサ、クサギ、イワタバコ、タニギキョウなど。

● 秋（秋（99月～月～1111月頃）月頃）
　コナラ（ドングリ）、イロハモ

ミジ（紅葉）、アケボノソウ、ミ

ヤジマママコナ、コウゾリナ、ヤ

クシソウなど。

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

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　                          しょくぶつ

        はる　        がつ　       がつごろ

  なつ　        がつ　       がつごろ

 あき　        がつ　            がつごろ

こうよう

ウラジロイカリソウ アサガラ

マムシグサ

クサギ

アケボノソウミヤジマママコナ

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))

 主にみられる植物

● 春（春（33月～月～66月頃）月頃）

　ウラジロイカリソウ、ツクバネ、ウツギ、ヤマザクラ、ヤ

マフジ、アワブキ、タチツボスミレ、シハイスミレ、オオイ

ワカガミ、ギンリョウソウ、ヤマツツジ、コバノミツバツツ

ジ、ナツハゼ、アサガラ、エゴノキ、アオダモ、キリ、ハナ

ニガナ、チゴユリなど。

●●  夏（夏（66月～月～99月頃）月頃）

　オトギリソウ、カワラナデシコ、ネムノキ、オカトラノオ

など。

● 秋（秋（99月～月～1111月頃）月頃）

　コナラ（ドングリ）、イロ

ハモミジ（紅葉）、アキノタ

ムラソウなど。

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

おも　                          しょくぶつ

      はる　        がつ　       がつごろ

なつ　        がつ　       がつごろ

あき　        がつ　            がつごろ

こうよう

ツクバネ

①①

ヤマフジ シハイスミレ

オオイワカガミ

ナツハゼ

エゴノキカワラナデシコアキノタムラソウ

散策ルート⑧（下流河川）散策ルート⑧（下流河川）

 主にみられる植物

● 春（春（33月～月～66月頃）月頃）

　アワブキ、ヤブツバキ、ユキヤナギ、ヤマ

ザクラ、ミヤマカタバミ、アサガラ、ハナタ

ツナミソウ、ショウジョウバカマ、シライト

ソウ、ミヤマナルコユリ、チゴユリなど。

●●  夏（夏（66月～月～99月頃）月頃）

　ネムノキ、イワタバコ、アカショウマ、タ

ニギキョウ、テイカカズラ、イなど。

● 秋（秋（99月～月～1111月頃）月頃）

　コナラ（ドングリ）、チドリノキ（紅葉）、

ジンジソウ、ヤマジノホトトギス、シロヨメ

ナ、コウゾリナなど。

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

おも　　                      しょくぶつ

      はる　        がつ　       がつごろ

なつ　        がつ　       がつごろ

あき　        がつ               がつごろ

こうよう

アワブキ ユキヤナギ ミヤマカタバミ

ハナタツナミソウ ショウジョウバカマ シライトソウ

ミヤマナルコユリ

①①

ネムノキ

①

イワタバコ




