
つつつつ 冬冬冬冬冬冬冬冬休休休休休休休休みみみみみみみみ        

特特特特特特特特別別別別別別別別号号号号号号号号        

22222222000000001111111133333333........1111111122222222 
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紙紙紙紙ねんどでねんどでねんどでねんどで、、、、カモづくりにチャレンジカモづくりにチャレンジカモづくりにチャレンジカモづくりにチャレンジ！！！！とうふつとうふつとうふつとうふつ湖湖湖湖にいるにいるにいるにいる鳥鳥鳥鳥たちたちたちたち『『『『マガモマガモマガモマガモ』、『』、『』、『』、『オナガガモオナガガモオナガガモオナガガモ』』』』

などのくちばしなどのくちばしなどのくちばしなどのくちばし、、、、あたまあたまあたまあたま、、、、羽羽羽羽はどんなはどんなはどんなはどんな色色色色かなかなかなかな？？？？？？？？実際実際実際実際にににに泳泳泳泳ぐところをぐところをぐところをぐところを観察観察観察観察したりしたりしたりしたり、、、、本本本本でででで調調調調べなべなべなべな

がらがらがらがら、、、、本物本物本物本物らしくねんどにらしくねんどにらしくねんどにらしくねんどに色色色色をぬってをぬってをぬってをぬって完成完成完成完成させようさせようさせようさせよう！！！！    

とうふつとうふつとうふつとうふつ湖湖湖湖ではではではでは、、、、いろいろなカモがいろいろなカモがいろいろなカモがいろいろなカモが見見見見られるよられるよられるよられるよ。。。。冬休冬休冬休冬休みのみのみのみの１１１１日日日日をセンターでをセンターでをセンターでをセンターで楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！    

【【【【日日日日            時時時時】】】】    平成平成平成平成２２２２6666 年年年年 1111 月月月月 11111111 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

【【【【対対対対            象象象象】】】】    小学校小学校小学校小学校４４４４年生年生年生年生～～～～小学校小学校小学校小学校 6666 年生年生年生年生        

【【【【内内内内            容容容容】】】】    マガモマガモマガモマガモ、、、、オナガガモオナガガモオナガガモオナガガモ、、、、ホオジロガモホオジロガモホオジロガモホオジロガモ、、、、ハシビロガモのハシビロガモのハシビロガモのハシビロガモの 4444 種類種類種類種類のののの    

カモのカモのカモのカモの形形形形のねんどにのねんどにのねんどにのねんどに色色色色をををを付付付付けるけるけるける    

【【【【持持持持 ちちちち 物物物物】】】】    汚汚汚汚れてもよいれてもよいれてもよいれてもよい服装服装服装服装、、、、水彩絵水彩絵水彩絵水彩絵のののの具具具具セットセットセットセット((((絵具絵具絵具絵具・・・・筆筆筆筆))))    

【【【【定定定定            員員員員】】】】    １０１０１０１０名名名名    ※※※※定員定員定員定員になりになりになりになり次第締次第締次第締次第締めめめめ切切切切りりりり    

【【【【申込期申込期申込期申込期間間間間】】】】    年内年内年内年内はははは 12121212 月月月月 29292929 日日日日までまでまでまで、、、、年明年明年明年明けはけはけはけは 1111 月月月月 7777 日日日日からからからから 9999 日日日日までまでまでまで    

【【【【申 込 方申 込 方申 込 方申 込 方 法法法法】】】】    申込書申込書申込書申込書にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸまたはまたはまたはまたは電話電話電話電話にてにてにてにて直接直接直接直接おおおお申込申込申込申込みみみみ下下下下さいさいさいさい    

濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥・・・・湿地湿地湿地湿地センターセンターセンターセンター        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    0152015201520152－－－－46464646－－－－2400240024002400    

電話電話電話電話のののの場合場合場合場合    0152015201520152－－－－46464646－－－－2400240024002400（（（（受付時間受付時間受付時間受付時間 9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030））））    

    注意注意注意注意 12/3012/3012/3012/30～～～～1/61/61/61/6 はははは休館日休館日休館日休館日となりますとなりますとなりますとなります    
                                                                            切切切切りりりり取取取取りりりり                                                                                                                

冬休冬休冬休冬休みみみみ工作教室工作教室工作教室工作教室    ねんどでカモをねんどでカモをねんどでカモをねんどでカモを作作作作ろうろうろうろう    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

                            小学校小学校小学校小学校            年年年年    

氏名氏名氏名氏名
ふ り が な

                                                保護者氏名保護者氏名保護者氏名保護者氏名                                

連 絡連 絡連 絡連 絡 先先先先    

住所住所住所住所                                                電話番号電話番号電話番号電話番号                                        

ここここ 信信信信 

 

通通通通 



ススススススススワワワワワワワワンンンンンンンン先先先先先先先先生生生生生生生生がががががががが、、、、、、、、『『『『『『『『ととととととととうううううううう        
ふふふふふふふふつつつつつつつつ』』』』』』』』ののののののののここここここここととととととととをををををををを色色色色色色色色々々々々々々々々        

教教教教教教教教ええええええええててててててててくくくくくくくくれれれれれれれれるるるるるるるるよよよよよよよよ。。。。。。。。今今今今今今今今回回回回回回回回
はははははははは、、、、、、、、オオオオオオオオオオオオオオオオハハハハハハハハククククククククチチチチチチチチョョョョョョョョウウウウウウウウ        にににににににに        

ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててだだだだだだだだよよよよよよよよ 

        

    

    

    

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        
    

    

    

    

    

羽を広げたら、２５０ｃｍにもなる羽を広げたら、２５０ｃｍにもなる羽を広げたら、２５０ｃｍにもなる羽を広げたら、２５０ｃｍにもなる

の。観光バスの横のはばと同じくらの。観光バスの横のはばと同じくらの。観光バスの横のはばと同じくらの。観光バスの横のはばと同じくら

いの大きさです。いの大きさです。いの大きさです。いの大きさです。 

家族はとても仲良し。家族はとても仲良し。家族はとても仲良し。家族はとても仲良し。

いつも家族いっしょにいつも家族いっしょにいつも家族いっしょにいつも家族いっしょに

行動するよ行動するよ行動するよ行動するよ 

くちばしの先からおくちばしの先からおくちばしの先からおくちばしの先からお

しりの羽まで、大きさしりの羽まで、大きさしりの羽まで、大きさしりの羽まで、大きさ

は約は約は約は約 140140140140 ㎝くらいだ㎝くらいだ㎝くらいだ㎝くらいだ

よ。よ。よ。よ。    

みんなの身長と比べみんなの身長と比べみんなの身長と比べみんなの身長と比べ

てどうかな？てどうかな？てどうかな？てどうかな？ 

飛んでいるときのスピード飛んでいるときのスピード飛んでいるときのスピード飛んでいるときのスピード

は、車と同じぐらいの速さは、車と同じぐらいの速さは、車と同じぐらいの速さは、車と同じぐらいの速さ

を出しているよを出しているよを出しているよを出しているよ 

だいたい足の横の大きさは、だいたい足の横の大きさは、だいたい足の横の大きさは、だいたい足の横の大きさは、14141414 ㎝㎝㎝㎝

ぐらいぐらいぐらいぐらい    

大きな足で、水をいっぱいかくこと大きな足で、水をいっぱいかくこと大きな足で、水をいっぱいかくこと大きな足で、水をいっぱいかくこと

ができるよができるよができるよができるよ 

スワン先生 

とうふつ湖が大好き

で、１年中くらして

いる物知り 

オオハクチョウ 

大好きなものは、湖の中にある水大好きなものは、湖の中にある水大好きなものは、湖の中にある水大好きなものは、湖の中にある水

草です。草です。草です。草です。    もぐって食べるんだよ。もぐって食べるんだよ。もぐって食べるんだよ。もぐって食べるんだよ。    

    

    

たくさん食べられるたくさん食べられるたくさん食べられるたくさん食べられる    

とうふつ湖はレストランとうふつ湖はレストランとうふつ湖はレストランとうふつ湖はレストラン    

        
        
        

長長旅旅ののととちちゅゅうう、、休休んん

でで食食べべ物物をを食食べべるるたためめ、、

ととううふふつつ湖湖ににややっっててききまま

すす。。２２５５００００羽羽以以上上がが観観

察察さされれたた年年ももあありりまましし

たた。。  北北((ロロシシアア))かからら南南

((本本州州))へへ行行くく冬冬のの初初めめ、、

南南かからら北北へへ帰帰るる春春にに多多

くくややっっててききまますす。。  

ととととととととううううううううふふふふふふふふつつつつつつつつ湖湖湖湖湖湖湖湖とととととととと        

オオオオオオオオオオオオオオオオハハハハハハハハククククククククチチチチチチチチョョョョョョョョウウウウウウウウ        

体重は約お米一個ぶん体重は約お米一個ぶん体重は約お米一個ぶん体重は約お米一個ぶん((((１０㎏１０㎏１０㎏１０㎏)))) 



    

自然
とうふつで

    

自然のドラマを
とうふつで

    

のドラマを
とうふつで！ 

        

のドラマを、
 

オススメ

冬の

オススメ

の 

オススメ 

    

 

    



    
        

    

    
    
 

発行発行発行発行：：：：濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥
〒〒〒〒099099099099

開館時間開館時間開館時間開館時間

休休休休    館館館館

とうふつとうふつとうふつとうふつ

 

☆☆☆☆

使使使使

観察名人観察名人観察名人観察名人
 

    

    

    

濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥
099099099099----3112311231123112    

開館時間開館時間開館時間開館時間    ９９９９：：：：００００００００

館館館館    日日日日    月曜日月曜日月曜日月曜日

                

☆☆☆☆
とうふつとうふつとうふつとうふつ湖湖湖湖

などをはくなどをはくなどをはくなどをはく

 

☆☆☆☆スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー
    セブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムの

ニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプ

をゲットしようをゲットしようをゲットしようをゲットしよう

 

☆☆☆☆のぞきあなのぞきあなのぞきあなのぞきあな
だれのだれのだれのだれの

あとあとあとあと

えがわかるえがわかるえがわかるえがわかる

☆☆☆☆ぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラ
屋外屋外屋外屋外カメラをカメラをカメラをカメラを

湖湖湖湖をををを観察観察観察観察

☆☆☆☆
使使使使いいいい方方方方をマスターしてをマスターしてをマスターしてをマスターして

観察名人観察名人観察名人観察名人になろうになろうになろうになろう
 

    

                                    

    

    

    

    

濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥濤沸湖水鳥・・・・湿地湿地湿地湿地
    網走市字北浜網走市字北浜網走市字北浜網走市字北浜

００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：

月曜日月曜日月曜日月曜日（（（（祝日祝日祝日祝日のののの場合場合場合場合

☆☆☆☆はくちょうはくちょうはくちょうはくちょう
                

オオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについて

どれだけどれだけどれだけどれだけ

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

☆☆☆☆資料資料資料資料展示展示展示展示
て ん じ

湖湖湖湖でみられたでみられたでみられたでみられた

などをはくなどをはくなどをはくなどをはく製製製製

スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー
セブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムの

ニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプ

をゲットしようをゲットしようをゲットしようをゲットしよう

のぞきあなのぞきあなのぞきあなのぞきあな
だれのだれのだれのだれの落落落落しししし物物物物

あとあとあとあと？？？？のぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみると

えがわかるえがわかるえがわかるえがわかる！！！！    

ぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラ
カメラをカメラをカメラをカメラを自由自由自由自由

観察観察観察観察してみようしてみようしてみようしてみよう

☆☆☆☆望遠鏡望遠鏡望遠鏡望遠鏡
をマスターしてをマスターしてをマスターしてをマスターして

になろうになろうになろうになろう    

                                    

湿地湿地湿地湿地センターセンターセンターセンター
網走市字北浜網走市字北浜網走市字北浜網走市字北浜２０３２０３２０３２０３番番番番

：：：：００００００００        

場合場合場合場合はははは次次次次のののの

はくちょうはくちょうはくちょうはくちょう
                クイズクイズクイズクイズ

オオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについて

どれだけどれだけどれだけどれだけ知知知知っているかっているかっているかっているか

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ！！！！    

展示展示展示展示
て ん じ

室室室室
でみられたでみられたでみられたでみられた野鳥野鳥野鳥野鳥、、、、

製製製製でででで紹介紹介紹介紹介    

スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー☆☆☆☆
セブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムのセブンミュージアムの    

ニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプニポネちゃんスタンプ    

♪♪♪♪    

のぞきあなのぞきあなのぞきあなのぞきあな☆☆☆☆
物物物物？？？？だれのだれのだれのだれの

のぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみると

    

ぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラぐるぐるカメラ☆☆☆☆
自由自由自由自由にににに動動動動かしてかしてかしてかして

してみようしてみようしてみようしてみよう    

望遠鏡望遠鏡望遠鏡望遠鏡☆☆☆☆    
をマスターしてをマスターしてをマスターしてをマスターして、、、、    

    

                                        

    

センターセンターセンターセンター    
番番番番３３３３地先地先地先地先((((白鳥公園白鳥公園白鳥公園白鳥公園

        入入入入    館館館館    料料料料        

のののの平日平日平日平日））））    25252525

はくちょうはくちょうはくちょうはくちょう    
クイズクイズクイズクイズ☆☆☆☆

オオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについてオオハクチョウについて    

っているかっているかっているかっているか    

室室室室☆☆☆☆    
、、、、植物植物植物植物    

    

☆☆☆☆    

☆☆☆☆    
だれのだれのだれのだれの足足足足

のぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみるとのぞいてみると答答答答

☆☆☆☆
とうふつとうふつとうふつとうふつ

とったとったとったとった

☆☆☆☆    
かしてかしてかしてかして    

白鳥公園白鳥公園白鳥公園白鳥公園となりとなりとなりとなり

        無料無料無料無料      

25252525 年度年度年度年度のののの年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日

☆☆☆☆    

ペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフト
ハサミとノリをハサミとノリをハサミとノリをハサミとノリを

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

 

■■■■かざすフレームかざすフレームかざすフレームかざすフレーム

鳥鳥鳥鳥はどこだっはどこだっはどこだっはどこだっ

■■■■サウンドリーダーサウンドリーダーサウンドリーダーサウンドリーダー

このこのこのこの鳥鳥鳥鳥

写真写真写真写真のののの

■■■■パズルパズルパズルパズル

これはだれのこれはだれのこれはだれのこれはだれの
 

☆☆☆☆写真展写真展写真展写真展
とうふつとうふつとうふつとうふつ湖湖湖湖

とったとったとったとった写真写真写真写真

となりとなりとなりとなり)TEL/FAX)TEL/FAX)TEL/FAX)TEL/FAX
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ペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフト
ハサミとノリをハサミとノリをハサミとノリをハサミとノリを
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かざすフレームかざすフレームかざすフレームかざすフレーム
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サウンドリーダーサウンドリーダーサウンドリーダーサウンドリーダー

鳥鳥鳥鳥どんなどんなどんなどんな鳴鳴鳴鳴

のののの鳥鳥鳥鳥のののの鳴鳴鳴鳴きききき

パズルパズルパズルパズル    

これはだれのこれはだれのこれはだれのこれはだれの食食食食

写真展写真展写真展写真展☆☆☆☆        
湖湖湖湖でででで    

写真写真写真写真をみようをみようをみようをみよう
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☆☆☆☆フォトフォトフォトフォト

動画動画動画動画
できないできないできないできない
チェックチェックチェックチェック

ペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフトペーパークラフト
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とうふつとうふつとうふつとうふつ湖湖湖湖

映像映像映像映像（（（（えいぞうえいぞうえいぞうえいぞう
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！？！？！？！？かざしてかざしてかざしてかざして
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えをさがせえをさがせえをさがせえをさがせ！！！！
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