
２０１８年 滋賀植物同好会｢定例観察会･県外植物観察ツアー｣等案内 
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意 

 

事 
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①コース難易度：★平地１ｋｍ程度 ★★平地２～３ｋｍ ★★★平地４～５ｋｍ ※平地は一部坂道含む 

★★★★登山道含む３～５ｋｍ  ★★★★★登山道含む６ｋｍ以上 

②交通機関の時刻は２０１８年１月末現在なので、直前にご確認下さい。  

③申込みの必要な例会やツアーは、締切日までにハガキかＦＡＸ、メール等で住所、氏名、

生年月日（宿泊ツアーのみ）、連絡先（Tel／Fax）を明記して担当者まで申し込んで下さい。

なお、複数でお申し込みの場合は同行者の参加意思確認を必ずとっておいて下さい。 

④日帰りの例会及びツアーには普通傷害保険、宿泊を伴うツアーには旅行傷害保険をかけ

ますが、例会中の事故等に会として責任を負いませんので悪しからずご了承下さい。 

⑤日帰りの例会及び県外ツアーでは当日参加費２００円（非会員５００円）が必要です。 

《県内定例観察会》 

第２６５回例会「早春の栗東自然観察の森を訪ねて」 

内 容 安養寺山北麓にある栗東自然観察の森をたずね、早春の里山

の山野草や樹木の観察をします。 

時と所 ３月１１日（日）9：30～14：00、栗東市 

集 合 栗東自然観察の森駐車場９：３０ 

コース 栗東自然観察の森（丘陵地、約２ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 ＪＲ草津駅東口５番乗り場から帝産バス８：５０発「金勝公

民館（コミュニティーセンター）」行「赤坂団地」下車すぐ、お車

で来られた方は森の駐車場をご利用ください。 

難易度★★ 

担当者：長・北側 

連絡先：長朔男 

〒 525-0023 草津市平

井一丁目 1-1 

077-562-3976 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 帝産湖南交

通草津営業所 

077-562-3020 

第２６６回例会「春の高取山ふれあい公園山麓の植物観察」 

内 容 大瀧神社から高取山ふれあい公園山麓を散策して、春の山野

草や樹木の観察をします。 

時と所 ４月２２日（日）10：30～15：00、多賀町藤瀬 

集 合 大瀧神社横駐車場１０：３０ 

コース 大瀧神社→（途中まで分乗）→高取山ふれあい公園麓→（途

中から分乗）→大瀧神社（平地・丘陵地、約３ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 ＪＲ河瀬駅東口から 10:05 発近江鉄道バス「萱原行」に乗車

し大瀧神社下車(10:27 着)。お車の方は大瀧神社横の駐車場を

ご利用下さい。帰りは大瀧神社 15:05 発、河瀬駅 15:27 着。 

難易度★★ 

担当者：種村・中村・森  

連絡先：種村和子 

〒 522-0342 犬上郡多

賀町敏満寺 267 

0749-48-1032 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 近江鉄道自

動車部 0749-22-3305 

第２６７回例会「陽春の春日山公園の植物観察」 

内 容 堅田駅西側に広がる里地・里山を整備した春日山公園とその

周辺をたずね、春の野草や樹木の観察をします。 

時と所 ５月２０日（日）9：30～14：30、大津市堅田 

集 合 ＪＲ堅田駅西口９：３０ 

コース 堅田駅→春日山公園→堅田駅 （平地・丘陵地約３ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 京都駅 8:56 発近江舞子行、堅田駅 9:26 着。できるだけＪＲ

をご利用下さい。車で来られた方は堅田駅周辺の有料駐車場

をご利用ください。 

難易度★★  

担当者：中西・西村 

連絡先：中西みどり 

〒 520-0034 大津市三

井寺町 2-33 

090-7107-2045 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ ＪＲ西日本

お客様センター 

0570-002-486 



第２６８回例会「北小松山麓湿地の植物観察」 

内 容 北小松山麓の里山に点在する小規模な湿地などをたずね、樹

木や湿地性植物などの観察をします。 

時と所 ６月１０日（日）10:00～15:00、大津市旧志賀町 

集 合 ＪＲ北小松駅１０：００ 

コース 北小松駅→Ｒ１６１歩道→地蔵尊→造成地跡歩道→（同志社び

わこリトリートセンター）→Ｒ１６１歩道→北小松漁港→樹下神社

→北小松駅 （平地・丘陵地約３ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 京都駅 9:16 発新快速近江今津行、北小松駅 9:50 着。車で来

られた方は北小松駅前に駐車場があります。 

難易度★★ 

担当者：木村・安原 

連絡先：木村達雄 

〒 525-0032 草津市大

路 2 丁目 1-5-811 

090-2380-8494 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ ＪＲ西日本

お客様センター 

0570-002-486 

第２６９回例会「タキイ種苗研究農場の見学」 

内 容 タキイ種苗研究農場を見学し、栽培品種（花卉、野菜等園芸

植物）などの観察をします。 

時と所 ９月２５日（火）10:00～14:00、湖南市旧甲西町  

集 合 ＪＲ草津線甲西駅南口１０：００ 

コース 甲西駅→旧東海道→家棟川→タキイ研究農場→甲西駅（平

地・丘陵地約３ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子など 

交 通 ＪＲ草津駅 9:25 または 9:46 発草津線「柘植行」に乗車し甲

西駅下車。お車の方は甲西駅周辺の駐車場をご利用下さい。 

申込み 見学申請の関係で２ヶ月前の７月２５日（水）までにハガキ

かメールで、上田まで申し込んで下さい。 

難易度★★ 

担当者：上田、多田  

連絡先：上田收 

〒 520-0806 大津市打

出浜 8-3-102 

077-524-2430 

ueda-az@za.ztv.ne.jp

申込み 必要 

雨天決行 

お問合せ ＪＲ西日本

お客様センター 

0570-002-486 

第２７０回例会「湖北の巨樹名木・名水探訪バスツアー」 

内 容 伊吹山を望む湖北地方南東部をバスで巡り、巨樹名木や社叢、

名水を探訪するとともに、ご当地名産の伊吹大根おろし蕎麦

に舌鼓を打ちます。 

時と所 １０月２８日（日）9:00～17:00、米原市、長浜市旧浅井町 

集 合 ＪＲ米原駅東口９：００ 

コース 米原駅→瓜生のｶﾔﾉｷ→日吉神社のﾋｲﾗｷﾞ→力丸のｻｲｶﾁ→大久

保「久次郎」（昼食）→上板並の乳ｲﾁｮｳ→吉槻のｶﾂﾗ→泉神社

社叢・湧水→杉沢のｹﾔｷ→清滝のｲﾌﾞｷ→中山道醒井宿（了徳寺

のｵﾊﾂｷｲﾁｮｳ、ﾊﾘﾖ･ﾊﾞｲｶﾓ生息地保護区、居醒の清水）→米原駅 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

食事処 「久次郎」(米原市大久保 0749-58-0906) 

交 通 マイクロバス（ひばり観光バス ☎0749-62-7111） 

米原駅まではＪＲか、車でお越しの方は駅周辺の有料駐車場

をご利用ください（駅からの遠近によって駐車料金が異なる

ので要注意）。 

申込み ９月３０日（日）までにハガキかＦＡＸで、大谷まで申し込

んで下さい。 

難易度★★ 

担当者：大谷、村山 

連絡先：大谷一弘 

〒521-1343 近江八幡市

安土町小中 560-105 

Tel/fax0748-46-6708 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 4,500 円～ 

6,000 円 

(当日参加費、昼食込み) 

定員 先着２５名 

（最少催行人員１８名） 



第２７１回例会「坂本界隈の穴太積と紅葉をたずねて」 

内 容 紅葉の名所として知られる坂本界隈の穴太積石垣や古墳、社

寺などの文化財を巡りながら、色づきはじめた晩秋の草木を

観察します。 

時と所 １１月１８日（日）10：00～15：00、大津市坂本 

集 合 京阪電車坂本比叡山口駅１０：００ 

コース 坂本駅→榊宮社→穴太積石垣群→日吉古墳群→千体地蔵→西

教寺→飯室谷（昼食）→袋古墳群→生源寺→坂本駅（平地・

丘陵地約４ｋｍ、山道含む） 

持ち物 弁当､水筒､雨具､図鑑､筆記用具､カメラ､山歩きに適した靴等 

交 通 ＪＲ湖西線利用の方は比叡山坂本駅で下車し西へ約 600m。お

車を利用の方は大宮駐車場などをご利用下さい。 

難易度★★★  

担当者：小山・村山 

連絡先：小山靖二 

〒 520-0027 大津市錦

織１丁目 14-21 

077-524-6763 

申込み 不要 

雨天中止 

《県外植物観察ツアー》 

第７６回春の県外ツアー「大江山連峰・岩戸山周辺の自然・文化探訪」 

内 容 京都府歴史的自然環境保全地域に指定された岩戸山とその周

辺をたずね、皇大神社（元伊勢内宮）や天岩戸神社、天の岩戸

などの歴史的自然を探訪し、シイ林やカシ林などの自然林、希

少な植物などの観察をします。 

時と所 ５月１３日（日）8:00～18:00 京都府福知山市大江町 

集 合 ＪＲ南草津駅西口８：００ 

コース 南草津駅西口→草津田上ＩＣ→（名神）→大山崎ＪＣＴ→（京

都縦貫道）→南丹ＰＡ（休憩）→舞鶴大江ＩＣ→岩戸山（皇大

神社、天岩戸神社、天の岩戸）→舞鶴大江ＩＣ→京丹後ＰＡ（休

憩）→大山崎ＪＣＴ→草津田上ＩＣ→南草津駅西口 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

食事処 大江山グリーンロッジ（☎0773-56-0095） 

交 通 中型貸切バス（帝産湖南交通バス） 

申込み ４月１３日（金）までにハガキかメールで木村まで申し込んで

下さい。詳細案内は後日、申込者のみに行います。 

その他 コース等は天候、交通事情等により変更することがあります。 

難易度★★★ 

担当者：木村・長 

連絡先：木村達雄 

〒525-0032 草津市大

路２丁目 1-5-811 

090-2380-8494 

t_k0325@mx2.canvas.

ne.jp 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 7,500 円～ 

8,500 円 

（当日参加費、昼食込み） 

定員 先着２７名 

（最少催行人員１８名） 

 

第７７回夏の県外ツアー「乗鞍岳畳平周辺の高山植物の観察と高山の自

然文化探訪」 

内 容 ①乗鞍岳畳平（標高 2,700m）お花畑の高山植物を観察します。 

    ②奥飛騨温泉郷平湯温泉に宿泊し、平湯自然探勝路の森や平湯

大滝を探勝します。 

    ③高山市内の巨樹・名木、飛騨大鍾乳洞を見学します。 

時と所 ７月２９日（日）～３０日（月）［１泊２日］岐阜県高山市 

集 合 ＪＲ米原駅東口８：３０ 

コース ２９日：ＪＲ米原駅→米原ＩＣ→（名神）→一宮ＪＣＴ→（東

海北陸道）→長良川ＳＡ（休憩）→飛騨清見ＩＣ→（中部縦貫

道）→高山西ＩＣ→道の駅・ななもり清見（昼食）→飛騨国分

寺「大銀杏」→千光寺「五本杉」→飛騨大鍾乳洞→飛騨北アル

プス自然文化センター（平湯自然探勝路）→平湯温泉（泊） 

    ３０日：平湯温泉→（乗鞍スカイライン）→乗鞍畳平バスター 

難易度★★★ 

担当者：和田・大谷 

連絡先：和田義彦 

〒527-0014 東近江市

西中野町 5-11 

0748-22-2080 

yytysmile6@nike.eon

et.ne.jp 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 28,000 円～ 

32,000 円 

（昼食、施設入場料、旅行

災害保険料等含む）  

mailto:t_k0325@mx2.canvas.ne.jp
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ミナル）→畳平お花畑（鶴ヶ池周辺）→乗鞍畳平バスターミナ

ル→（乗鞍スカイライン）→平湯大滝公園→高山西ＩＣ→ひる

がの高原ＳＡ（休憩）→関ＳＡ（休憩）→米原ＩＣ→米原駅 

宿泊地 奥飛騨温泉郷平湯温泉（予定） 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子、山歩きに適した

服装・靴、杖、着替え、防寒具、常備薬等 

交 通 中型貸切バス（ひばり観光バス ☎0749-62-7111） 

申込み ６月２９日（金）までにハガキかメールで、和田まで申し込ん

で下さい。詳細案内は後日、申込者のみに行います。 

その他 乗鞍岳畳平は木道が整備されていますが、標高 2,700m を越え

る高山地帯にありますので、山を甘くみず、天候の急変に備え

て防寒具等の準備を忘れずにお願いします。 

定員 先着２７名 

（最少催行人員１８名） 

 

第７８回秋の県外ツアー「ユキミバナ咲く瓜割の滝と若狭・小浜の巨

樹・名木巡り」 

内 容 ①名水・瓜割の滝では貴重種・ユキミバナの観察をします。 

    ②小浜と若狭の神社では巨樹・名木や照葉樹林を観察します。 

    ③若狭湾や三方五湖の多様な生きもの触れ合い体験をします。 

    ④御食国（みけつくに）若狭・鯖街道の食文化を楽しみます。 

時と所 ９月１６日（日）8:00～18:00 福井県若狭町、小浜市 

集 合 ＪＲ近江八幡駅北口８：００、ＪＲ堅田駅８：３５ 

コース 近江八幡駅北口→堅田駅→真野ＩＣ→（湖西道路、志賀バイパ

ス、高島バイパス）→道の駅藤樹の里あどがわ→（高島バイパ

ス、湖北バイパス）→弘川ランプ→（Ｒ３０３、Ｒ２７）→若

狭瓜割名水公園（ユキミバナ、瓜割の滝）→若狭姫神社（千年

杉、乳銀杏、招霊の木）→御食国若狭おばま食文化館・同別館

「濱の四季」（昼食）→（Ｒ１６２）→福井県海浜自然センタ

ー・食見海岸（海浜植物）→三方五湖（車窓）→（県道２１６）

→常神半島・小川神社（カゴノキ、タブノキ、スダジイ）→（県

道２１６、Ｒ１６２、２７、３０３）→道の駅若狭熊川宿→（朽

木経由 Ｒ３６７、４７７）→堅田駅→近江八幡駅北口 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

食事処 濱の四季（小浜市川崎 3-5 ☎0770-53-0141） 

交 通 マイクロバス（ニューオウミサービス ☎0748-32-1083） 

申込み ８月１６日（木）までにハガキかメールで「住所、氏名、乗車

場所（近江八幡、堅田）」を明記して和田まで申し込んで下さ

い。詳細案内は後日、申込者のみに行います。 

その他 現地でのコース・行き先等は天候、交通事情等により変更する

ことがあります。 

難易度★★ 

担当者：和田・大谷・

渡部 

連絡先：和田義彦 

〒527-0014 東近江市

西中野町 5-11 

0748-22-2080 

yytysmile6@nike.eon

et.ne.jp 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 5,500 円～ 

7,000 円 

(当日参加費、昼食込み) 

定員 先着２５名 

（最少催行人員１８名） 

 

◎貸切バスをチャーターして実施する「要申込」の県外ツアーや例会では、 

①傷害保険適用の関係で、指定した集合地から解散地まですべての行動を共にできる会員を

「参加者」と見なします（マイカーなどでの途中参加はご遠慮ください）。 

②参加人数によって会費に変動が生じること、及び最少催行人員に達しない場合は中止とな

る場合があることをご了解ください。 

③近年、貸切バスの料金体系の改定に伴い、参加費も以前よりやや高く設定せざるをえない

ことをご了解下さい。 
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≪調査研究活動≫ 

①琵琶湖岸の海浜植物の調査保全活動（湖西のハマエンドウ保全活動） 

 ・内 容 関係機関等と連携して啓発、除草、保護柵設置などの保全活動を行います。 

 ・参加者 調査保全活動に興味ある方の参加を募ります。 

・活動日 特に定めず、参加希望者にメール等で直接連絡します。 

 ・備 考 今年も「夏原グラント」に活動助成を申請する予定です。 

 ・連絡先 上田幹事（520-0806 大津市打出浜 8-3-102  tel077-524-2430 ueda-az@za.ztv.ne.jp） 

☆  ☆  ☆ 

②近江の鎮守の森自然調査２０１８（草津市片岡町 印岐志呂神社） 

 ・内 容 県内の代表的な社叢林を対象に植物相、植生、大径木等の自然調査を行い、調査

結果は「近江の鎮守の森自然調査報告書」にまとめて公表します。 

 ・参加者 既にＰＴを作って活動していますが、いつでもメンバーに参加できます。 

 ・活動日 ５、６、１０、１１月の原則土曜日（９：３０～１２：００） 

      （実施予定日：５／５、６／２、１０／６、１１／１０） 

・第 1 回 ５月５日（土）印岐志呂神社駐車場に 9:30 集合し、12 時頃まで調査します。 

・持ち物 水筒、雨具、筆記用具、図鑑、カメラ、帽子、（虫除け対策） 

・申込み 不要（車の迎えが必要な方は前日までに連絡下さい ＪＲ草津駅西口 9:00）。 

 ・連絡先 大谷幹事（521-1343 近江八幡市安土町小中 560-105 tel/fax 0748-46-6708） 

☆  ☆  ☆ 

※上記の活動にはいずれも普通傷害保険をかけていませんので、当日参加費は不要です。 

同好会幹事等のメール・アドレス（半角入力） 

上田  收 ueda-az@za.ztv.ne.jp    長  朔男 cyn01346@nifty.com 

木村 達雄 t_k0325@mx2.canvas.ne.jp  猿山 昌夫 m-saru@green.email.ne.jp 

多田  洋 tah.tada@hotmail.co.jp   中西みどり ynakanic@skyblue.ocn.ne.jp 

中村かほる kahoru@kke.biglobe.ne.jp  村山 和夫 kazu523.murayama@nifty.com 

森 小夜子 ICD30299@nifty.com     安原  輝 yasuhika1204@yahoo.co.jp 

和田 義彦 yytysmile6@nike.eonet.ne.jp 

◎上記の幹事が担当する例会や県外ツアーは、メールでの申し込みや問い合わせができます。

その他の幹事が担当する例会等の申込みはハガキまたはＦＡＸでお願いします。 

◎メールによる連絡等を希望される方は、上記の幹事にアドレスをお知らせください。 

同好会メーリングリスト（グループメール）の 

登録メンバーの募集について 

メーリングリストとは shiga-syokubutsu@freeml.com  にメールを送ると、登録したメンバ

ー全員に、一斉にそのメールの内容が届くシステムです。会員同士の情報交換や例会・県外ツ

アーなどへの参加呼びかけなどを目的とし、あくまでも会の公式な案内は従来どおり会報の郵

送などによって行いますので、登録メンバーでないと不利益になることはありません。メンバ

ー登録は無料でいつでも登録またはキャンセルできます。また、登録メンバーの一覧は後日送

付します。 

メンバー登録を希望者される方はメールアドレスを下記の猿山幹事のアドレスまで連絡くだ

さい。なお、メールアドレスを既に把握している会員様はそのままメンバー登録されますが、

もし希望されない場合も連絡ください。 

運営責任者 猿山 昌夫 m-saru@green.email.ne.jp 
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