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①コース難易度：★平地１～２ｋｍ ★★平地２～４ｋｍ ★★★平地４～６ｋｍ ※平地は一部山道含む 

★★★★山道３～５ｋｍ ★★★★★山道６ｋｍ以上 

②交通機関の時刻は２０２０年２月末現在なので、直前にご確認下さい。  

③申込みの必要な観察会は、締切日までにハガキかＦＡＸ、メール等で住所、氏名、生年

月日（宿泊観察会のみ）、連絡先（Tel／Fax）を明記して担当者まで申し込んで下さい。 

④申込み不要の観察会で、空模様が怪しいときは担当幹事まで実施の有無を確認下さい。 

⑤日帰りの観察会には普通傷害保険、宿泊を伴う観察会には旅行傷害保険をかけますが、

観察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。 

⑥日帰りの観察会では当日参加費として２００円（非会員は５００円）が必要です。 

《県内定例観察会》 

第２７９回例会「早春の長等公園周辺の植物観察」 

内 容 山桜で知られる長等山を散策し、早春の樹木の芽吹きや山野

草を観察します。 

時と所 ３月２９日（日）9:30～15:00、大津市 

集 合 ＪＲ大津駅（正面口）９：３０ 

コース ＪＲ大津駅→長等公園→長等神社→琵琶湖疎水➝ＪＲ大津駅            

（丘陵地約４ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ等 

交 通 できるだけ公共交通機関をご利用下さい。お車の方は大津駅

周辺に有料駐車場があります。 

難易度★★ 

担当者：中西、中村 

連絡先：中西みどり 

〒 520-0034 大津市三

井寺町 2-33 

077-522-9568 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ ＪＲ西日本

お客様センター 

0570-00-2486 

第２８０回例会「湖南アルプス・堂山山麓の植物観察」 

内 容 東海自然歩道天神川上流沿いを歩き、ツツジ類など里山でみ

られる春の草木を観察します。 

時と所 ４月２６日（日）9：15～15：30、大津市 

集 合 ＪＲ石山駅南出口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ広場芭蕉像付近９：１５ 

（帝産バス「アルプス登山口」バス停付近１０：００） 

コース JR 石山駅前→（帝産バス）→アルプス登山口➝天神川堰堤→迎

不動堰堤→鎧堰堤（土木遺産）→迎不動堰堤➝アルプス登山

口→（帝産バス）→JR 石山駅       （林道約５ｋｍ） 

持ち物 弁当､水筒､雨具､図鑑､筆記用具､カメラ等 

交 通 石山駅前３番乗場から帝産バス 9:25発石居口経由または 9:40

発もみじが丘経由「アルプス登山口」行に乗車し終点下車。

帰りは 14:55 発または 15:08 発石山駅行。片道料金 400 円。 

「アルプス登山口」バス停付近に駐車場はありません。でき

るだけ公共交通機関をご利用下さい。 

難易度★★★★ 

担当者：北側・木村 

連絡先：北側忠次 

〒 524-0036 守山市伊

勢町 376-9 

077-581-3120 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 帝産湖南交

通田上営業所 

077-549-1028 

第２８１回例会「春の梵釈寺境内と里山の植物観察」 

内 容 梵釈寺境内並びに里山保全活動によって整備された里山を散

策し、春の草木を観察します。 

時と所 ５月２４日（日）10：00～14：30、東近江市（旧蒲生町） 

集 合 梵釈寺山門付近１０：００ 

コース 蒲生岡本バス停～（車で分乗）～梵釈寺～里山・湿地～梵釈

寺～（車で分乗）～蒲生岡本バス停 （丘陵地、約２ｋｍ） 

難易度★★ 

担当者：森・種村 

連絡先：森小夜子 

〒 527-0045 東近江市

中小路町 680-5 

0748-23-2471 

申込み 不要 



持ち物 弁当､水筒､雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 近江八幡駅南口から近江バス 9:20 発日野駅経由北畑口行乗

車、「蒲生岡本」バス停 9:44 下車、東側の丘陵に向かい徒歩

約 500m。帰りは蒲生岡本バス停 14:49 発近江八幡駅南口行。 

お車の方は梵釈寺境内に駐車場があります。 

雨天中止 

お問合せ 近江鉄道鉄

道部 0749-22-3303 

第２８２回例会「河辺いきものの森の植物観察」 

内 容 河辺林を散策しながら、オニノヤガラやハイハマボッスなど

初夏の草木を観察します。 

時と所 ６月１４日（日）10:00～14:45、東近江市（旧八日市市） 

集 合 河辺いきものの森駐車場１０：００ 

コース 河辺いきものの森散策（平地約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 近江八幡駅で近江鉄道 9:14 発彦根行に乗車、河辺の森駅

9:42 下車、徒歩約 1.5km（車で分乗予定）。帰りは河辺の森駅

15:04 発近江八幡駅行乗車、15:29 着。 

    お車の方は河辺いきものの森に駐車場があります。 

難易度★ 

担当者：森・和田 

連絡先：森小夜子 

〒 527-0045 東近江市

中小路町 680-5 

0748-23-2471 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 近江鉄道鉄

道部 0749-22-3303 

第２８３回例会「新茂智神社社叢の植物観察」 

内 容 特定植物群落シイ林の樹木やクモランなどの着生植物を観察

します。 

時と所 ７月１９日（日）10:00～12:30、大津市 

集 合 ＪＲ石山駅南出口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ広場芭蕉像付近９：１５ 

（新茂智神社鳥居前１０：００） 

コース バス停～新茂智神社～図越池～バス停 （丘陵地約１ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 石山駅から帝産バス 9:40 発アルプス登山口行に乗車し、「上

関」バス停下車 9:57 着、帰りは 12:40 発石山駅行に乗車。乗

車料金片道 380 円。できるだけ公共交通機関をご利用下さい。 

難易度★★ 

担当者：村山、中西 

連絡先：村山和夫 

〒 520-0851 大津市唐

橋町 3-21-416 

090-3561-6033 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 帝産湖南交

通田上営業所 

077-549-1028 

第２８４回例会「初秋の伊吹山山頂草原植物群落の植物観察」 

内 容 伊吹山山頂付近に広がるお花畑を西遊歩道から周遊し、サラ

シナショウマ、イブキトリカブト、コイブキアザミなど初秋

の植物を観察します。 

時と所 ８月２７日（木）11:10～14:30、米原市（旧伊吹町） 

集 合 ９合目スカイテラス伊吹山（駐車場バス停）付近１１：１０ 

コース 駐車場～西遊歩道～山頂[昼食]～中央遊歩道～駐車場 

                        （山地約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 米原駅西口 10:00 発湖国バス「伊吹山登山バス」に乗車し、

終点下車（11:10）。片道運賃 1,400 円。下山は駐車場 14：30

発、米原駅西口 15:40 着。 

申込み 湖国バスを利用される方は事前予約が必要です。会で一括し 

て予約を行いますので、７月３１日（金）までに担当の西久 

保までメールか葉書でお申込みください。 

なお、自家用車などで直接山頂駐車場に行かれる方は申し込 

み不要です。伊吹山ドライブウエイの通行料金 3090 円。 

備 考 山頂付近山小屋には伊吹そばなどの食事処が数軒あります。 

難易度★★★★ 

担当者：西久保・木村 

連絡先：西久保公成 

〒 520-3241 湖南市北

山台３丁目 7-23 

0748-74-1115 

ﾒｰﾙ bp9m-nskb@asahi- 

net.or.jp 

申込み 必要（湖国バ

ス利用希望者） 

雨天中止 

お問合せ 湖国バス長

浜営業所 

0749-62-3201 

伊吹山ドライブウエイ 

0584-43-1155 



第２８５回例会「秋のマキノ町西山湿地周辺の植物観察」 

内 容 昨年の夏に続き、今回は秋の里山・湿地（放棄水田）や鎮守

の森などをたずね、湿地性植物や水田雑草などを観察します。 

時と所 ９月２０日（日）9:30～14:00、高島市マキノ町 

集 合 ＪＲマキノ駅９：３０ 

コース マキノ駅～山崎山山麓（里山・湿地）～海津天神社～マキノ

駅                       （平地約４ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 大阪駅 7:45 発、京都駅 8:15 発新快速敦賀行（後半車両は今

津で切り離しになるので要注意）、マキノ駅 9:27 着。お車の

方はマキノ駅前に駐車場があります。 

難易度★★ 

担当者：安原、村山 

連絡先：安原輝 

〒 520-1217 高島市安

曇川町田中 423 

080-6125-0661 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ ＪＲ西日本

お客様センター 

0570-00-2486 

第２８６回例会「秋の壺笠山の植物観察」 

内 容 平小谷林道から城跡のある壺笠山（421m）をめざして登り、

秋の草木を観察します。 

時と所 １０月２５日（日）9:30～15:00、大津市 

集 合 京阪穴太駅ホーム９：３０ 

コース 穴太駅～平小谷林道（四ツ谷川沿）～壺笠山～登山道～穴太

駅                 （山地、約４ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 ＪＲ湖西線大津京駅で下車し京阪大津京駅で坂本比叡山口行

に乗換、またはＪＲ琵琶湖線石山駅か膳所駅で下車し坂本比

叡山口行に乗換。お車の方は穴太駅周辺に駐車場はありませ

ん。できるだけ公共交通機関をご利用下さい。 

難易度★★★★  

担当者：村山、小山 

連絡先：村山和夫 

〒 520-0851 大津市唐

橋町 3-21-416 

090-3561-6033 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 京阪電気鉄

道大津鉄道事業部 

077-522-4521 

第２８７回例会「紅葉の箕作山・瓦屋禅寺の植物観察」 

内 容 昨年の春に続き、箕作山に佇む知る人ぞ知る紅葉の名所瓦屋

禅寺を訪ね、色づく木の葉や木の実などを観察します。 

時と所 １１月２５日（水）9：30～15：00、東近江市（旧八日市市） 

集 合 近江鉄道八日市駅前９：３０ 

コース 八日市駅～松尾神社～延命山観光道路～太郎坊宮分岐～瓦屋

禅寺～延命山観光道路～延命公園～八日市駅                

（低山地、約５ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 近江鉄道八日市駅までは近江八幡駅 9:07 発、彦根駅 8:54 発、

貴生川駅 8:41 発の近江鉄道に乗車、または JR 能登川駅東口

から近江バスに乗車。お車の方は駅裏などの駐車場（有料）

をご利用ください。 

難易度★★★★ 

担当者：大谷・和田 

連絡先：大谷一弘 

〒 521-1343 近江八幡

市安土町小中 560-105 

0748-46-6708 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 近江鉄道鉄

道部 0749-22-3303 

 

《県外観察会》 

第８０回春の県外観察会「東海丘陵要素ハナノキとシデコブシの自生

地を訪ねて」 

内 容 岐阜県東濃地方の木曽川流域には東海丘陵要素の代表的な樹

木であるハナノキとシデコブシの自生地が点在し、早春に花

を咲かせます。今回は土岐市と中津川市の自生地を訪ね、自

生地周辺でみられる草木を観察します。 

時と所 ４月５日（日）8:00～18:30 岐阜県土岐市､瑞浪市､中津川市 

集 合 ＪＲ近江八幡駅北口８：００ 

難易度★ 

担当者：大谷・和田 

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 



 

コース 近江八幡駅北口～彦根 IC～小牧 JCT～内津峠 PA（休憩）～土岐

IC～白山神社のﾊﾅﾉｷ･ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞ～瑞浪市化石博物館～瑞浪 IC～

恵那峡 SA（昼食休憩）～中津川 IC～中津川市千旦林（坂本の

ﾊﾅﾉｷ､岩屋堂のｼﾃﾞｺﾌﾞｼなど）～ちこり村（休憩）～中津川 IC

～小牧 JCT～養老 SA（休憩）～彦根 IC～近江八幡駅北口 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 マイクロバス（ニューオウミサービス ☎0748-32-1083） 

申込み ３月２０日（金）までにハガキかファックスで「住所、氏名、

連絡先」を明記して大谷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 昼食の手配はありませんので各自ご用意ください。恵那峡 SA

にはレストラン、フードコート、コンビニ等があります。 

会費 5,100 円～ 

7,400 円 

(博物館入館料 200 円及び

当日会費 200 円を含む) 

定員 先着２４名 

（最少催行人員１６名） 

第８１回夏の県外観察会「苔むす平泉寺白山神社と白山高山植物園の自

然文化探訪」 

内 容 ①スギの大木とヒノキゴケやシラガゴケ類が生い茂る「北陸の 

苔寺」白山平泉寺（神仏分離令以降は平泉寺白山神社）を散 

策し、幽玄の世界に浸ります。 

    ②白山の高山植物の低地馴化実験に取り組む施設として白山 

市の西山（標高 857m）山腹に設けられた高山植物園（7,600 

㎡）をたずね、約 50 種 10 万株が育つお花畑を観察します。 

時と所 ６月２１日（日）8:00～18:30 福井県勝山市、石川県白山市 

集 合 ＪＲ近江八幡駅北口８：００ 

コース 近江八幡駅北口～彦根 IC～（名神、北陸道）～南条 SA（休憩）

～福井北 JCT～（中部縦貫）～勝山 IC～平泉寺白山神社～白山

高山植物園～勝山 IC～（中部縦貫）～福井北 JCT～杉津 PA（休

憩）～（北陸道、名神）～彦根 IC～近江八幡駅北口 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 マイクロバス（ニューオウミサービス ☎0748-32-1083） 

申込み ５月２９日（金）までにハガキかファックスで「住所、氏名、

連絡先」を明記して大谷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 昼食の手配はありませんので、各自でご用意ください。南条 SA 

には寿司、パン類、コンビニ弁当(ﾌｧﾐﾏ)などの販売があります。 

難易度★★★ 

担当者：大谷・和田 

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 5,100 円～ 

7,400 円 

(協力金 300 円及び当日会 

費 200 円を含みます) 

定員 先着２４名 

（最少催行人員１６名） 

お問い合わせ  白山

高山植物研究会 

076-273-0017（月～金） 

076-259-8866（公開中） 

第８２回秋の県外観察会「秋の福井総合植物園プラントピアを訪ねて」 

内 容 谷筋に湿地を有する里山を利用してつくられた福井県唯一の

総合植物園をたずね、福井の植物について学ぶとともに、色づ

きかけた紅葉や果実など晩秋の草木を観察します。 

時と所 １１月３日（火）8:00～17:30 福井県丹生郡越前町 

集 合 ＪＲ近江八幡駅北口８：００ 

コース 近江八幡駅北口～彦根 IC～（名神、北陸道）～南条 SA（休憩）

～鯖江 IC～福井総合植物園（植物館で講話・展示見学・昼食の

後、園内の植物を観察）～鯖江 IC～杉津 PA（休憩）～（名神、

北陸道）～彦根 IC～近江八幡駅北口 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

難易度★★★ 

担当者：大谷・和田 

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 4,300 円～ 

6,200 円 

(入園料 300 円及び当日会 



交 通 マイクロバス（ニューオウミサービス ☎0748-32-1083） 

申込み １０月９日（金）までにハガキかファックスで「住所、氏名、

連絡先」を明記して大谷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 昼食の手配はありませんので、各自でご用意ください。南条 SA 

には寿司、パン類、コンビニ弁当(ﾌｧﾐﾏ)などの販売があります。 

費 200 円を含みます) 

定員 先着２４名 

（最少催行人員１６名） 

≪調査保全活動≫ 

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調査保全活動）     難易度★ 

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

 ・参加者 ハマエンドウなど湖岸の海浜植物の調査保全活動に興味ある方の参加を募ります。 

      ※担当の上田幹事まで、メールまたは電話で申し出てください。 

・活動日 ５月１０日（日）JR 湖西線近江舞子駅１０：００集合 

・場 所 近江舞子園地～比良川河口～そぐら浜（ハマエンドウの開花がみられます） 

 ・持ち物 水筒、（弁当）、雨具、筆記用具、図鑑、カメラ、帽子、軍手など 

 ・その他 少雨決行、申込不要、活動時間は 12 時過ぎまでの予定。 

・連絡先 上田幹事（tel 077-524-2430 ueda-az@za.ztv.ne.jp） 

※以後は特に定めず、参加希望者にメール等で直接連絡します。 

近江の鎮守の森調査保全活動（近江の鎮守の森を守る協力隊）          難易度★ 

 ・目 的 地域の貴重な文化的自然「鎮守の森」を持続的に保全し森と共生するため、実践

的な調査保全活動を行う。 

 ・内 容 ①鎮守の森の自然調査活動（植物相、植生、大径木、生態系など） 

②鎮守の森の保全活動（貴重種、後継木等の保全、除草活動など） 

③鎮守の森の啓発活動（神社関係者や地域住民らとの懇談、観察会など） 

 ・場 所 河桁御河邊神社（東近江市神田町） 

・活動日 ３月２８日（土）、４月２５日（土）、５月３０日（土）、６月２７日（土） 

     ９月５日（土）、１０月３日（土）、１１月７日（土）※土曜日に計７回予定 

・時間帯 ９：４５～１２：００（現地集合９：４５） 

・持ち物 水筒、雨具、筆記用具、図鑑、カメラ、帽子、（虫除け対策） 

・その他 雨天中止、申込不要（車の迎えが必要な方は前日までにご連絡下さい。） 

       ※近江鉄道八日市駅９：３５集合、車で神社に向かいます。 

 ・連絡先 大谷幹事（tel 090-9043-0240） 

☆  ☆  ☆ 

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

くれぐれもけが等がないように十分注意し、無理のない行動をお願いします。 

同好会役員のメール・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  中西みどり ynakanic@skyblue.ocn.ne.jp 

中村かほる kahoru@kke.biglobe.ne.jp  西久保公成 bp9m-nskb@asahi-net.or.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 

◎上記の役員が担当する観察会は、メールでの申し込みや問い合わせができます。その他の役

員が担当する観察会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、上記の役員にアドレスをお知らせください。 
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