
２０２1 年 滋賀植物同好会｢県内定例観察会･県外観察会｣等ご案内 
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意 

 

事 
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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２０２1 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「雨天中止」の観察会では前日午後７時前の NHK の天気予報で降水確率５０％以上は原

則中止となります。判断が難しいときは担当幹事にお尋ねください。 

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２８４回例会「早春の琵琶湖疎水から小関越の植物観察」 

内 容 山桜で知られる琵琶湖疎水から小関越（こぜきごえ）を経て四ノ

宮まで歩き、樹木の芽吹きや早春の山野草を観察します。 

時と所 ３月２８日（日）9:30～15:00、大津市、京都市山科区 

集 合 京阪電車三井寺駅前９：３０ 

コース 京阪三井寺駅→琵琶湖疎水➝長等神社→小関越（峠の地蔵）→琵

琶湖疎水第一堅坑→京阪四ノ宮駅 （低山地約４.５ｋｍ） 

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。お車の方は京阪電車

びわ湖浜大津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、村山 

連絡先：中西みどり 

090-7107-2045 

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２８５回例会「守山玉津学区田園地帯の自然文化探訪」 

内 容 古い社寺や町並み、水路が残る田園地帯を歩きながら、巨樹名

木や春の野草を観察するとともに、岡田先生宅で見事に競演す

るシダレザクラとアズマヒガンザクラを鑑賞します。 

時と所 ４月４日（日）10：15～14：30、守山市 

集 合 小津若宮神社（赤野井別院バス停）１０：１５ 

コース 小津若宮神社～赤野井別院（東別院）～大庄屋諏訪家屋敷～天

神川～少林寺～矢島町内～矢島南バス停 （平地約３ｋｍ） 

案 内 岡田明彦先生（本会会員） 

持ち物 弁当､水筒､雨具､図鑑､筆記用具､カメラ等 

交 通 ＪＲ守山駅西口より近江鉄道バス「赤の井線」10:00 発「小浜

行」に乗車し「赤野井別院バス停」下車すぐ。お車の方は神社

前の赤野井別院（西別院）駐車場をご利用下さい。  

備 考 帰りは矢島南バス停で解散します。守山駅行 14:37 発。 

難易度★★ 

担当者：北側、大谷 

連絡先：北側忠次 

077-581-3120 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ  近江鉄道

バスあやめ営業所 

077-589-2000 

第２８６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周辺の里

山を散策し、春の草木を観察します。 

時と所 ５月１６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） 

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：森、清水 

連絡先：森小夜子 

080-3776-0049 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ  近江鉄道

バスあやめ営業所  



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。 

077-589-2000 

第２８７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１３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、清水 

連絡先：森小夜子 

080-3776-0049 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ  近江鉄道

鉄道部 0749-22-3303 

第２８８回例会「自然セミナーin 琵琶湖博物館」 

内 容 ①「琵琶湖の水草を中心に滋賀の植物」についてのお話 

    ②樹冠トレイル周辺の植物の観察（雨天中止） 

    ③リニューアルされた博物館内展示見学（有料、自由見学） 

時と所 ７月７日（水）10:15～12:30（昼食後自由見学）、草津市 

集 合 琵琶湖博物館セミナー室１０：１５ 

講 師 芦谷美奈子学芸員（本会会員） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 草津駅西口から近江鉄道バス「烏丸半島行」に乗車し終点下車。

お車の方は琵琶湖博物館の駐車場をご利用ください。  

申込み 入館予約及び会場準備の都合で６月３０日（水）までに担当の  

長幹事まで事前にメールか葉書でお申込みください。  

備 考 入館に際しては琵琶湖博物館の規定（新型コロナ感染予防対

応）にしたがってください。 

難易度★ 

担当者：長 

連絡先：長朔男 

〒525-0023 草津市平

井１丁目 1-1 

 

申込み 必要 

雨天決行 

お問合せ  近江鉄道

バスあやめ営業所 

077-589-2000 

※会員当日参加費不要 

入館料 800 円 

県内在住 65 歳以上の

方は無料（要証明書） 

第２８９回例会「鏡山山麓の里山と湿地の植物観察」 

内 容 鏡山山麓の里地、里山と湿地をたずね、水田雑草や湿性地植物、

雑木林などを観察します。 

時と所 ８月２２日（日）9:40～12:00、蒲生郡竜王町 

集 合 道の駅「竜王かがみの里」９：４０ 

コース 道の駅～鏡山登山口～大谷池～山面湿地～菅芝神社～山面バ 

ス停                 （丘陵約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野洲駅南口 9:25 発近江鉄道バス「三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ行」に

乗車し、「道の駅竜王かがみの里」バス停下車。お車の方は道

の駅駐車場をご利用下さい。 

備 考 途中トイレがないので、道の駅で済ませておいてください。 

    半日コースですが、熱中症対策をお願いします。 

帰りは山面バス停で解散します（野洲駅行 11:45、12:10、ｱｳ 

ﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ行 11:53、12:18）。 

難易度★★ 

担当者：大谷、北側 

連絡先：大谷一弘 

090-9043-0240 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ  近江鉄道

バスあやめ営業所 

077-589-2000 



第２９０回例会「秋の彦根城内の植物観察」 

内 容 絶滅危惧種のオニバスや彦根城特産のオオトックリイチゴを

はじめ、彦根城内で特筆すべき草木やシダ植物などを観察しま

す。 

時と所 ９月２６日（日）9:30～15:00、彦根市 

集 合 ＪＲ彦根駅西口９：３０ 

コース 彦根駅～金亀公園（オニバス）～彦根城内（オオトックリイチ

ゴなど）～彦根駅            （平地・丘陵地約４ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 新快速上り（大阪駅 8:00 発山科駅 8:36 発）で彦根駅 9:21 着。 

お車の方は彦根駅前の有料駐車場などをご利用ください。 

難易度★★★ 

担当者：種村、森 

連絡先：種村和子 

0749-48-1032 

申込み 不要 

雨天中止 

彦根城入山料 800 円 

お問合せ  ＪＲ西日

本お客様センター 

0570-00-2486 

第２９１回例会「秋の大溝の水辺景観と萩の浜の自然文化探訪」 

内 容 国の重要文化的景観・日本遺産に選定された「大溝の水辺景観」

を構成する乙女ケ池や大溝城址、城下町の町割り水路、日本の

渚百選・萩の浜を散策し、その自然と文化にふれます。 

時と所 １０月１７日（日）9:45～15:00、高島市（旧高島町） 

集 合 ＪＲ近江高島駅前（ガリバーメルヘン広場）９：４５ 

コース 近江高島駅～乙女ケ池～大溝城跡～大溝陣屋総門（古式水道の

庭）～町割り水路～萩の浜～高島びれっじ（江戸時代の旧商

家）・福井弥平商店（酒蔵）～近江高島駅（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 京都駅 8:41 発普通下り近江今津行乗車、近江高島駅 9:40 着。  

お車の方は、駅裏の有料駐車場（300 円）か、高島びれっじの

市営無料駐車場（駅から徒歩 15 分）などをご利用ください。 

難易度★★  

担当者：安原、小山 

連絡先：安原輝 

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２９２回例会「紅葉の比叡山大宮林道の植物観察」 

内 容 寺域一帯が鳥類繁殖地として国の天然記念物に指定されてい

る比叡山東塔域から表参道（本坂）を下り、比叡山の歴史にふ

れるとともに晩秋の草木を観察します。 

時と所 １１月３日（水）9：30～15：15、大津市 

集 合 京阪坂本比叡山口駅前９：３０ 

コース 京阪坂本比叡山口駅～大宮林道～京阪坂本比叡山口駅 

（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 お車の方は市営大宮駐車場（無料）をご利用ください。 

その他  

 

難易度★★★ 

担当者：村山、中西 

連絡先：村山和夫 

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 

 

《県外観察会》 

第８１回春の県外観察会「春の鞍馬山（鞍馬～貴船）自然文化探訪」 

内 容 「京の奥座敷」といわれる鞍馬から貴船への自然と文化を満喫

できるハイキングコースを歩きながら、巨樹名木や春の草木、

シダ類などを観察します。 

時と所 ５月９日（日）10:00～16:00 京都市左京区 

難易度★★★★ 

担当者：小山、中村 

連絡先：小山靖二 

077-524-6763 

計画変更 

表紙（ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧｲﾙ）を 

参照してください 

 



集 合 叡山電鉄出町柳駅１０：００ 

コース 出町柳駅～鞍馬駅～仁王門～由岐神社（スギ、カゴノキ）～つ

づら折りの参道～鞍馬寺～霊宝殿（鞍馬山の自然と仏像など寺

宝展示）～木の根道～奥の院魔王殿～貴船神社本宮（カツラ、

スギ、ケヤキ）～京都バス貴船バス停～貴船口駅～出町柳駅                

（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 叡山電鉄出町柳駅は京阪本線出町柳駅から徒歩１分です。 

その他 できるだけ公共交通機関をご利用ください。お車の方は下鴨神

社境内に有料駐車場があります。叡山電鉄や京都バスの運賃は

各自でお支払いください。 

申込み 不要 

雨天中止 

参加費 500 円(愛山費

300 円、霊宝殿入館料 200

円) ※別途当日参加費 

第８２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。 

②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、神仏習合の世界に浸ります。 

時と所 ６月２０日（日）8:30～18:40 福井県勝山市、石川県白山市 

集 合 ＪＲ彦根駅東口８：３０ 

コース 彦根駅東口～彦根 IC～（名神、北陸道）～南条 SA（休憩）～

福井北 JCT～（中部縦貫）～勝山 IC～センターハウス「かもし

か」（昼食休憩）～白山高山植物園～平泉寺白山神社～勝山 IC

～（中部縦貫）～福井北 JCT～杉津 PA（休憩）～（北陸道、名

神）～彦根 IC～彦根駅東口 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 貸切中型バス（ニューオウミサービス ☎0748-32-1083） 

申込み ６月１日（火）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 

〒520-1343 

近江八幡市安土町小

中 560-105 

090-9043-0240 

申込み 必要 

小雨決行 

参加費 6,300 円～ 

9,200 円 

(協力金 300 円及び当日参

加費 200 円を含みます) 

定員 先着２４名 

（最少催行人数１６名） 

※バス定員 39 名の最大６ 

割程度に抑えています。 

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８３回秋の県外観察会「大阪市立大学理学部附属植物園を訪ねて」 

内 容 大阪市立大学の研究施設として 1950 年に設立された「私市の

植物園」を訪ね、日本の代表的な森林タイプや樹木等について

学ぶとともに、カエデ類など草木の紅葉や果実を観察します。 

時と所 １１月１４日（日）10:00～15:00 大阪府交野市私市 

集 合 大阪市立大学理学部附属植物園入場口前１０：００ 

コース 日本の代表的な樹林タイプや樹木見本園などを観察します。 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 京阪三条駅などから京阪本線に乗車し、枚方市駅で京阪交野線

に乗換え、私市（きさいち）駅下車、徒歩約６分。お車の方は入

園者専用駐車場（500 円）をご利用ください。 

その他 昼食は各自準備ください。 

難易度★ 

担当者：木村、長 

連絡先：木村達雄 

090-2380-8494 

申込み 不要 

雨天中止 

参加費 350 円(入園料)

※別途当日参加費 



≪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見守り活動）     難易度★★ 

 ・内 容 2021 年 3 月に「ハマエンドウ生育地保護区」に指定される和邇今宿浜のハマエン

ドウ群落をたずね、見守り活動を行います。 

 ・活動日 ５月 日（）JR 湖西線和邇駅１０：００集合（１２時過ぎに終了予定） 

・場 所 和邇今宿ハマエンドウ生育地保護区（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、帽子など 

 ・その他 少雨決行、申込不要、当日参加費不要 

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

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活動）       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います。 

 ・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 ４月３日（土）、５月１日（土）、６月５日（土）、７月３日（土） 

     ８月７日（土）※第一土曜日に計５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要連絡）、当日参加費不要 

       ※近江鉄道八日市駅９：３５集合、車で神社に向かいます。 

      ２年間に渡る調査終了後、『近江の鎮守の森自然調査報告 第４集』として調査結 

果を収録する予定です。 

・連絡先 大谷幹事（tel 090-9043-0240） 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

※上記の調査保全活動には当日参加費は不要です。普通傷害保険はかけていますが安全にご留

意の上、くれぐれも無理のない活動をお願いします。 

同好会メーリングリスト（グループメール）の新規登録について 

昨年から担当者の変更により、一昨年まで登録メンバーだった方も新規登録が必要となりま

す。メンバー登録を希望される方は、下記の安原幹事のアドレスまでご連絡下さい。折り返し、

招待メールが送られてきますので「承諾」をチェックすれば登録完了となります。 

同好会役員のメール・アドレス 

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  清水 詔子 biwako193@gmail.com 

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。 
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