
２０１７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 

 

注 

 

意 

 

事 

 

項 

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２０１７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、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天候や道路事情などにより予告なくコースを変更することがあります。 

《県内定例観察会》 

第２５７回例会「妹子ゆかりの西近江路・小野めぐり」 

内 容 古代豪族小野一族の祖神をまつる小野神社とその境内社・小

野篁神社、飛地境内社・小野道風神社、さらには小野妹子ゆ

かりの地をめぐり、自然と歴史探訪を楽しみます。 

時と所 ３月２６日（日）10：00～15：00、大津市旧志賀町 

集 合 ＪＲ湖西線和邇駅１０：００ 

コース 和邇駅→小野神社（境内社・小野篁神社）→小野道風神社→

小野古墳群→小野妹子神社→ＪＲ小野駅（平地、約４ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ等 

交 通 山科 9:02 発→和邇 9:32 着、山科 9:18 発→和邇 9:48 着 

お車の方は和邇支所付近（市民体育館、図書館）または平和

堂駐車場をご利用下さい。 

難易度★★★ 

担当者：中西・長・安

原 

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 

 

第２５８回例会「甲賀駅周辺のタンポポの観察」 

内 容 甲賀駅周辺を散策して、タンポポの種類や植生などを観察・

調査します。 

時と所 ４月１６日（日）10：00～15：00、甲賀市甲賀町 

集 合 ＪＲ草津線甲賀駅南口１０：００ 

コース 甲賀駅南口→滝地区→大原中地区→相模地区→甲賀中央公園

〔昼食休憩〕→甲賀駅北口（平地、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草津駅から 8:56 発草津線「柘植行」に乗車し甲賀駅下車。

お車の方は駅前または甲賀大原支所駐車場をご利用下さい。 

備 考 滋賀県のタンポポ調査実行委員会と共同開催となります。 

難易度★★ 

担当者：多田・上田 

連絡先：多田洋 

〒617-0822 長岡京市

八条が丘 1丁目 5番地

長岡天神ﾊｲﾂ 10-104 

090-1022-3329 

申込み 不要 

雨天中止 

お問合せ 

 

第２５９回例会「柳川周辺のカヤランと近江神宮の森」 

内 容 柳川周辺の民家の庭木に多く着生するカヤランを観察すると

ともに、近江神宮の森の変容を調査します。 

時と所 ５月３日（水）10：00～14：00、大津市 

集 合 近江神宮第一鳥居前１０：００ 

コース 近江神宮第一鳥居前→近江神宮社叢→柳川沿い（錦織 1 丁目）

→近江神宮第一鳥居前 （丘陵地約２ｋｍ） 

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 京阪近江神宮前駅またはＪＲ大津京駅から徒歩１０～１５分 

車で来られた方は近江神宮境内の駐車場をご利用ください。 

難易度★★  

担当者：小山・村山・

中村和 

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 

 



第２６０回例会「比良川右岸・湖畔の植物観察」 

内 容 比良川右岸の湖畔に生育するハマエンドウやカワラナデシコ

などの植物を観察します。 

時と所 ６月４日（日）9:30～15:00、大津市旧志賀町 

集 合 ＪＲ比良駅９：３０ 

コース ＪＲ比良駅→比良川右岸→比良川河口（北比良浜）→ＪＲ比

良駅 （平地約３ｋｍ） 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、軍手、カメラ等 

交 通 車で来られた方は比良駅に駐車場があります。 

難易度★★ 

担当者：上田・北側・

安原 

連絡先：上田收 

〒520-0806 大津市打

出浜 8-3-102 

077-524-2430 

申込み 不要 

雨天中止 

第２６１回例会「瀬田公園の里山と湿地植物の観察」 

内 容 公園内の池畔の湿地に咲くサギソウを中心に、水辺や林内の

草木を観察します。  

時と所 ８月６日（日）9:30～14:00、大津市瀬田  

集 合 瀬田公園体育館前９：３０  

コース 公園内の湿地と里山の散策 

持ち物 弁当、水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

交 通 JR 瀬田駅前１番バス停（帝産バス）２番バス停（近江バス）

からバスに乗車し、約３分で「瀬田公園前」バス停下車、体

育館前まで徒歩約４分。お車の方は、駐車場（無料）があり

ます。 

注意事項 真夏の暑さと相談しながらの散策になりますので、各自熱中症

対策をお願いします。 

難易度★★ 

担当者：村山、渡部  

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 

 

第２６２回例会「布引丘陵麓と八坂神社の植物観察」 

内 容 ツクバネガシが生育する八坂神社社叢の樹木や腐生植物のほ

か、秋の布引丘陵麓の植物を観察します。 

時と所 ９月３日（日）10:00～15:30、東近江市旧八日市市 

集 合 近江バス「五智前」バス停１０：００ 

（東近江総合医療センター前のローソン駐車場） 

コース 八坂神社社叢を中心に布引丘陵の麓を散策（平地約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近江八幡駅で乗換、9:12 発近江鉄道に乗車し八日市駅

9:31 着、駅前から 9:40 発近江バス「永源寺車庫行」乗車、五

智前バス停下車。 

    ローソン駐車場から分乗して八坂神社に向かいます。 

難易度★★ 

担当者：森・片山・種

村・中村か 

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

八日市バス営業所 

0748-22-5511 

第２６３回例会「秋の深坂古道を歩く」 

内 容 2015 年春に実施して好評だった西浅井町沓掛と敦賀市追分を

結ぶ深坂古道歩きを、季節を変えて秋に実施し、色づきはじ

めた草木を観察します。 

時と所 １０月１５日（日）8：00～17：00、長浜市西浅井町、敦賀市 

集 合 ①JR 近江八幡駅北口８：００ ②JR 堅田駅８：４０ 

コース JR 近江八幡駅北口→（琵琶湖大橋）→JR 堅田駅→（湖西道路）→

道の駅・藤樹の里あどがわ→深坂古道南口⇒（徒歩）⇒深坂

地蔵⇒深坂峠⇒（徒歩）⇒JR 新疋田駅→道の駅・マキノ追坂

峠→（マキノ・今津・比良バイパス・湖西道路）→JR 堅田駅→（琵琶湖

大橋）→JR 近江八幡駅北口（低山地約４ｋｍ） 

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 

申込み 必要 

小雨決行 

会費 3,000 円 

～3,500 円 

 



持ち物 弁当（途中購入可）､水筒､雨具､図鑑､筆記用具､カメラ､山歩きに適した靴等 

交 通 マイクロバス（ニューオウミサービス） 

申込み ９月３０日（土）までにハガキかメールで乗車場所（近江八

幡、堅田）を明記して、和田まで申し込んで下さい。 

定員 先着２８名 

（最少催行人員２０名） 

 

第２６４回例会「オランダ堰堤と湖南アルプス・たまみずきの道」 

内 容 日本の産業遺産 300 選の一つオランダ堰堤をたずね田上山治

山の歴史を学ぶとともに、晩秋の紅葉や木の実を観察します。 

時と所 １１月１９日（日）9:45～15:00、大津市 

集 合 一丈野駐車場入口付近９：４５ 

コース 一丈野駐車場→オランダ堰堤→逆さ観音→たまみずきの道→

休憩施設→登山道（下り）→奥池→一丈野駐車場（低山地約

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草津駅東口 3､4 番乗場 9:00 発帝産バス「上桐生行」に乗

車し終点下車すぐ。お車の方は一丈野駐車場（500 円）をご利

用下さい。 

難易度★★★ 

担当者：木村・森 

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  帝産湖南

交通草津営業所 

077-562-3020 

 

《県外植物観察ツアー》 

第７３回春の県外ツアー「矢ばなの里カタクリ群生地とイトヨの生息地

をたずねて」 

内 容 ①大野市矢地区の里山「矢ばなの里」をたずね、カタクリなど

早春の草木を観察します 

    ②イトヨが生息する本願清水「イトヨの里」と専福寺「大欅」

を訪ね、大野市の貴重な国天然記念物を観察します。 

時と所 ４月２日（日）8:00～18:00 福井県大野市 

集 合 ＪＲ野洲駅北口８：００（多賀ＳＡ８：３５） 

コース 野洲駅北口→竜王ＩＣ→（名神）→多賀ＳＡ→（名神・北陸道）

→杉津ＰＡ（休憩）→福井ＩＣ→矢ばなの里→はいから茶屋（昼

食）→本願清水「イトヨの里」→専福寺「大欅」→福井ＩＣ→

南条ＳＡ（休憩）→多賀ＳＡ→竜王ＩＣ→野洲駅北口 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

食事処 平成大野屋「はいから茶屋」（☎0779-69-9200） 

交 通 中型貸切バス（ニューオウミサービス 0748-32-1083 fax32-7201） 

申込み ３月４日（土）までにハガキかメールで「住所、氏名、乗車場

所（野洲駅、多賀ＳＡ）」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 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。 

３月の気候条件によってはカタクリの開花があまり期待できないこと

もありますのでご承知ください。 

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 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 7,500 円～ 

8,500 円 

（昼食、入園料込み） 

定員 先着３２名 

（最少催行人員２０名） 

 

第７４回夏の県外ツアー「石川県の苔と海浜植物をたずねて」 

内 容 加賀の苔の名所「苔の里」、天然記念物の「権現の森ハマナス、

イソスミレ群生地」、タブノキやスダジイの巨木、その他海浜

植物等石川県の植物を観察するほか、千里浜の渚を観光ドライ

ブします。 

時と所 ７月１５日（土）～１６日（日） （１泊２日）石川県小松市、 

金沢市、羽咋市他 

難易度★★ 

担当者：森・西村 

連絡先：森小夜子 

〒527-0045 東近江市

中小路町 680-5 

0748-23-2471 

icd30299@nifty.com 



集 合 ＪＲ大津駅前裁判所前バス停付近８：００（多賀ＳＡ８：４０） 

コース １５日：大津駅→大津ＩＣ→（名神）→多賀ＳＡ→（名神・ 

北陸道）→加賀ＩＣ→（昼食）→苔の里→千里浜渚ドライブ 

ウェイ→（気多神社）→長手島柴垣海岸→能登ロイヤルホテ 

ル（泊） 

１６日：ホテル→権現の森海岸・内灘砂丘→石川県庁→（昼 

食）→金沢西ＩＣ→（北陸道・名神）→多賀ＳＡ→大津ＩＣ 

→大津駅 

宿泊地 能登ロイヤルホテル 

（石川県羽咋市志賀町矢蔵谷ラー１ ☎0767-32-3111） 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、着替え等 

交 通 中型観光バス（滋賀観光バス） 

申込み ６月３０日（金）までにハガキかメールで、「住所、氏名、年

齢、乗車場所（大津駅、多賀ＳＡ）」明記して、森まで申し込

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。 

申込み 必要 

雨天決行 

会費 27,000 円～ 

29,000 円 

定員 先着２７名 

（最少催行人員２２名） 

 

 

第７５回秋の県外ツアー「牧野博士ゆかりの兵庫県花・ノジギク自生地

をたずねて」 

内 容 ノジギクは牧野富太郎博士によって高知県の路傍で発見され、

命名された。大正１４年、博士は姫路市大塩町で大群落を発見

し、兵庫県は分布の東北限にして自然分布の個体数が最も多い

といわれている。今回は姫路市内の川沿いや岩場などの自生地

や保存園をたずね、ノジギクなど晩秋の植物を観察する。 

時と所 １１月１２日（日）10:00～15:45 兵庫県姫路市 

集 合 ＪＲ姫路駅（南口）バスターミナル１０：００ 

     ※中央改札口を出て、姫路城の反対側（ホテル日航側） 

コース 姫路駅→大塩町のじぎくの里公園（大池）→大塩公民館前ノジ

ギク保存園→昼食（すし辰）→西浜川大的橋付近→的形町福泊

海岸→的形町木場・小赤壁公園→姫路市立手柄山温室植物園→

姫路駅 

持ち物 水筒、雨具、図鑑、筆記用具、カメラ、帽子等 

食事処 すし辰（大塩町 290-46  ☎079-254-0155） 

交 通 マイクロバス（ふれあい観光バス ☎079-293-6522） 

備 考 県内から姫路まで貸切バスで行くと距離が長いので、運賃・高

速料金が高くなる上、中国道宝塚～西宮付近で慢性的に渋滞が

発生し時間のロスが生じることから、今回はＪＲ姫路駅集合と

しました。 

姫路駅までは３月の新ダイヤで時刻を確認の上、新快速などを

ご利用下さい。なお、格安切符（昼間割引）等の購入により、

往復 1,000 円以上（県内発着）の節約になります。 

申込み １０月１３日（金）までにハガキ、FAX で「住所、氏名」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 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：大谷・片山 

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 必要 

雨天決行 

会費 3,500 円～ 

4,000 円 

(現地移動バス、昼食、入 

園料込み) 

定員 先着２８名 

（最少催行人員２０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、バスの貸切料金が値上げされている関係で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。 

≪調査研究活動≫ 

①琵琶湖岸の海浜植物の調査保全活動（北比良のハマエンドウ群落） 

 ・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 第１回 ３月１２日（日）  第２回 ９月２４日（日） 

・集 合 ＪＲ近江舞子駅１０：１０集合 （１４時頃まで活動します） 

・持ち物 弁当、水筒、帽子、雨具、カメラ等、（お持ちの方は、軍手、鎌、移植ごて） 

・申込み 不要（駅から車に分乗して近江舞子内湖園地駐車場まで移動します） 

 ・備 考 琵琶湖岸の海浜植物の保全活動については、３月５日（日）に大阪市立自然史博物

館で開催される「地域自然史と保全研究発表会（関西自然保護機構２０１７年度大

会）においてポスター発表を行う予定です。 

 ・連絡先 上田幹事（520-0806 大津市打出浜 8-3-102  tel 077-524-2430） 

☆  ☆  ☆ 

②近江の鎮守の森自然調査２０１７（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集」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 ４、５、６、１０、１１月の原則土曜日（９：３０～１２：００） 

      （実施予定日：４／２２、５／２０、６／１７、１０／７、１１／４） 

・第 1 回 ４月２２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、帽子、雨具、カメラ等、（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） 

☆  ☆  ☆ 

※上記の活動はいずれも雨天中止です。実施の有無は当日午前７時 30 分までに①は上田幹事、

②は大谷幹事までお尋ね下さい。 

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 yasuhika/204@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。 
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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 

 

 

２０１７年例会・県外ツアー予定一覧 

月／日（曜日） テーマ・内容など（開催地） 担当者 

１／２１（土） 第 33 回総会＆第 256 回｢自然セミナー｣（ピアザ淡海、大津市） 全員 

３／２６（日） 第 257 回「妹子ゆかりの西近江路・小野めぐり」（旧志賀町） 中西、長、安原 

４／ ２（日） 

 

第 73 回「矢ばなの里・カタクリ群生地とイトヨの生息地を

たずねて」（福井県大野市） 

和田、大谷 

４／１６（日） 第 258 回「甲賀駅周辺のタンポポの観察」（甲賀市）※ 多田、上田 

５／ ３（水） 第 259 回「柳川周辺のカヤランと近江神宮の森」（大津市） 小山､村山､中村和 

６／ ４（日） 第 260 回「比良川右岸・湖畔の植物観察」（旧志賀町） 上田、北側、安原 

７／１５（土） 

～１６（日） 

第 74 回「石川県の苔と海浜植物をたずねて」（石川県小松

市、金沢市、羽咋市他） 

森、西村 

８／ ６（日） 第 261 回「瀬田公園の里山と湿地植物の観察」（大津市） 渡部、村山 

９／ ３（日） 第 262 回「布引丘陵麓と八坂神社の植物観察」（旧八日市市） 森、片山、種村、中村か  

１０／１５（日） 第 263 回「秋の深坂古道を歩く」（旧西浅井町、敦賀市） 和田、大谷 

１１／１２（日） 第 75 回「牧野博士ゆかりの兵庫県花・ノジギク自生地をた

ずねて」（兵庫県姫路市） 

大谷、片山 

１１／１９（日） 第 264 回「オランダ堰堤とたまみずきの道」（大津市） 木村、森 

 ※｢滋賀県のタンポポ調査実行委員会｣（琵琶湖博物館）と共同開催 
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