
Quercus variabiris Quercus acutissima Quercus dontata Quercus serrata Quercus mongolica 
var.grosseserrata

Quercus aliena Quercus glauca Quercus acuta Quercus myrsinaefolia

Quercus salicina Quercus miyagii Quercus gilva Quercus sessilifolia

Quercus phillyraeoides Quercus hondae pasania glabra pasania edulis

Castanopsis cuspidata
var.sieboldii

Castanopsis cuspidata Castanopsis sieboldii
subsp.lutchuensis

Fagus crenata Fagus japonica

　　お問い合わせ

水・金　9:00~16:30

TEL：0740-33-7990
FAX：0740-33-7991
E-mail：info@greenwalker.com

生物多様性保全活動
支援センター

いきものふれあい室
520-1621 滋賀県高島市今津町今津 1758

高島合同庁舎　南庁舎 2F

　　    イベントお申込み方法

参加者全員の氏名・性別・住所・
電話番号など連絡先をご記入の上、
メールまたは郵送にて、左記まで
お申込みください。
先着順・定員になり次第、受付終
了となります。

アベマキ クヌギ カシワ コナラ ミズナラ

ナラガシワ アラカシ アカガシ シラカシ

ウラジロガシ オキナワウラジロガシ イチイガシ ツクバネガシ

ウバメガシ ハナガガシ シリブカガシ マテバシイ

スダジイ ツブラジイ オキナワジイ ブナ イヌブナ



平成30(2018) 年度　いきものふれあい室　イベントスケジュール

月 日 曜日 イベント名 時間 集合場所 内　　容 対象 定員 費用

20 日 ミネモリサンチのミツバチと田屋城址散策 10:00-15:00 マキノピックランド 「ミネモリサンチ」でニホンミツバチの観察と田屋城跡に登り、歴史と里山の自然を楽しみます。 4歳以上 20

26 土 町中のオアシス　曼荼羅山を歩く 10:00-15:00 JR湖西線小野駅 カナメモチなどの花が咲くなだらかな歩きやすい尾根を自然観察しながら歩きます。 4歳以上 20

3 日 沖島の山を歩く 10:00-15:00 堀切港駐車場 シカの食害がない沖島の山「尾山(宝来ヶ嶽)」を、自然観察や眺望を楽しみながら歩きます。 4歳以上 20 乗船料1,000円

9 土 セアカゴケグモの生息を調べる 10:00-13:00 琵琶湖博物館駐車場 特定外来生物のセアカゴケグモを調査し、生態と注意すべき点について学びます。 小学生以上 20 駐車料　550円

16 土 オオムラサキの棲む森を歩く 10:00-15:00 道の駅近江母の郷
オオムラサキの棲むかぶと山を歩きながら、オオムラサキの生態を学び、季節の自然を楽しみ

ます。
4歳以上 20

17 日 クロゲンゴロウの棲む田んぼ 10:00-13:00 JR湖西線近江今津駅 無農薬で栽培されている田んぼで、クロゲンゴロウなどの昆虫を探します。 4歳以上 20

30 土 初夏の野坂山地とキンコウカの咲く湿地 10:00-16:00 マキノ高原駐車場 湿地植物のキンコウカや初夏の自然を観察しながら登山します。 小学生以上 20

14 土

15 日

28 土 オオバナミズキンバイの駆除と湖岸の自然 10:00-15:00 道の駅藤樹の里あどがわ 胴長を履いてオオバナミズキンバイを駆除し、周辺の自然観察をします。 小学生以上 20

5 日
夏休み親子自然講習会

自然の調べ方と昆虫標本作り
10:00-15:00 道の駅藤樹の里あどがわ 自然の見方や調べ方を学び、昆虫標本作りやチョウの鱗粉転写に挑戦します。 小学生以上 20

18 土 虫で染める 10:00-15:00 マキノ高原駐車場 サボテンにつくカイガラムシ（コチニール）を染料にし、布のバックをえんじ色に染めます。 小学生以上 20

19 日 カワドジョウの棲む川(7月8日延期分) 10:00-15:00 山内地域市民センター 中流域の綺麗な川に生息するカワドジョウなどの生き物を探し、環境について考えます。 小学生以上 20

26 日 土水路の生き物探し 10:00-13:00 JR湖西線近江今津駅 土水路で、ドジョウやスジエビなどの生き物を探し、自然が残る川の自然について考えます。 4歳以上 20

5 水 お茶が無農薬で育つ理由 10:00-15:00 朝宮地域市民センター
朝宮茶で有名な信楽の朝宮で、農薬を使わず栽培している茶畑の見学や、こだわりの茶づくり

について学びます。
小学生以上 10

15 土
針広混交の森を歩く

～コヤマノ岳山麓
9:00-15:00 JR湖西線志賀駅

コヤマノ岳山腹に広がるアシウスギとブナの森の植生を調べながら登山します。

(コヤマノ岳には登りません)
小学生以上 20

23 日 ヒガンバナの里を歩く 10:00-15:00 道の駅 浅井三姉妹の郷 地域をもりあげようと植えられたヒガンバナが咲き誇る堤防で、自然観察をしながら歩きます。 小学生以上 20

30 日 日本コバとモミの森 9:00-16:00 道の駅永源寺源流の里 鈴鹿10座の1つの日本コバに登り、山麓に広がるモミの森の自然を観察します。 小学生以上 20

14 日 ドングリを拾ってドングリで遊ぶ　 10:00-15:00 奥びわスポーツの森 マテバシイ、シリブカガシ、シラカシなどのドングリを拾い、笛や駒を作って楽しみます。 小学生以上 20

21 日
いきものふれあいの里のあった森を

楽しむ
10:00-15:00

朽木いきものふれあい

の里跡地

少しずつ自然の森へと戻りつつあるふれあいの里跡地での自然観察と植樹をしたトチノキの世

話をします。
どなたでも 50

27 土 秋の野坂山地～大谷山を目指す　 9:00-16:00 マキノ高原駐車場 紅葉で色づく野坂山地の自然を楽しみながら歩きます。(マキノ高原～寒風～大谷山) 小学生以上 20

3 土 ウチワサボテンの駆除 10:00-15:00 都市公園湖岸緑地 湖岸に生息する外来植物のウチワサボテンを駆除し、湖岸の自然について考えます。 小学生以上 20

4 日 ふるさと料理の楽しみ 10:00-15:00 道の駅マキノ追坂峠 高島市マキノ町浦集落の自然にふれ、地元の食材を使って調理をし、郷土料理を味わいます。 小学生以上 12 材料費1,000円

10 土 琵琶湖八珍を味わう　 10:00-15:00
道の駅藤樹の里

あどがわ

琵琶湖八珍のビワマス、ニゴロブナ、ホンモロコ、イサザ、ゴリ、コアユ、スジエビ、ハスの8種を

知り、あわせて湖の幸を味わいます。
小学生以上 20 材料費1,000円

11 日 風を感じて飛行機を飛ばす 10:00-15:00 希望ヶ丘文化公園 昔ながらの模型飛行機を作り、風を読みながら飛ばします。 小学生以上 20
駐車料/材料費

700円

18 日 森を彩るカエデとカエデの実 10:00-15:00
朽木いきものふれあい

の里跡地
紅や黄色に色づく森で、カエデの実を探しながら歩き、カエデの実図鑑を作ります。 4歳以上 20

25 日 ブラックバスの燻製作り 10:00-15:00 JR湖西線近江今津駅 特定外来生物に指定されるブラックバスについて学び、ブラックバスの燻製作りをします。 小学生以上 20 材料費500円

1 土
冬の森を楽しむ

～鏡山周辺を歩く
10:00-15:00

道の駅竜王

かがみの里
竜王が住むといわれている西の竜王山鏡山の冬の自然を観察しながら歩きます。 小学生以上 20

9 日
自然のめぐみをいただく

～栃粥と栃羊羹
10:00-15:00 道の駅くつき新本陣 あく抜きをした栃の実を使ってお粥と羊羹を作ります。 小学生以上 20 材料費500円

12 土 雪の森を歩く 10:00-15:00
北陸自動車道

木之本IC前

雪が積もった己高山山麓の森の自然を観察しながら歩きます。

(己高山山頂へは登りません)
小学生以上 20

19 土
講演会

（仮称）びわ湖の森がたどった道
未定 未定 (予定）びわ湖の森の、過去・現在を知り、未来のびわ湖の森のあるべき姿を考えます。 小学生以上 20

2 17 日 滋賀の外来鳥獣の現状 10:00-12:30 安曇川公民館 （予定）アライグマ、ハクビシン、ヌートリアの生息と被害の状況を知り、対策について学びます。 小学生以上 20

10 日 早春の里歩き　　ザゼンソウの咲く森 10:00-15:00 JR湖西線近江今津駅 雪解けともに春一番に咲くザゼンソウの観察と今津の街歩きを楽しみます。 小学生以上 20

17 日 オオムラサキの幼虫を探す 10:00-15:00 道の駅近江母の郷 かぶと山でオオムラサキの幼虫をさがし、生息状況の調査をします。 4歳以上 20

ヒメボタル舞う伊吹山
7

8

20
宿泊/入山協力

金：2,300円

16:00-翌

10:00
道の駅伊吹旬彩の里 小学生以上

陸貝(カタツムリ)が生息する伊吹山に登り、カタツムリを食べるヒメボタルを観察し、伊吹山の自

然について考えます。
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