
 

 

 

 

し   き        し  ぜん  かん  さつ 

  四季の自然観察シリーズ 

４月１７日～１０月３０日の毎週日曜日・祝日 

午前の部／１１：００～１２：００ 

午後の部／１３：１５～１４：１５ 

集合／自然保護センター本館玄関前 
 

 

● どなたでも参加できます 

● 参加無料 

● 申込みはいりません 

● 時間までにセンターにきてね！ 

○ 生き物や自然にくわしいリーダーが、自然保護センター周辺をご案

内します。テーマは週替わりです。 

○ 服装は、長そで、長ズボン、ぼうし 

 
 

 
 

 

 

● お問合せ／ 福井県自然保護センター （月曜日と休日の翌日を除く午前９時から午後５時） 

電話：（０７７９）６７－１６５５／ ＦＡＸ：（０７７９）６７－１６５６ 
 

環境保全のため、お越しの際はアイドリングストップに御協力ください 

■ﾏｲｶｰ利用の場合／福井ｲﾝﾀｰ・福井北ｲﾝﾀｰから約１時間 

■JRまたはﾀｸｼｰ利用の場合 
    JR(50分)           乗合ﾀｸｼｰ       徒歩 

JR 福井駅 → JR越前大野駅 → 六呂師ｽｷｰ場 → センタ－ 
    ﾊﾞｽ(60分)       35分       10分 

※六呂師ｽｷｰ場の駐車場からは歩道があります。 

馬取池 

どんぐりの小みち 

本館 

↑通行不可 

自然保護センター周辺の地図 青少年自然の家 

トンボの池 
せせらぎの小みち 

神明山 

（しんめいざん） 

妻平湿原 

六呂師集落へ 

観察棟 

プラネタリウム 

平成２８年度 



平成２８年度 四季の自然観察シリーズ 
実施日 曜日 テ ー マ 講 師 

4月 17日 日 春の妖精はどこ！ 櫻井 知栄子 

4月 24日 日 南の国からようこそ！キビタキ・オオルリさん 酒井 敬治 

4月 29日 祝 花の写真をきれいに撮ってみよう 牧野 晃治 

5月 1日 日 新緑の中を歩こう。「キョロキョロ、クンクン、ワクワク」！ 斎藤 寿子 

5月 3日 祝 木の葉で写し絵を作ってみよう 牧野 晃治 

5月 4日 祝 いろいろなトンボを見つけよう 矢村 健一 

5月 5日 祝 春の花に集まるちいさな生きものと出会いましょう！！ 大石橋 節子 

5月 8日 日 春の妖精を見つけよう 久米田 賢治 

5月 15日 日 花の咲き方いろいろ 田渕 千鶴子 

5月 22日 日 湿地にはどんな花が咲くのかな 永上 新子 

5月 29日 日 コシアブラで遊ぼう 山田 儀一 

6月 5日 日 池に飛ぶ昆虫を探そう 山岸 登美子 

6月 12日 日 高原の花と鳥と風でリフレッシュ 高谷 三惠子 

6月 19日 日 素敵な色と香りのササユリを楽しむ 組頭 五十夫 

6月 26日 日 馬取池の生き物と環境について探ってみよう 井草 貴男 

7月 3日 日 モリアオガエルの卵・オタマジャクシを見に行こう！ 朝日 正之 

7月 10日 日 葉っぱで遊ぼう 山田 儀一 

7月 17日 日 カブト・クワガタ虫の不思議 伊藤 勝幸 

7月 18日 祝 いろいろなセミを見つけよう 矢村 健一 

7月 24日 日 真夏の虫たちの不思議 太田 朗夫 

7月 31日 日 夏の雑木林を探検しよう！ 多田 雅充 

8月 7日 日 夏の雑木林を探検しよう！ 多田 雅充 

8月 11日 祝 夏のトンボ・チョウを見つけよう 伊藤 勝幸 

8月 14日 日 真夏の高原の生きものたち 井部 正興 

8月 21日 日 夏の花と、花に集まる昆虫をみつけよう 櫻井 知栄子 

8月 28日 日 小さい秋を見つけた♪ 斎藤 寿子 

9月 4日 日 いろいろな「ひっつき虫」を探してみよう 田渕 千鶴子 

9月 11日 日 植物と昆虫の関係を見てみよう 久米田 賢治 

9月 18日 日 秋の高原の生きものたち 井部 正興 

9月 19日 祝 秋の七草を見つけよう 永上 新子 

9月 22日 祝 秋の森で木の実さがし！！ 大石橋 節子 

9月 25日 日 秋の植物の花と実を探してみよう 矢尾 政士 

10月 2日 日 春咲いた花はどんな実をつけたかな？ 源野 みね子 

10月 9日 日 秋の色鑑賞会 伊藤 尚子 

10月 10日 祝 たねの「運ばれ方」をしらべよう 小林 則夫 

10月 16日 日 「ノビタキ」を探そう 酒井 敬治 

10月 23日 日 落ち葉の下の生き物を探してみよう 山岸 登美子 

10月 30日 日 森の冬支度 石田 善之 


