
平成２９年度 

裏面で各回の日程やテーマを 

ご紹介します。 

六呂師高原の魅力が満載です。 

      し   き        し  ぜん  かん  さつ 

 四季の自然観察シリーズ 
 ４月１６日～１０月２９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。 

● 参加は無料です。 

● 申込みは不要です。 

● 開始時間までにお越しください。センター玄関前にて受付します。 

● 生き物や自然にくわしいガイドが、自然保護センター周辺をご案内 

  します。 

  毎回違うテーマで四季折々の様々な自然の魅力をご紹介します。 

● 服装は、長そで、長ズボン、ぼうしをご着用ください。 

 



実施日 曜日 テ ー マ 講  師 

4/16 日 春の妖精はどこでしょう？ 田渕 千鶴子 

4/23 日 オオルリ・キビタキのさえずりを聞こう 酒井 敬治 

4/29 土祝 春の高原の生きものたち 井部 正興 

4/30 日 花の写真をきれいに撮ってみよう 牧野 晃治 

5/3 水祝 いろいろなスミレを見つけよう 多田 雅充 

5/4 木祝 春の妖精を観察しよう（ギフチョウ） 伊藤 勝幸 

5/5 金祝 春の花と虫たちと子どもたち（森のようちえん楽校） 大石橋 節子 

5/7 日 いろいろなスミレを見つけよう 多田 雅充 

5/14 日 六呂師ちっちゃいものクラブ～初夏編 浅利 裕美 

5/21 日 初夏の森を探索しよう 永上 新子 

5/28 日 コシアブラで遊ぼう 山田 儀一 

6/4 日 池の上をとぶ虫をみよう 山岸 登美子 

6/11 日 高原の花と鳥と風でリフレッシュ 高谷三惠子 

6/18 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 

6/25 日 葉っぱで遊ぼう 山田 儀一 

7/2 日 モリアオガエルの卵・オタマジャクシをみにいこう 朝日 正之 

7/9 日 六呂師ちっちゃいものクラブ～夏編 浅利 裕美 

7/16 日 夏の雑木林を探検しよう 牧野 晃治 

7/17 月祝 夏の虫たち 太田 朗夫 

7/23 日 カブトムシ・クワガタムシの不思議 伊藤 勝幸 

7/30 日 六呂師高原のジオ（地形・地質） 組頭 五十夫 

8/6 日 森の散歩 どんな不思議に会えるかな？ 斎藤 寿子 

8/11 金祝 森で甲虫を探そう 伊藤 尚子 

8/13 日 真夏の高原の生きものたち 井部 正興 

8/20 日 いろいろなトンボをみつけよう 矢村 健一 

8/27 日 夏の雑木林を探ろう 櫻井 知栄子 

9/3 日 森の中 いろんな命がキラキラ輝いている 斎藤 寿子 

9/10 日 秋のお花いくつあるかな 田渕 千鶴子 

9/17 日 葉っぱで遊ぼう 永上 新子 

9/18 月祝 身近な自然の不思議をみつけよう 櫻井 知栄子 

9/23 土祝 秋の森で出会う木の実と虫たち！！（森のようちえん楽校） 大石橋 節子 

9/24 日 森にひそむ生き物 田中 俊之 

10/1 日 赤とんぼってなぁに？ 井草 貴男 

10/8 日 植物の生きるための巧みな戦略 源野 みね子 

10/9 月祝 秋色をみつけよう 石田 善之 

10/15 日 土の中にはなにかいる 山岸 登美子 

10/22 日 ノビタキを探そう！ 酒井 敬治 

10/29 日 赤とんぼをつかまえよう 矢村 健一 

平成２９年度 四季の自然観察シリーズ  

  ● お問合せ／ 福井県自然保護センター （開館 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 

 ■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 

                   中部縦貫道路 大野ｲﾝﾀｰから30分 

■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 

※六呂師ｽｷｰﾊﾟｰｸの駐車場からは歩道があります。 



 

池ヶ原湿原では、初夏から真夏にかけて、ミズチドリやトキソウなどの可憐な
湿原植物がヨシ原を彩ります。また、湿原の上にはハラビロトンボなど多様なト
ンボが舞い、梅雨ごろにはモリアオガエルの綿菓子の様な卵塊が池のほとりで見
られます。日曜日は湿原の生き物の宝庫で、自然の息吹を感じてみませんか？ 

講師 福井県自然観察指導員の会 
主催 福井県自然保護センター 

池ヶ原湿原（現地集合） 

勝山市平泉寺町池ヶ原 

場
所 

５月 ２１，２８日 

６月 ４，１１，１８，２５日 

７月 ２，９，１６，２３日 

５月 ６月 ７月 

レンゲツツジ 

トキソウ 

ノカンゾウ 

ミズチドリ 

カキラン 

コバギボウシ 

詳細はウラ面 

池ヶ原湿原の花ごよみ 
※花期は気象条件等によりずれる場合が
ありますので、随時お問い合わせください 

コオニユリ 



 池ヶ原湿原は、六呂師高原の標高609mに位置する約3haの低層湿原です。江戸時代には、
湿原内のヨシは雪囲いの材料として利用された記録が残されており、昭和初期まで地域の採
草地として利用されてきました。こうしたヨシの刈り取りは、多雪地特有の生活文化と湿原
植生を育んできたのです。 
 しかし現在はヨシが利用されなくなったことや周辺の土地開発の影響で、ハンノキなどの
樹木が繁茂し、希少な植物が見られなくなってしましました。 
 そこで、県では2009年以降、勝山市や地元住民・団体、専門家と共に湿原再生の取組み
を行いました。その結果、再び多様な植物が見られる湿原植生が回復してきました。 

□■お問い合わせ■□ 

福井県自然保護センター 電 話 0779-67-1655 
メール sizen-ci@pref.fukui.lg.jp 

池ヶ原湿原周辺マップ 

長袖、長ズボン、帽子 

持ち物 

服 装 

備 考 

飲み物、タオル、雨具など 

湿原内では整備された木道の上を歩きます。 
荒天時中止（開催の可否は当日下記までお問い合わせください。） 

集 合 開始時間までに池ヶ原湿原駐車場（奥越高原牧場隣り）へお越しください。 

池ヶ原湿原について 

～池ヶ原湿原ガイドに参加される皆様へ～ 


