
白山まるごと体験教室② ｢白山麓の夜の森の生き物たち｣ 

参加者募集について 
 

第２回白山まるごと体験教室 ｢白山麓の夜の森の生き物たち｣の参加者を募集します。 

白山麓の夜の森、そこは静寂と暗闇の世界です。そんな夜の市ノ瀬ビジターセンター周辺

の森の中を歩きます。森の中はどんな様子でしょうか、どんな生き物がいるのでしょうか。

全身のアンテナを働かせて夜の森の生き物の気配を感じ取りましょう。   

さらに、専門家の話を聞きながら観察します。きっと平地とは違った虫たちが集まってい

るはずです。 

 

日    時 ： 平成２９年８月５日（土） 

18:30～21:30 

対    象 ： 小学生以上 

 （小学生は保護者同伴） 

定    員 ： 20名（先着順） 

参   加   費 ： １人 200円 

集    合 ： 市ノ瀬ビジターセンター 

 (白山市白峰ノ35-1（市ノ瀬）) 

受 付 時 間 ： 18:00～18:30 

参加申込期間 ： 平成２９年７月５日（水）から （定員に達し次第終了） 

申 込 方 法 ： 電話のみ（平日の8:30～17:00） 

主    催 ： 石川県（白山自然保護センター） 

協    力 ： 白山自然ガイドボランティア友の会 

そ  の  他 ： 集団行動を基本とし、専門家と一緒に歩きます。また、当日には 

あらかじめ観察路を見回っておくなどの安全対策を講じます。 

原則として、雨天時は中止します。 

 

問合せ及び申込先 

石川県白山自然保護センター（〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ４） 

電話  076-255-5321（月～金曜日の8:30～17:00にお願いします） 

 

白山まるごと体験教室 

石川県を代表する山｢白山｣。白山自然保護センターでは、白山の自然や生活文化に触れ、

体験を通して学んでもらうため、いしかわ自然学校プログラムの一つとして「白山まるごと

体験教室」を開催しています。（平成29年度は、年４回実施予定） 

資料提供 

平成29年７月４日（火） 

白山自然保護センター 

担当者 平松 新一 

直 通 076-255-5321 

灯りに集まる昆虫の観察の様子 



 
 

 

 
 

白山麓の市ノ瀬で、夜の森を歩き、そこで活動する生き物の様子
を専門家の話を聞きながら観察します。また、野外に灯火を設置し、
そこに集まる虫を観察します。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

定 員 20名（先着順） 

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）  

主 催 石川県（白山自然保護センター） 

参加費 １人 200円 

 

問合せ＆申込先 

   石川県白山自然保護センター 

   〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ 4 

     TEL. 076-255-5321（月～金曜日の 8:30～17:00）   

     申込は 7月 5日から（電話でのみ受付） 

場場場所所所   市市市ノノノ瀬瀬瀬ビビビジジジタタターーーセセセンンンタタターーー（（（白白白山山山市市市白白白峰峰峰）））    

平平平成成成 222９９９年年年８８８月月月５５５日日日   （（（土土土）））   

１１１８８８時時時 333000 分分分－－－222111 時時時 333000 分分分   
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山のまなび舎 白山まるごと体験教室 
いいししかかわわ  
自自然然学学校校  

白白白山山山まままるるるごごごととと体体体験験験教教教室室室②②②   

｢｢｢白白白山山山麓麓麓ののの夜夜夜ののの森森森ののの生生生ききき物物物たたたちちち」」」 

｣｣｣ 



           

                                     石川県白山自然保護センター 

■白山まるごと体験教室 （いしかわ県民大学校教養講座）         要申込（1ヶ月前から電話で受付、先着順） 
 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 定員 

①  
5月 28日（日） 

9:00-15:00 
スペシャルガイドウォーク 
－小動物の暮らしを探る－ 

専門家の話を聞きながら観察路を歩き、
小動物や昆虫たちの暮らしの様子を観
察します。 

中宮展示館 
(白山市中宮) 

20人  

②  
8月 5日（土） 
18:30-21:30 

白山麓の森の 
夜の生き物たち 

市ノ瀬の夜の森を歩き、灯りに集まる昆
虫など、夏の夜にみられる生き物を観察
します。 

市ノ瀬ビジターセンター 
(白山市白峰(市ノ瀬)） 

20人 

③  
10月 22日（日） 

9:00-15:00 
紅葉の市ノ瀬散策と 

エコバッグ作り 

動植物の専門家と観察路を歩きます。見
つけた葉を使ってエコバッグに模様を
つけます。 

市ノ瀬ビジターセンター 
(白山市白峰(市ノ瀬)） 

20人 

④  
2月 17日(土)10:00 
～18日（日）13:00 

白山麓の大型動物 
－動物話とフィールドでの

痕跡探し－ 

冬の動物を観察したり、野外で動物の痕
跡を探したりします。猟師さんの動物話
も聞きます。(吉野谷セミナーハウス泊) 

ブナオ山観察舎・ふもと会 
(白山市尾添・東二口) 

20人 

※④白山ふもと会と共催。全て白山自然ガイドボランティア友の会が協力。 ※参加費①②③１人 200円（保険料、資料・材料費）、
④大人 1人 4,000円，小・中学生 1人 3,000円（保険料、資料・材料費、宿泊費）。 

■白山奥山ワーキング 白山まもり隊（いしかわ県民大学校教養講座）要申込(4月 21日から電話,FAX,E-mailで受付、先着順) 

 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 定員 

①  
5月 21日(日) 13:30-15:30 自主参加型白山外来植

物除去作業ボランティ
ア研修講座 

白山へ侵入した低地性の植物除
去に関する知識を学び、除去ボラ
ンティアの登録を行います。 

白山市鶴来総合文化会館ｸﾚｲﾝ 100人 

7月 8日(土) 13:30-15:30 白山国立公園センター 100人 

②  6月 25日（日）13:00-16:00 
白山外来植物除去作業 
採って楽しむオオバコ
茶 in 市ノ瀬 

市ノ瀬の駐車場のオオバコ除去
作業。採ったオオバコをお茶にし
て楽しみます。 

市ノ瀬ビジターセンター 
（白山市白峰(市ノ瀬)） 

100人 

③  
9月 2日（土）14:00 

～3日（日）15:00 
白山外来植物除去作業 
アカミタンポポの根っ
この長さ比べ in 室堂 

白山に侵入してきたオオバコや
アカミタンポポなど外来植物の
除去作業を行います。 

白山室堂 
（白山 室堂） 

50人 

④  
9月 9日（土）14:00 

～10日（日）15:00 

白山外来植物除去作業 
オオバコの茎ですもう
勝負 in 南竜ヶ馬場 

南竜ビジターセンター 
（白山 南竜ヶ馬場） 

50人 

※環白山保護利用管理協会と共催、白山市が協力(①5/21のみ白山市共催)。  ※③④参加費 1人 4,000円、①②参加費無料。 

■楽しもう！白山麓 days 夏の中宮 イワナつかみのみ要申込(6月 15日から電話で受付、先着順) 
 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 

①  
4月 29日（土） 

 ～5月 7日（日） 
春の中宮 カタクリ days 

カタクリの花が一面に咲く、春の観察路で
自然ガイドを行います。キハダ茶の試飲も
楽しめます。 

中宮展示館 
(白山市中宮） 

②  
7月 15日（土） 

 ～7月 23日（日） 
夏の中宮 水遊び days 
(7/16,17,23,10:00イワナつかみ) 

観察路のガイドや川の生物観察を楽しみま
す。休日にはイワナのつかみ取りをします
(要申込，定員１回 20人，1匹 500円)。 

中宮展示館 
(白山市中宮） 

③  
10月 7日（土) 
～10月 15日（日） 秋の中宮 紅葉 days 

紅葉真っ盛りの観察路で自然ガイドを行い
ます。秋の木の実を使ったクラフトも行い
ます。 

中宮展示館 
(白山市中宮） 

④  
1月 4日（木） 
～1月 10日（水） 

冬のブナオ 雪遊び days 
かんじきを使って、ブナオ山観察舎周辺の
自然ガイドを行います。ネイチャークラフ
トも楽しめます。 

ブナオ山観察舎 
(白山市尾添) 

※①②③中宮温泉旅館協同組合と共催。全て白山自然ガイドボランティア友の会が協力。 

■県民白山講座 「白山を知ろう」 (石川県民大学校教養講座)     ①②は申込不要。③は電話で受付  

 日 時 タイトル (会 場) 内 容 定員 

①  
6月 17日（土） 
13:30-16:00 

白山登山と高山植物の集い 
 
(白山市民交流センター大会議室) 

白山の夏山シーズンを前に白山登山の心得や白山の自然に
ついて紹介します。また、白山登山や自然に関する最新の
資料を配布するほか、登山相談に応じます。 

150人 

②  
8月 11日（金・祝）

13:30-16:00 

山の日記念企画 

 白山の自然・文化を知る 
(白山市民交流センター研修室Ａ・Ｂ) 

白山の自然について、植物や動物の専門家が最新の成果を
交え話します。 

60人 

③  
10月 24日（火） 
13:30-15:30 

白山の歴史と楽しみ方 
 
(石川県立生涯学習センター能登分室) 

白山の歴史・文化・自然について、能登とのつながりも触
れながら話します。 

40人 

※①石川県自然解説員研究会、白山市、②白山自然保護調査研究会、白山市、③石川県立生涯学習センター能登分室と共催。 
※全て参加費無料。 

■ガイドウォーク・ミニ観察会 「遊び心で歩こう」 申込不要、無料 
中宮展示館・市ノ瀬ビジターセンターでのガイドウォーク 
・白山自然ガイドボランティアや職員が中宮や市ノ瀬の自然を案内します。 
・日 時： 5月～11月（開館期間中）の土・日・祝日の 10:00-12:00、13:00-15:00の間で 1-2時間程度 
ブナオ山観察舎かんじきハイク 
・かんじきを履いて雪山を歩き、冬の自然を観察します。 
・日 時：12月～4月（開館期間中・積雪時）の土・日・祝日の 10:00-12:00、13:00-15:00の間で 1-2時間程度 

 

申し込み・問い合わせ 石川県白山自然保護センター  〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ４ 
TEL 076-255-5321 FAX 076-255-5323 URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html 

いしかわ自然学校「山のまなび舎」 平成 29年度開催事業 

 




