
 

 

平成 30 年度 県民白山講座第 2回 

山の日記念企画「白山研究最前線」の開催について 

 

 白山自然保護センターと白山自然保護調査研究会は、長年白山での自然や生活文化に関

する調査研究を行い、白山の適正な保護と利用に貢献してまいりました。この白山で行わ

れた調査研究の最新の成果を、県民の皆様に紹介します。 

 

日 時 平成３０年８月１１日（土・祝）１３：３０ ～１６：００ 

内 容 研究１ 「近代登山の幕開け―明治から昭和初期の白山登山―」（30 分） 

   小川 弘司（石川県白山自然保護センター） 

 研究２ 「ゴミムシから見る白山の自然」（30 分） 

   平松 新一（石川県白山自然保護センター） 

 研究３ 「白山の火山活動を地震で探る」（50 分） 

   平松 良浩（金沢大学理工研究域地球社会基盤学系） 

会 場 しいのき迎賓館ガーデンルーム 

 （〒920-0962 石川県金沢市広坂２丁目１番 1号） 

定 員 ６０名（申込不要） 

参加費 無料 

主 催 石川県（白山自然保護センター） 

共 催 白山自然保護調査研究会 

後 援 白山手取川ジオパーク推進協議会 

 白山ユネスコエコパーク協議会 

問合せ 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 

  E-mail hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

  URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html 

 

県民白山講座 

 県民白山講座は白山の動植物、地形地質、生活文化などに関する教養講座で、いしかわ

自然学校事業の一環として平成 12 年度から開催している。平成 30年度は、全３回の開催

予定。 

 

白山自然保護調査研究会 

 白山の自然保護と適正な利用に資することを目的に、白山での自然及び人文について調

査研究を行う、県内外の大学等の専門家からなる研究会。会長は平松良浩金沢大学教授。 

資 料 提 供 
平成 30 年 7月 19日 
白山自然保護センター 
担 当 小 川 
直 通 076-255-5321 

mailto:hakusan@pref.ishikawa.lg.jp


○研究 1 「近代登山の幕開け―明治から昭和初期の白山登山―」（30 分） 

   小川 弘司（石川県白山自然保護センター） 

○研究２ 「ゴミムシから見る白山の自然」（30 分） 

   平松 新一（石川県白山自然保護センター） 

○研究３ 「白山の火山活動を地震で探る」（50 分） 

   平松 良浩（金沢大学理工研究域地球社会基盤学系） 

平成 30 年８月11 日（土･祝）13:30～16:00 

しいのき迎賓館ガーデンルーム(金沢市広坂) 

定 員：60 名（申込不要・参加費無料） 
主 催：石川県（白山自然保護センター） 
共 催：白山自然保護調査研究会 
後 援：白山手取川ジオパーク推進協議会 
共 催：白山ユネスコエコパーク協議会 

 

 

 

 

 

白白白   山山山   研研研   究究究   最最最   前前前   線線線   

白山自然保護センターと白山自然保護調査研究会は、白山での自然や生

活・文化に関する調査研究を、長年行ってまいりました。 

県民白山講座第 2 回は、この調査研究の成果を県民の皆様に紹介します。 

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 
 E-mail hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 
 URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html 白山のシンボルマーク 

山のまなび舎 県民白山講座第 2回 

山の日記念企画 

mailto:hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
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■白山まるごと体験教室 「心と体で体験しよう」             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 
6月 3日（日） 
9:00-15:00 

白山ろく 

生き物ウォッチング 
専門家の話を聞きながら、鳥、昆虫など
動物たちの暮らしの様子を観察します。 

市ノ瀬ビジターセンター 
(白山市白峰(市ノ瀬)） 

20人  

② 
8月 4日（土） 
18:30-21:30 

探検！発見！ 

白山ろくナイト 

夜の森を動物の専門家とともに歩き、夏
の夜にみられる生き物を観察します。 

中宮展示館 
（白山市中宮） 

20人 

③ 
9月 30日（日） 

9:00-15:00 

 
白山ろくきのこ教室 

 

専門家の話を聞きながら、様々な林に生
えているきのこを観察します。 

市ノ瀬ビジターセンター 
(白山市白峰(市ノ瀬)） 

20人 

④ 
2月 16日(土)10:00 
～17日（日）13:00 

 
白山ろくけものセミナー 

(１泊２日) 

冬の動物を観察し、野外で動物の痕跡を
探します。猟師さんの話も聞きます。 

ブナオ山観察舎・ 
ふもと会 

(白山市尾添・東二口) 
20人 

※③石川きのこ会 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）。 

■白山外来植物除去作業 「高山植物を守ろう」       要申込(4月 26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 26日(土) 13:30-15:30 白山外来植物除去 

ボランティア研修講座 
白山に侵入した植物について学
び、ボランティア登録します。 

白山市鶴来総合文化会館クレイン 100人 

7月 8日(日) 13:30-15:30 白山国立公園センター 100人 

② 6月 24日（日）13:00-16:00 
オオバコ等除去 

in市ノ瀬 
市ノ瀬駐車場のオオバコ除去作
業を行います。 

市ノ瀬ビジターセンター 
（白山市白峰(市ノ瀬)） 

100人 

③ 
8月 25日（土）14:00 

～26日（日）15:00 
スズメノカタビラ等除去 

in室堂 白山に侵入してきたオオバコな
どの除去作業を行います。 

白山室堂 
（白山 室堂） 

50人 

④ 
9月 8日（土）14:00 

～ 9日（日）15:00 
オオバコ等除去 

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。 
※③④参加費 1人 4,500円(宿泊施設の値上げに伴い参加費を変更しました)、①②参加費無料。 

■楽しもう！白山麓 days  「家族みんなで楽しもう・申込不要」 
 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 

① 
4月 28日（土） 
 ～5月 6日（日） 

 
春の中宮 カタクリ days 
 

カタクリの花が咲く観察路でガイドを行って
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 21日（土） 

 ～7月 29日（日） 

 
夏の中宮 夏休み days 
 

川の生物観察を楽しめます。館内では中宮周
辺の生き物の展示も行っています。 

中宮展示館 
(白山市中宮） 

③ 
10月 13日（土) 
～10月 21日（日） 

 
秋の中宮 紅葉 days 
 

紅葉の観察路でガイドを行っています。木の
枝や実を使ってクラフトも楽しめます。 

中宮展示館 
(白山市中宮） 

④ 
1月 4日（金） 
～1月 10日（木） 

 
冬のブナオ 冬休み days 
 

かんじきで観察舎周辺を歩きます。木の枝や
木の実を使って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。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」                 ①②は申込不要。③は 9月 25日から電話で受付  

 日 時 タイトル (会 場) 内 容 定員 

① 
6月 16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) 

登山に必要な救急知識や装備について学ぶほか、白山の植
物の紹介も行います。登山相談にも応じます。 

150人 

② 
8月 11日（土・祝）
13:30-16:00 

山の日記念企画 

 白山研究最前線 
(しいのき迎賓館ガーデンルーム) 

白山で行われている調査・研究の成果をお話しします。 60人 

③ 
10月 23日（火） 
13:30-15:30 

白山の自然・歴史と楽しみ方 
(石川県立生涯学習センター能登分室) 

白山の自然・歴史・文化について、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 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ガイドウォーク 
・日 時： 5月～11月の土・日・祝日：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 
・日 時：12月～4月の土・日・祝日：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」 

石川県白山自然保護センター 平成 30年度開催事業 
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