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内

容

氏

名

1

いつも、みんなで、びわ湖

三日月大造（滋賀県知
事）

2

専門外のことにチャレンジする！

佐藤祐一（琵琶湖環境
科学研究センター）

3

びわ湖畔で家族と一泊二日キャンプ！

川本勇（メディアプロ
デューサー）

4

自然景観を保つ雑草木の管理

増山（小佐治環境保全
部会）

5

琵琶湖をもう少しだけ好きになる。

上原佳敏（総合地球環
境学研究所）

6

ビワマスを食べる

石田卓也

7

ブルーギルを食べる!!

（TANAKAMIこども環境
クラブ）

8

子供と一緒に在来魚５種類以上をとり、おいしく食べる!!

中野良博（野洲市）

9

・滋賀県で活動している子どもたちと愛知県の子どもたちとの交流を図りた 山本茂雄（Mr.三河湾、
い。
アジアの浅瀬と干潟を
・セタシジミの増産に協力したい。
守る会）

10 琵琶湖八珍を食べる

11

流域再生（野洲川）の研究プロジェクトをさらに進める！
「世界農業遺産」認定に向けて県職員のみなさんと汗をかく！

淺野悟史（総合地球学
研究所）
脇田健一（龍谷大学）

12 水田内水路で田んぼの生き物を増やす

橋本（小佐治環境保全
部会）

13 滋賀をもっと知る

酒井久美子（おおつ環
境フォーラム）
丸山郁夫（みどりと水の

14 びわ湖の生き物を勉強する。プランクトンや水草について調べる。伝える。 フォーラム）
15 びわ湖を楽しむ

西村拓巳

16 第７回びわコミ会議までに１回以上びわ湖と関わりを持つ

日下（B・Yネット）

17 びわ湖・淀川水系をつなげたい。源流から大阪湾まで

（やましろ里山の会）
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18 湖魚をもっと食べる

相羽美里（滋賀県立大
学）

19 びわ湖流域の再生モデルをつくる!!

谷内茂雄

20 地球の環境を守ろう

（TANAKAMIこども環境
クラブ）

老人会で浜掃除（磯の浜）をしていますが、暇をみつけて回数を増やした
21 い。
びわ鱒料理の普及に努力します。

古沢みどり（米原市ビ
ワマス倶楽部）

22 ビワマスを活かしたまちづくり

鹿取顕崇（米原市ビワ
マス倶楽部）

23 泳いでいるビワマスを見に行く

田中崇喜（米原市ビワ
マス倶楽部）

24 生きものの棲みかとしての様子を調べます

池谷透（総合地球環境
学研究所）

25 ビワマスを守る!!

川村和寿（米原市ビワ
マス倶楽部）

26

琵琶湖の湖魚を県内外の人々と一緒に食べて、琵琶湖の良さをＰＲしま
す！

川嵜悦子（株式会社日
吉）

27 琵琶湖の魅力をたくさん見つけて発信する

竹内雅美（滋賀県庁）

28 ビワマスが多く穫れる琵琶湖をめざす

（野洲市ビワマスプロ
ジェクト事務局）

29 びわ湖のまわりの山を歩く

東善広（琵琶湖環境科
学研究センター）

30

びわ湖をより知ってもらうために、小学生を対象に環境学習「川の学校」「う 原田義子（滋賀大学環
みのこ学習」「やまのこ」のサポートを続けていく
境学習支援士会）

31 夏休み川の学校、「うみのこ」の事前・事後の出前講座を続けます。

橋田卓也（滋賀大学環
境学習支援士会）

32 琵琶湖に関する知識を増やす

壷井克弥

33 美味しい「びわ湖」の恵みに感謝していただきます。

田井中繁美

34 びわ湖一周自分の足で歩く

松田勝彦
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35 びわ湖と水環境を知る

岡正利

36 滋賀県に観光しにいく

岡本佳奈（NPO法人国
際ボランティア学生協
会）

37 びわ湖の表情を毎日見て日々の健康度を観察する。

佐瀬章男（滋賀大学環
境学習支援士会）

38 琵琶湖をサイクリングで一周する（今年中に）

若林未希（NPO法人国
際ボランティア学生協
会）

39 琵琶湖周航の歌１００周年記念なぞり周航の実施

（京都大学ボート部濃
青会）

40 ビワイチを通して琵琶湖への理解を深める

矢幡（関西大学）

41 びわこをたのしむ！

油谷（関西大学）

42 学生ともっと琵琶湖を楽しむ！

大門佑也（関西大学）

43

びわ湖にごみを捨てない。
びわ湖のいろんなことを知る。

（TANAKAMIこども環境
クラブ）

44 琵琶湖の魅力を満喫（Input）し、周囲へ伝える（Output）。

中島大地（NPO法人国
際ボランティア学生協
会）

45 びわ湖岸に子どもたちを

石津文雄

46

家族と一緒にビワマス料理を食べる。
そして、ビワマスの素晴らしさについて熱く語る。

三和伸彦（滋賀県）

47

湖畔をもっと歩いてみる。今年こそ！
（コミットメントを忘れない）

井手慎司（滋賀県立大
学）

48 毎日、水に感謝してお水を頂きます!!

藤木昌美

49 女船頭に磨きをかけ、日々、琵琶湖を思い暮らす。

風かおる

50

週１回は、琵琶湖に散歩に行く!!
「命の水ありがとう」の感謝。

51 琵琶湖のため、私たちのため、せっけんを使う人を増やす。

中塚清
園田由未子（愛のまち
エコ倶楽部）
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内
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食べる（湖魚・魚のゆりかご水田米・環境こだわり農産物）
52 楽しむ（びわ100を歩く）
汗をかく!!（棚田ボランティア・魚のゆりかご水田・田植え・稲刈りなど）

青田朋恵（滋賀県）

53 来年もびわコミ会議に参加する。

山田千尋（滋賀県）

54 使う人も、つくる人も、共にびわ湖を想う、ステキなせっけんを世に出す！

村上悟（碧いびわ湖）

55 びわ湖での環境保全の取組を海外に発信する！

岡井満

滋賀県民との会話を増やす！
琵琶湖ネタで！

小坂紗代

57 週に３回は琵琶湖岸を散歩する。

山本藤樹

56

58

卒論の完成を通して子どもたちが滋賀の自然を好きになる場を守ることに
大島和香那
貢献する。

59 もっと琵琶湖に会いに行く！

60

・月１回のびわこ清掃を続ける。
・ビワイチ、今年も行う。

石森結衣（滋賀県立大
学）
（柳が崎クルージングク
ラブ）

61 ふなずしをもっと食べる！

小松直樹（滋賀県）

62 流域の一住民として琵琶湖のことを考える

奥田昇（総合地球環境
学研究所）

63 びわ湖へ行ったら、必ず母なるあなた（びわ湖）と会話する。

もちづきやよい

64 琵琶湖を五感で感じ、スケッチする。

宮原麻美（マザーレイク
の会）

65

びわ湖Mother Lakeと世界の湖をつなぎ水の大切さをテーマに（環境・水・
岡（和久湧くコンセプト）
食）楽しく芸術文化を通して伝える。

66 今年も山や川も歩きまわるぞ～

中村幸雄（米原市ビワ
マス倶楽部）

67 ビワマスを食べよう!!

桑原雅之（米原市ビワ
マス倶楽部）

68 河川およびびわ湖の水質の悪化をできるだけなくしたい。

（米原市ビワマス倶楽
部）
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69 びわ湖産のビワマスを食する。

押谷茂敏（米原市ビワ
マス倶楽部）

70 琵琶湖で泳ぐ（南湖）

安部尚子（TANAKAMI
こども環境クラブ）

71 漁師さんの声を聞く、発信する。

（沖島町離島振興推進
協議会）

72 毎日の暮らしの中でもっとびわ湖を意識する

日下部純子（NPOびわ
こ豊穣の郷）

73 びわこの「石」をもっと見つめる

水野敏明（琵琶湖環境
科学研究センター）

74 研究を介して人をつなぐ

大塚泰介（琵琶湖博物
館）

75 毎日びわ湖を眺める

（滋賀県立大学）

76 森林保全活動に参加!! 毎日、水の節約を

（滋賀県立大学）

77

オオバナミズキンバイの問題を伝え、環境に興味を持っている人を増や
す。

谷清隆（NPO法人国際
ボランティア学生協会）

78 琵琶湖周航の歌１００周年記念イベントの成功に向け、内外にPRしていく!!

岡本弘二（株式会社日
本旅行）

79 一人一人に合った自転車の楽しみを発信する

佐々木和之（輪の国び
わ湖推進協議会）

80 湖上から滋賀を巡るツアーの企画

北川陽子（ファブリカ
村）

81

琵琶湖や滋賀の魅力をfacebook等を通じて県内外に積極的に情報発信す 村上浩世（滋賀県琵琶
る。（めざせ週１回！）
湖環境部）

82 びわこを楽しみ、楽しさを発信します。

西村俊昭

83 きらわれ者の生きものを食べていこう

中井克樹（滋賀県／琵
琶湖博物館）

84 琵琶湖の写真１００枚 facebook

松本直幸（滋賀県）

85 びわ湖の現状を多くの人に話す

松沢松治
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86 地元の川・水路の水文化や環境について子どもたちと一緒に調べる。

NPO法人蒲生野考現
倶楽部

87 湖岸・川岸をたくさん歩く

青木吉史（米原市ビワ
マス倶楽部）

88 琵琶湖の近くに行ったらいいところを１つ見つける。

相井優萌（TANAKAMI
こども環境クラブ）

89 琵琶湖周辺のゴミ拾いをし、琵琶湖のゴミをへらす

平田侑莉奈
（TANAKAMIこども環境
クラブ）

90 生き物がすみやすく人と魚が共存できる琵琶湖にする。

（TANAKAMIこども環境
クラブ）

91 琵琶湖をもっと知り、食べて、未来を考える！

竹村知那巳
（TANAKAMIこども環境
クラブ）

92 毎日琵琶湖の水に感謝する

小杉愛奈（TANAKAMI
こども環境クラブ）

93 琵琶湖やノリ、山、里、もっとたくさん、学ぶ。子どもたちと一緒に!!

中野隆弘（びわ湖エコ
アイディア倶楽部）

94

第３回びわ１００を成功させ、またマザーレイクフォーラムさんに寄附をさせ 太田智真（びわ湖チャ
ていただく!!
リティ100km歩行大会）

95 琵琶湖の生の状況を伝える

岡本高弘

96 ゆりかご水田米をPRするためにできるだけ紹介する場を設ける。

須原魚のゆりかご水田

97 びわ湖・川辺を歩く！

walking-man

98 湖を見たら森を感じ、川を見て森を考える。それを伝えられる…。

堀喜博

99 琵琶湖の恵みを食卓に

市木繁和

100 オオバナミズキンバイの勢いやばいけど気持ちで負けない

中村俊哉（NPO国際ボ
ランティア学生協会）

101 湖岸の状態をときどき見に行く

伊吹美賀子（湖南流域
協議会）

102 １日１回は琵琶湖に感謝し、琵琶湖のことを考える

三橋隆徳
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103 鮒ずしのつくりを通して多くの方とつながりたい

鈴木道弘

104 湖、川のことを、あるきながら（走りながら）いろいろ考える

伊吹達郎

105 琵琶湖と、それにつながる川、里、山、森の大切さを皆さんに伝えます。

谷口良一（マキノ自然
観察倶楽部）

106

日本のびわ湖と海外の湖を繋げ、相互の強みを活かしあい、びわ湖の魅 熊野（和久湧くコンセプ
力を世界に発信する!!
ト）

107 琵琶湖水源の山林を守り育てる自伐型林業を実現させる！

藤田知丈（暮らシフト研
究所）

108 琵琶湖周航

（無記名）

109

守山の里中川（目田川）の保全作業の継続
毎月第三土曜、１６年間続けています

（無記名）

110 外来魚NOリリース

（無記名）

111 森・川・湖での体験を日常にとりいれる

（無記名）

112 湖魚をたくさん食べる

（無記名）

113 毎日びわこ。

（無記名）

