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所属・名前

1 びわ湖のために山とアユ

三日月大造（滋賀県知事）

2 MLFとして地域に貢献する

佐藤祐一

3 びわ湖の歌を英語で世界発信！

川本勇（（株）ユーストン代
表）

4 他流域との交流（イベント参加）に参加する

田中俊雄（草津塾）

5

滋賀で育った人に出会ったら、必ずびわ湖での思い出を聞いて
相田雅子
みる

6 水源の山林を活かす！！

中塚清

7 森の子どもたちの育ちを伝えていく！

（びわ湖の森ようちえん
（滋賀ネットワーク））

8 思いをつなげるつながる

まつだ

9 びわ湖から離れた場からびわ湖を見る！！

馬場友美

10 オオバナミズキンバイを一人でも多くの人に知ってもらう！

朝日奈豊（NPO法人国際
ボランティア学生協会）

11 食卓の湖魚メニューを増やす

市木繁和

12 琵琶湖を心から楽しむ！

武田みゆき

連携の目的をより具体的にして地域フォーラム同士の交流をす 佐々木和之（環境フォーラ
る
ム湖東）
よこ芦（よこあし）を水辺に茂らせたい。（琵琶湖の水質をきれい
14
神谷正
にしたい）
（生物多様性 湖東地域
15 多くの人がトンボと触れ合う機会を作りみんなで楽しむ
ネットワーク）
いろんな場でいろんな人にこの活動のことを伝えて、トンボファン （生物多様性 湖東地域
16
を増やす！！
ネットワーク）
（生物多様性 湖東地域
17 トンボから環境を学び、地域の現状をより多くの人に伝える
ネットワーク）
13

18 ビワイチラン！

奥村拓次郎

19 家族とびわ湖にあそびに行く

幡野真隆（琵琶湖政策課）

20 ヨシを使う用途をふやす

佐久川長久

21 自然の恵みを活かして暮らす＋新しい分野の人と出会おう！！ 池田勝
22 湖魚料理を食べる！子供に伝える！

（びわ湖エコアイディア倶
楽部）

23 ゴミのない琵琶湖を目指す

河畑文哉

24 今よりも更に琵琶湖を好きになる
25 琵琶湖の魅力を発信する
26

滋賀の水を育む森や山をもっと知る＆情報発信！！～滋賀の
山を歩く～

27 琵琶湖にとってよい活動に10回以上参加する！

津熊操（淡海を守る釣り人
の会）
田代愛（淡海を守る釣り人
の会）
K.T
桐畑孝佑
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28 できるだけたくさんの世界の湖を訪ねる
29 琵琶湖を楽しむ！
30 滋賀旅
31 孫のひなちゃんと一緒に、琵琶湖で遊ぶ！！

所属・名前
井手慎司
滋賀学生コミュニティ
kaname
岡本佳奈（NPO法人国際
ボランティア学生協会
（IVUSA））
脇田健一（龍谷大学）

琵琶湖についてもっと勉強する。ここの楽しい取組をもっと多くの オウカ（科学技術振興機
方に伝えること。
構）
長尾是史（認定NPO法人
33 今年も河川の水質調査に参加する（20年間続けている）
豊穣の郷）
32

34 今日の質問とビワコとつきあいたい！

ハテナソン共創ラボ

35 びわこを楽しむ

（無記名）

36

地元の川や溜池の水文化や環境について、子ども達と一緒に調 野田晃弘（NPO法人蒲生
べる（今年も）
野考現倶楽部）

37 琵琶湖でとれた魚や貝を食べて、地産地消！
38 ロードバイクで琵琶湖を周る
39

○周航する音楽祭を！２，３，４，５，６回目を！
○橋板文化をひろげよう

40 四季折々のびわこの写真を撮る

竹内雅美（滋賀県）
西出（国際ボランティア学
生協会）
（琵琶湖周航の歌100周年
実行委員会（水と文化研
究会））
伊吹達郎

（環境NPOみどりと水の
フォーラム）
野間直彦（びわ湖源流の
42 源流のトチノキ巨木林の伐採を止める！
森林文化を守る会）
藤井絢子（NPO法人菜の
20数年続けてきた琵琶湖の”せっけん運動”を更にアジアの国々
43
花プロジェクトネットワー
に伝える
ク）
中村俊哉（NPO法人国際
44 びわ湖一周リベンジ
ボランティア学生協会
（IVUSA））
41 きれいな川の水調べ、生物調べをする。

45 湖魚を食べる ごみを拾う
46

JICAのプロジェクトを通じて琵琶湖の環境保全活動の取組を、
ベトナムハロン湾の人々に伝えていきたい

47 川、水辺、琵琶湖に関わる活動と盛り上がります！

出町明美（未来政治塾）
加賀爪敏明（公益財団法
人 国際湖沼環境委員会）
（淡海の川づくりフォーラ
ム）

48 あるく

いちだてさとる

49 人と自然にもっとであう

中野隆弘（BEIC）

50 琵琶湖を「活かす」ことを「守る」ことにつなげる取組を進める。

石河康久（滋賀県琵琶湖
環境部）

51 来年のびわコミ会議にも参加する

山田千尋（滋賀県）

52 びわこのべんきょうする

岡田怜也

53 もっと琵琶湖を歩く

高砂利夫
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54 せっけんの利用を増やす
55

○「うみのこ」の事前・事後の出前講座を続けます
○体験学習「川の学校」も続けます

56 外来種を覚える。（植物）
57

所属・名前
山下崇輝（生活クラブ生活
協同組会）
（滋賀大学「環境学習支援
士」会）
谷昌子

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 谷口良一（マキノ自然観察
ます。
倶楽部）

58 湖魚料理をもっと食べる

小松直樹

59 10回は来るぞ！！

鈴木康久（カッパ研究会）

60 ヨシを活かす

赤﨑好近

61 トンボとりの楽しさをひとりでも多くの人たちに伝える

松宮秀典（生物多様性湖
東地域ネットワーク）

62 山に行く

石田卓也

63 びわ湖と京都の関係を考える

谷内茂雄

毎日びわ湖の湖面を観察して、水の色、空の色、背景の山々か 佐瀬章男（滋賀大学「環境
ら四季を楽しむ
学習支援士」会）
地域の方々に「自転車で感じる地元の魅力」の素晴らしさを伝え
65
津田誠司
る
64

66 さらにもう少しだけびわこを好きになる

上原佳敏

67 琵琶湖周航の歌を多くの人に広める。

山本隆一

68 つながりをたいせつにします

高橋

69 ビワイチ♡何回でも。

大崎康文

70 ビワイチを楽しむ！！

菅原芳明

71 ビワイチに参加する。何回かに分けて、じっくりと！

岡本高弘

72 びわ湖を楽しむ

廣田大輔

73 びわこでもっとRun&Ride

あさみまさと（父親）

74 もうしばらく我慢することにします

中井克樹（滋賀県自然環
境保全課）

75 びわこの周りを自転車で2周

浅見正弥（晴嵐小）

76 ヨシ バイオマス調査 続けるぞ！！

（YBネットワーク）

77 研究の成果を地域にお還しする

奥田昇（地球研）

78 水の恐さ（怖さ）を知り、共に生きる姿を考える

田井中繋美

79

守山の里中川（目田川）の自然河川の維持保全作業に毎月1個 北田俊夫（NPO法人びわこ
取り組む。17年継続中。
豊穣の郷）

80 家族でふなずしを食べる！

中野良博（野洲市）
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81 湖岸をもっと歩いて琵琶湖の良さを再認識する。
82 泳ぐ
83 オオバナとりきる

所属・名前
石山基
尾崎（NPO法人国際ボラン
ティア学生協会）
（NPO法人国際ボランティ
ア学生協会）

84 滋賀のいいところを県外で話す

淺野悟史（琵環研）

85 びわ湖の水に恩返し

一色実

86 外来種問題を理解する仲間を増やし、活動してみる！！

今吉 清文

87 琵琶湖をもっと知る 良さを広める

（滋賀県立大学）

88 琵琶湖をもっとよく知る 湖魚をたくさん食べる！

北田彌生

89 びわ湖に来て、見て、考える。ちゃんと。
90 びわ湖でゴミ拾い ※子供といっしょに
91

近藤康久（総合地球環境
学研究所）
野﨑善太郎（淡海を守る釣
り人の会）

食べる（ふなずし、魚のゆりかご水田米）、楽しむ（びわ100）、汗
青田朋恵
をかく！！（様々なボランティア）～☆ 食べることでびわ湖を守

92 未知の宇宙（釣り）人と世界有数の古代湖びわ湖で楽しく遊ぶ♡ 風かおる
93

鮒ずしを”のみ助”だけでなく若いママ達や子供達へ伝えた
い！！

鈴木道弘

94 びわ湖の可能性を知り、自分なりに活かす！！

亀田森羅（琵琶湖研究部）

95 琵琶湖で遊ぶ

壺井克弥

