
◆募集定員：各回 先着100名様

◆申込方法：はがき／FAXにて（事前予約制）

◆申込〆切：各回開催日の13日前まで

◆参加費：1コースごとに500円（保険料・地図代等）

　※中学生以下は無料です。

※10月以降のコースは、8月頃に募集開始予定です

　①ハガキまたはFAXにてお申し込みください。

　★住所・氏名・生年月日・電話番号・お申し込みコースを明記し、各コースの当日13日前までに下記宛にご送付下さい。

　　◎ハガキ送付先：〒520-8577   大津市京町4-1-1 　滋賀県交通戦略課「琵琶湖一周健康ウオーキング2018」係

　　◎FAX送信先：077-528-4837（滋賀県庁交通戦略課）

　②ハガキ・FAXの到着順に「ご案内」をお送りします。当日の受付で参加費（1コース500円）をお支払い下さい。

◆小学生以下の方は保護者同伴でご参加ください。

◆参加者は万全な健康管理のもとにご参加ください。万一歩行中に事故に遭われた場合、

　NPO法人滋賀県ウオーキング協会加入の傷害保険の範囲または応急処置以外の責任は負いません。

◆当日は１４回全回参加コースお申し込みの方も一緒の総勢約２００名様でのウオーキングとなります。

　　 主催：NPO法人 滋賀県ウオーキング協会　 Tel.077-587-6159
 　　お問い合せ：滋賀県交通戦略課「琵琶湖一周健康ウオーキング２０１８」係　Tel. 077-528-3681

　　　　　☆★☆滋賀県は「琵琶湖一周健康ウオーキング２０１８」を応援しています☆★☆

琵琶湖一周健康ウオーキング（各回参加） FAX申込書（FAX:077-528-4837/滋賀県交通戦略課 宛）
参加申込者 S.
（フリガナ） 生年月日 H.
お名前 年 月 日

〒

コースおよび歩程

申込方法

参加にあたってのご注意と免責範囲

第1回（4/22） 第2回（5/27） 第3回（6/17） 第4回（7/8） 第5回（8/5） 第6回（8/26） 第7回（9/23）

ご住所

電話番号

参加コース
希望のコースに
○印ください。

★「ビワイチ観光ウオーキング」（ビワイチマップ）のスタンプ

ポイントを経由しますので「ビワイチ観光ウオーカー」認定

に挑戦中の方もご参加ください。

雨天決行

　琵琶湖一周健康ウオーキング 　検索

※各コースの実施詳細や募集等は、滋賀県の

ホームページでお知らせしていきます。（詳しくは↓↓）

前期コース　参加者受付中!
(４月～９月開催コース)

14

13

１

２
３

６

５

７９

10

能登川

彦根

長浜

高月永原

近江今津

近江高島

堅田

おごと温泉

大津
南草津

野洲

８

近江八幡

４

志賀

12

11

駅から駅へ 琵琶湖一周！　みんなで Let's ビワイチ！

※ビワイチマップをお持ちでない方は、各回の受付で準備しています。

　　スタッフにお声掛けください。（詳しくは↓↓）

　ビワイチ観光ウオーキング 　検索

★琵琶湖一周約250kmを、14回に分けて歩きます。

事前予約制



お問い合わせ 滋賀県 農政水産部 農村振興課

〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号

TEL : 077-528-3961 
FAX : 077-528-4888
Email : gh01@pref.shiga.lg.jp

山の斜面や谷間などの傾斜地に階段状に作られた棚田。
それは私達の食料生産の場だけでなく、様々な生きものを育む命の泉でもあります。
その美しい景観は、洪水などの災害から国土を守る機能を果たし、私たちの生活を支えています。
今、棚田がある中山間地域では人口減少や高齢化が進み、草刈りなどの維持管理が大変難しくなっています。
都市部に住む人々にも様々な『めぐみ』をもたらす棚田を、みんなで守っていきませんか？
都市と農村、 世代を超えた人々との交流を棚田ボランティアを通して広げ、この大切な場所を未来へつなぎましょう！

未来へつなぐ棚田のバトン

平成30年4月～平成30年7月

ホームページ おうみ棚田ネット 　検索

facebook
「しがの農業農村」

ホームページ
「滋賀県おうみ棚田ネット」

facebook しがの農業農村 　検索

参加者募集中！！

平成29年度　田んぼ大好きふるさと農村
子ども絵画コンクール
滋賀県教育長賞「石がきのたなだ」 滋賀県ホームページ



寄附者 滋賀県
ボランティアが使用する機
材の購入・修繕等にかかる
経費として活用します。

棚田地域
ボランティアと共同で行う
棚田保全活動にかかる経費
として活用します。

各地区の詳しい活動内容（日時・作業・交通手段等）を掲載した「しが棚田ボランティア
活動案内」の送付を希望される方は下記までご連絡下さい。

お問い合わせ先：滋賀県 農政水産部 農村振興課
TEL：077-528-3961
E-mail : gh01@pref.shiga.lg.jp
ウェブサイト「おうみ棚田ネット」：http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/tanada/
facebook「しがの農業農村」　　：https://www.facebook.com/shiganouson/

ボランティア
参加の注意事項

※滋賀県へ10,000円以上寄附していただいた方には、「滋賀県立琵琶湖博物館観覧券」を１名様に対し
　2枚ペアで贈呈いたします（15名まで）。また、企業等の団体の場合は、年3回発行している本チラシ
　に広告を掲載していただくことができます。
※申込方法や寄附特典などの詳細情報は、「おうみ棚田ネット」（下記URL）でご確認ください。
　http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/tanada/trust/summary/donation.html 

－長く活動を継続し、美しい棚田を将来へ引き継ぐために－

「しが棚田トラスト制度」にご協力ください

「しが棚田トラスト制度」とは、年々荒廃が進む県内の棚田を保全するため、
棚田地域と地域住民等ボランティアが一体となって取り組む棚田保全活動に、
ご賛同いただける企業や個人から寄附金を募り、これを保全活動の資金とし
て活用する制度です。集まった寄附金は、作業に必要な資材や消耗品の購入、
活動運営に係る経費など、棚田地域にとって直接的な支援となり、保全活動
に活かされます。多くのみなさまのご協力をお願いします。

◇参加者全員を対象に、活動団体で傷害保険に加入します。
◇活動への参加は、屋外で作業できる方を募集します。
◇現地までの交通費、食費などの必要経費は自己負担でお願いします。

ひらお

平尾地区
・4月28日（土）9:30～15:00
　　内容：ビオトーブ水田の整備　
・6月9日（土）9:30～15:00
　　内容：土手の草刈り
　　※活動後に生き物観察会と星空観察会、

ホタル観察会（参加費500円）を実施

【大津市仰木】

はしり

走井地区
・4月22日（日） 9:00～15:00
　　内容：道路側面の草刈り、側溝の泥上げ 他
・6月24日（日） 9:00～15:00
　　内容：川や水路の清掃、花の植え替え、
　　　　   竹林の伐採整備 他

　　

【栗東市】

もりにし

森西地区　
※今回の募集はありません

【高島市マキノ町】

寄附金

運営報告

寄附金

運営報告

かみおおぎ

上仰木地区
・5月13日（日） 9:00～13:00
　　内容：草刈り 他
・6月3日（日）   9:00～13:00
　　内容：草刈り、電気柵張り 他
・7月8日（日）   9:00～13:00
　　内容：草刈り

【大津市仰木】

こいずみ

小泉地区
・4月28日（土）
　　内容：水路掃除（9:30～12:00）
　　　　　『春の薬草採集・標本つくり』

（13:30～15:30）
・5月19日（土）
　　内容：刈払機講習会（9:30～12:00）
　　　　　『マコモ植え付け』（13:30～15:30）
・6月16日（土）
　　内容：棚田の開拓、草刈り（9:30～12:00）
　　　　　『梅ちぎり』（13:30～15:30）
・7月14日（土）
　　内容：棚田の開拓、草刈り（9:30～12:00）
　　　　　『棚田のいきもの調査』

（13:30～15:30）

【米原市】

はた

畑地区
・7月22日（日）8:00～12:00
　　内容：電気柵下の草刈り

【高島市】

あけびはら

山女原地区
・5月20日（日） 9:00～13:00
　　内容：ひまわりの種まき、

クルミ植栽地の草刈り
・7月15日（日） 9:00～13:00
　　内容：クルミ植栽地の草刈り、

カブトムシの里手伝い

【甲賀市】

くまの

熊野地区
・4月15日（日） 9:00～13:00
　　内容：水路整備、通水作業
・5月13日（日） 9:00～16:00
　　内容：田植え
・6月16日（土） 9:00～13:00
　　内容：草刈り、草取り
・7月21日（土） 9:00～13:00
　　内容：草刈り、草取り

　　　　　

【日野町】

いけはら

池原地区
・7月7日（土）
　　内容：棚田の草刈り（9:30～12:00）
　　　　　『そば打ち体験』（13:00～15:00）

【長浜市余呉町】

詳細な活動内容は、滋賀県庁ホームページ内「おうみ棚田ネット」で
ご覧いただけます！！

棚田ボランティアの活動地域も
募集しています！

今回より新たに「鵜川地区（高島市）」が
棚田ボランティア活動組織に加わりました！！

うかわ

鵜川地区（新）
・5月20日（日）10:00～12:00
　　内容：棚田オーナー田植え作業の補助

【高島市】

※詳細は滋賀県農政水産部農村振興課まで
お問い合わせください。



□個人･･･氏 名 （年齢 歳）

□団体･･･団 体 名 （ 名）

（チーム） （チーム）

代表者氏名

住所
〒

電話番号： ：E-mail

①バネ量りの貸出しを、□希望する □希望しない
※ 10kgまで計量できます。

②配布物等は自宅への郵送を、□希望する □希望しない
※②で希望しないを選ばれた方は、下記に送付先住所をご記入ください。

送付先住所

〒

参加登録用紙

保護者のサイン

外来魚釣り上げ名人

※個人・団体（チーム）のいずれかにレ点を入れてください。重複しての報告はできません。

※マンション名・号室まで記入してください。

＜個人情報の取り扱いについて＞
ご提供いただいた個人情報について、当事業の参加登録のみに使用し、これ以外の目的に利用することはありません。

※小学生以下が個人で参加される場合は保護者のサインをお願いします。



□個人･･･氏 名 （年齢 歳）

□団体･･･団 体 名 亀ちゃん チーム （ ３ 名）

（チーム） （チーム）

代表者氏名 亀山 亀太郎

住所
〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号びわこ荘123号

電話番号： 077-528-3485 E-mail： kame@biwako.ne.jp

①バネ量りの貸出しを、□希望する □希望しない
※ 10kgまで計量できます。

②配布物等は自宅への郵送を、□希望する □希望しない
※②で希望しないを選ばれた方は、下記に送付先住所をご記入ください。

送付先住所

〒520-〇〇〇〇 滋賀県大津市〇〇町〇番〇号

参加登録用紙

保護者のサイン

外来魚釣り上げ名人

※個人・団体（チーム）のいずれかにレ点を入れてください。重複しての報告はできません。

※マンション名・号室まで記入してください。

記入例

※小学生以下が個人で参加される場合は保護者のサインをお願いします。


