
平成30年度上半期の取り組み
枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等

2月16日～ 「マミズクラゲ」 マイクロアクアリウム
2月1日～9月30日 「近江の平成雲根志ー鉱山・鉱物・奇石」の石達」 Ａ展示室
3月20日～4月8日 「ごはん　お米と私」 アトリウム 全農
3月20日～5月27日 「近江水産図講」の世界ー明治期の琵琶湖漁撈 Ｂ展示室
3月20日～5月6日 「バイカルヨコエビの赤ちゃん」 水族
3月20日～7月1日 「水深を図る」 アトリウム
3月27日～4月22日 ギャラリー展「伊藤園フォト＆俳句」 企画展示室 (株)伊藤園
4月2日 レストランリニューアルオープン
4月2日 別館オープン
4月27日 ギャラリー展「湖国の生き物と風景」内覧会・記者発表 企画展示室 県立近代美術館
4月28日～6月3日 ギャラリー展「描かれた湖国の生き物と風景」 企画展示室 県立近代美術館
4月28日 ギャラリー展「湖国の生き物と風景」ギャラリートーク 企画展示室 県立近代美術館
5月12日 ギャラリー展「湖国の生き物と風景」ギャラリートーク 県立近代美術館
5月29日～7月22日 第77回収蔵庫をのぞいてみよう！　明治150年記念関連展示「汽船と鉄道」 Ｂ展示室
7月4日 「おとなのディスカバリー、ディスカバリールーム」オープン内覧会

7月6日
「おとなのディスカバリー、ディスカバリールーム」オープニングセレモニー
　　　⇒西日本豪雨のため、中止

7月9日 研究スタジアム更新
7月12日～ 雌雄モザイクのカブトムシ展示 おとなのディスカバリー
7月20日～ 「黄色いオタマジャクシ」展示 おとなのディスカバリー
7月21日～11月25日 第26回企画展示「化石林ーねむる太古の森」 企画展示室
7月21日～9月2日 第30回水族企画展示「琵琶湖に固有な魚たちの歴史」 水族企画展示室
7月21日 明石川を食べる Ｃ展示室 玉一アクアリウム
7月24日～9月30日 第78回収蔵庫をのぞいてみよう！　明治150年事業関連トピック展示「琵琶湖疏水」 Ｂ展示室
7月29日 鉱物の不思議体験、鉱物をさわってもらったり、鉱物の不思議に関する Ａ展示室 湖国もぐらの会
8月11日 鉱物の不思議体験、鉱物をさわってもらったり、鉱物の不思議に関する Ａ展示室 湖国もぐらの会
8月11日 ミエゾウやワニの足跡化石について 企画展示室
8月18日 大津市北部板橋文化について Ｃ展示室 大津市北部板橋文化を再生する会
4月21日 ディスカバ関連イベント「虹色びわこいのぼりを作ろう！」 アトリウム 県立近代美術館
4月22日 里山探検教室(春）
4月29日 木目ハンコでポストカードをつくろう 県立近代美術館
5月12日 わくわく探検隊「春の草花でしおりをつくろう」
5月13日 田んぼ体験教室「田植え」

5月20日
講演会　「生きる、描く、湖国の風景―描かれた近江の景観史を中心に－」（ギャラリー展「湖国
の生き物と風景」）

セミナー室 県立近代美術館

5月26日 「銅版画で水の中の世界を描こう」 県立近代美術館
6月2日 2018スプリングフェスタin矢橋帰帆等公園・よし笛づくりワークショップ 帰帆島
6月9日 わくわく探検隊「プランクトンを見よう！」
6月10日 博物館を楽しもう「みんなで湖魚料理をつくろう！（アユ・シジミ編）
6月23日 里山体験　田んぼの生き物見つけ隊
6月23日 ザ！ディスカバはしかけイベント「虹色傘作り」
6月30日 紙芝居 はしかけ　湖をつなぐ会

7月1日～8月31日 びわ活　３館連携スタンプラリー 大津歴史博物館・琵琶湖疏水館

7月1日～9月30日 琵琶湖・烏丸半島魅力向上活性化協議会スタンプラリー
琵琶湖・烏丸半島魅力向上活性化協議
会

イベント

展示



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等
7月10日～8月31日 みんなで「かいこ絵日記」をつくろう ディスカバリールーム
7月14日 わくわく探検隊「骨にふれてみよう！」
7月16日 里山体験教室
7月28日 初心者のためのふなずしづくり体験
7月31日 自然調査ゼミナール
8月18日 ヨシ灯りをつくろう！
8月25日 マイナス80度から生還した微小生物
8月25日 紙芝居 アトリウム
8月26日 企画展関連イベント「植物の化石を調べてみよう」
5月12日 こどもロケット教室 くさつ未来プロジェクト
6月10日 Young探鳥会in烏丸半島
6月23日 近畿弥生の会第21回定例会
7月25日 こどもロケット教室 くさつ未来プロジェクト
8月1日 地球温暖化自由研究講座 セミナー室 県温暖化対策課
8月11日 関西広域連合（淀川下流域親子招待事業） ホール 県環境政策課
8月25日 第35回水処理生物基礎講座（日本水処理生物学会） セミナー室　他
4月6日 琵琶湖の生い立ちと変遷 大阪芸術大学放送学科
4月7日 館内見学 大阪芸術大学建築学科
5月12日 博物館実習 龍谷大学文学部
5月14日 湖岸に生育する海浜植物 大津市 大津市立仰木の里公民館
5月19日 森の観察会 高島市 (特非）麻生里山センター
5月19日 琵琶湖の外来生物問題と駆除活動 木之本ライオンズクラブ
5月20日 ヨシ原の生き物についてのお話 琵琶湖遊漁船業協会
5月23日 イチモンジタナゴの保全 三方青年の家 福井県里山里海湖研究所
5月27日 琵琶湖外来駆除の日 琵琶湖を取り戻す会
5月31日 琵琶湖の淡水魚の生態と生活史、およびその保全方法 県立大学
6月2日 魚類を中心とした内湖の生態や人とのつながり 京都大学大学院環境教育論
6月2日 内湖とひとのつながり・カバタなど水と人の関わり 京都大学大学院地球環境学舎
6月3日 外来水生生物の繁茂状況確認および駆除 草津市志那中町 草津市環境政策課
6月10日 琵琶湖と琵琶湖博物館 近畿大学水産学科
6月10日 魚のゆりかご水田生きもの観察会 東近江市 栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会
6月13日 ヤンマーミュージアムビオトープ維持管理会議 ヤンマーミュージアム ヤンマーミュージアム
6月17日 森から考える人の暮らしのいまむかし 三井寺 オーガニック＆つながるマーケットinしが
6月19日 エコスクール支援委員会 逢坂小学校 逢坂小学校
6月19日 アオコの生態と現状 レイカディア大学ＯＢ
6月23日 湖岸に生育する海浜植物 近江八幡市
7月7日 琵琶湖博物館の概要と魚のゆりかご水田について びわこ成蹊スポーツ大学
7月15日 環境講座 ILEC・近畿労金

7月15日 第10回かつべ水フェスタ 守山市
守山市生涯学習・教育支援センター、か
つべホタル南の道

7月21日 琵琶湖博物館の概要と魚のゆりかご水田について びわこ成蹊スポーツ大学
7月25日 琵琶湖にすむ魚についてー特に犬上川にすむ魚にふれて 彦根市南地区公民館

7月27日 弥生時代の魚・貝について／河川水路で魚つかみと観察
守山市下之郷史跡公
園

守山市下之郷史跡公園

7月29日 琵琶湖博物館の防災の考え方と施設研修 自主防犯・防災研究会
7月29日 琵琶湖の生き物、仰木の生き物 大津市立仰木の里公民館

共催イベント

地域連携



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等
8月3日 湖のいまと私たち 2018みらいKIDSにぎわい交流事業
8月7日 川の生き物観察会 彦根市南青柳橋周辺 快適環境づくりをすすめる会

8月10日 水の守り人マップを作ろう！Ⅱ
大阪府立青少年海洋
センター

海と日本プロジェクト

8月20日 環濠の魚つかみと放流
守山市下之郷史跡公
園

守山市下之郷史跡公園
4月3日～7日 学校団体一斉説明会
4月22日 里山体験教室 野洲市
5月13日 はしかけ登録講座
7月23日～27日 夏休み一斉下見
8月21日～30日 夏休み一斉下見
7月20日 うみの子との連携　通信学習
7月31日 自然観察ゼミナール
8月3日 しがの環境教育研究協議会
8月20日 科学へジャンプ・イン・滋賀
7月16日 博物館夏祭り 彦根ビバシティ
8月4日～5日 湖フェス 大津なぎさ公園

キャンパスメンバーズ 7月29日 県立大学生見学 滋賀県立大学
8月3日 エコクラブ発表会

8月5日 環境ホットカフェ「びわ湖大勉強会」
NPO法人国際ボランティア学生協会
(ivusa)

8月6日 環境ホットカフェ「米原市環境教育部会」 米原市
8月8日 環境ホットカフェ「びわ湖の外来生物のいま」
8月9日 環境ホットカフェ「みんなでメダカを考える会」
4月18日 リニューアルサポーターへの感謝状贈呈式
6月1日 ビオトープフォーラム滋賀2018 日本ビオトープ協会
6月2日 ビオトープフォーラム滋賀2018エクスカーション 日本ビオトープ協会
7月20日 関西エコファースト企業研修会 滋賀銀行
8月31日 リニューアルサポーターへの感謝状贈呈式
5月17日 福岡県文化議員連盟視察
5月17日 世界農業遺産関係者視察(農水省）
5月17日 水資源機構視察
7月12日 琵琶湖保全再生推進協議会
8月21日 環境省笹川政務官
4月19日 台湾芝山生態緑園
4月27日 ベトナム総領事来館
4月29日 湖南省湖南師範大来館
5月9日 浙江省地域開発発展研究会
5月10日 湖南省政府代表者来館
5月11日 ミシガン州立大学来館
5月19日 同志社大学リーディング大学院
6月14日 タイ王国カセテート大学来館
6月25日 マレーシア国ケニル湖勉強会
7月11日 JICA湖南省洞庭湖流域農村水環境改善プロジェクト
7月26日 国際PEOPLE　TO　PEOPLE韓国本部　来館 (社福）おうみふるさと会
8月15日 中国、台湾、韓国の大学生来館 (社福）おうみふるさと会
4月 研究調査報告書　31号　安心院２発行
4月 ブックレット発行　「タガメとゲンゴロウの仲間たち」

移動博物館

環境学習

企業連携

視察

国際交流

学校連携

交流



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等
4月20日 研究セミナー セミナー室
5月12日、13日 総合研究「自然観」第11回研究会
5月18日 研究セミナー セミナー室
6月15日 研究セミナー セミナー室
7月 ブックレット発行　「琵琶湖はいつできた―地層が伝える過去の環境ー
7月20日 研究セミナー セミナー室
7月23日～26日 洛東江生物資源館との共同研究に関わるエビ調査
8月4日、5日 総合研究「自然観」第12回研究会
8月17日 研究セミナー セミナー室
6月23日 桃山学院大学　博物館実習
8月27日～31日 博物館実習
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博物館実習

研究


