
活動
しょう！

問
住所：

TEL. FAX.
 biwako@moridukuri.info 

 第2回森づくりサポーター活動 

● 対象／  森づくりサポーターへの登録（無料）が必要です。 
● 日時／ 7月27日(土）　9:30～12:00 
● 場所／ 県営都市公園「びわこ地球市民の森」植樹地

里の森ゾーンの
森づくりセンターに集合 

 びわこ地球市民の森・森づくりセンター 

 077-585-6333  077-585-6312 
● 定員／ なし 
● 参加費／ 無料 

● 申込／ びわこ地球市民の森
森づくりセンターへ 

 間
かん
伐
ばつ
、枝

えだ
打
う
ち等の森の整

せい
備
び
。

初
はじ
めての方でも、安心して参

さん
加
か
できます。

長
なが
袖
そで
、長ズボンでお越

こ
しください（道具、軍

ぐん
手
て
はお貸

か
しします）。 

 南　部 地域

〒 524-0102
守山市水保町2727 

活動
しょう！

問
住所：

TEL. FAX.
 mlf@ohmi.or.jp 

 第9回マザーレイクフォーラムびわコミ会
かい

議
ぎ

 

● 対象／  琵琶湖に興味のある方なら誰でも
（子どもや県外からの参加も歓迎） 

● 日時／ 8月31日（土）10：00～16：30（予定） 
● 場所／ コラボしが21

（滋賀県大津市打出浜2番1号
  びわ湖ホール向かい）  マザーレイクフォーラム運営委員会 

 077-569-5301  077-569-5304 
● 定員／ 200人 
● 参加費／ 無料 

● 申込／ 事前申込が必要です。詳細はホーム
ページでご確認ください。 

 琵琶湖流
りゅういき
域に関

かか
わる人、関

かか
わりたい人が一

いち
堂
どう
に集い、報

ほう
告
こく
会やグ

ループディスカッションを通して、琵琶湖の将
しょうらい
来について話し合い

ます。 

 大　津 地域

 〒525-0066　草津市矢橋町字帰帆2108
淡海環境プラザ2階（公益財団法人淡海環境保全財団） 

活動
しょう！

問
住所：

TEL. FAX.

 夏の早
はや

崎
ざき

ビオトープ観
かん

察
さつ

会 

● 対象／  小学3～6年生 
● 日時／ 開催日未定（6月下旬～8月上旬を予定）

時間9：00～15：30（予定） 
● 場所／ 早崎ビオトープおよび

湖北野鳥センター 
 主催者：早崎内湖再生保全協議会（長浜市環境保全課内） 

 0749-65-6513  0749-64-1437 
● 定員／ 40名（予定） 
● 参加費／ 昼食代（昨年度は500円） 

● 申込／ 申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ
または、電話でお申し込みください。 

 長浜市早
はや
崎
ざきちょう
町の早

はや
崎
ざき
ビオトープにすむ水

すい
生
せい
生
せい
物
ぶつ
（魚など）と

プランクトンの調
ちょうさ
査研究および検

けんしょう
証を行う。 

 〒526-0031
長浜市八幡東町632 

湖　北 地
域

緑の少年団（市町単位・学校単位等で結成）
●活動内容／ 植樹・花壇の手入れ・「緑の募金」活動・自然

観察会・木工体験等 
（団単位での活動となります）

●活動場所／主に団が結成された地域内

滋賀県緑化推進会　TEL：077-522-7828（信田）
※ 団員を随時募集しているのは、大津市・守山市・近江八幡市の
　各緑の少年団のみです。

問

TANAKAMIこども環境クラブ
●活動内容／ 環境活動や環境調査、自然体験活動、

カヌーを使っての琵琶湖調査
●定例活動等／月2～3回
●活動場所／田上学区（大津市）、琵琶湖など
●参加費／有料あり、各活動ごとに異なる
TANAKAMIこども環境クラブ事務局（西方寺内）
TEL.077-546-1225
https：//www.tanakami.com

問

こなんの森薪割りくらぶ
●活動内容／ 薪ストーブライフを取り巻く情報・技術交

流。伐採、枝払い、植樹など里山保全を通
じて社会への貢献。

●定例活動等／ 毎年11月3日に「里山の秋を楽しもう」
を開催

●活動場所／大津・志賀、湖南、甲賀、湖東

伊吹山ネイチャーネットワーク
●活動内容／ 自然観察会、伊吹山の保全活動および調

査活動、書籍の出版
●定例活動等／月１～２回のイベント、保全活動＆モニタリング調査
●活動場所／伊吹山周辺、伊吹山の自然と関連する地域
●参加費／ 入会金：1,000円 年会費：1,000円
伊吹山ネイチャーネットワーク事務局
事務局（窓口）：山下吉和
TEL.090-9099-4822　  ibuki@ds-j.com
https：//www.digitalsolution.co.jp/nature/ibuki/

問

環境フォーラム湖東
●活動内容／ 湖東地域からよりよい環境を創りだしていくた

めに、普及啓発・調査研究活動を行っています。
●定例活動等／ 身近な生き物観察会、湖東地域環境シン

ポジウム、交流会、情報交流誌の発行等。
今年は、8月に多賀町内で川の生き物観察
会（洞窟探検含む）を予定しています。子供
から大人まで参加できます。

環境フォーラム湖東事務局（滋賀県湖東環境事務所内）
TEL.0749-27-2255問

八幡堀を守る会
●活動内容／ 八幡堀の清掃活動、草むしり、花しょうぶ

補植作業のほか、茶会やさかな釣り大会な
どのイベントの開催

●定例活動等／ 「花しょうぶ茶会」「親子さかな釣り
大会」

●活動場所／近江八幡市
八幡堀を守る会
TEL.0748-32-5002（苗村）
http：//hachianbori.shiga-saku.net

問

循環型社会創造研究所えこら
●活動内容／ 資源物リサイクルの収益を琵琶湖の環境保全に寄付、

環境教育・エコツアーの実施。楽しくエコなライフスタイ
ルを学び、親子でできることを考えるイベントの実施。

8/5（月）  エコクッキング　1,000円（子ども700円）
8/8（木）  エコキャンドル作り　800円
8/10（土） ぶつぶつ交換会　300円（子ども無料）
※いずれも会場はコミュニティセンター治田東
循環型社会創造研究所えこら
TEL.090-3966-8212　http：//ekora.jp

問

たかしまの森へ行こう！プロジェクト
●活動内容／ 勉強会やポータルサイトの運営を通じて、森

林にまつわる基礎情報やボランティア情報
を発信、観察会などのイベントの開催

●定例活動等／体験型勉強会（年2回程度実施）
●活動場所／高島市内の森林
たかしま市民協働交流センター
TEL.0740-20-5758
 webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

https：//www.takashima-mori-go.net

問

淡海ネットワークセンター
地域や社会の課題を解決しようとがんばっているNPOや市民活
動をサポートしています。「どんな取り組みが行われているのかな」
「参加できるボランティア活動はあるかな」など、ボランティア活動
に興味を持った時に役立つ、市民活動に関するいろいろ
な情報も発信していますので、ぜひ、ご活用ください。
淡海ネットワークセンター
TEL.077-524-8440　FAX.077-524-8442
http：//ohmi-net.com

問

こなんの森薪割りくらぶ
https://ja-jp.facebook.com/makiwari.konan問

活動グループは他にもいっぱいあるよ！

子どもの森里山倶楽部
●活動内容／里山保全活動、自然観察、体験活動
●定例活動等／ 毎月第3日曜日 9：00～
　　　　　　　（７月、８月は休止）
●活動場所／みなくち子どもの森

子どもの森里山倶楽部・代表 水田有夏志
TEL.090-5662-2694
 k1m0r1mizu@nike.eonet.ne.jp

問

5150


