
実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等
3月23日～5月6日 国登録有形民俗文化財　「琵琶湖の漁撈用具及び船大工用 企画展示室
～9月8日 Ａ展示室コレクションギャラリー「2億5千万年前の近江・美濃 Ａ展示室
4月6日 Ａ展示室コレクションギャラリー　鉱物の解説等 Ａ展示室 湖国もぐらの会
4月13日～26日 みんなで「びわこいのぼり」をつくろう！ ディスカバリールーム
4月16日～21日 だれのたまご？ ディスカバリールーム
5月5日 カブトをつくろう！ ディスカバリーリーム

～5月12日
第81回収蔵庫をのぞいてみよう「いっちょもんさん物語　その
２」

Ｂ展示室

5月14日～6月16日
第82回収蔵庫をのぞいてみよう！「湖を渡る神輿－日吉山王
祭」

Ｂ展示室

5月14日～6月24日 滋賀からも新種！ナガレカマツカ 水族展示室
5月25日～6月9日 ＣＳＲパネル展 アトリウム

6月18日～7月7日
第83回収蔵庫をのぞいてみよう!「屏風を読む－江戸時代の
地理型空間情報」

Ｂ展示室

6月29日～7月7日 七夕☆短冊に願い事をかこう！ ディスカバリールーム
7月18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20日-11月24日 第27回企画展示　海を忘れたサケ－ビワマスの謎に迫る－ 企画展示室
7月20日-11月24日 31回水族企画展示　ビワマスと仲間たち 水族企画展示室

7月9日～9月8日
第84回収蔵庫をのぞいてみよう「縁起の世界－石山寺縁起
絵巻をよむ」

Ｂ展示室

8月4日 Ａ展示室コレクションギャラリー　鉱物の解説等 Ａ展示室 湖国もぐらの会
8月11日 Ａ展示室コレクションギャラリー　鉱物の解説等 Ａ展示室 湖国もぐらの会

9月14日
企画展シンポジウム「ビワマスとその仲間たちをもっと身近
に」

セミナー室

9月14日～10月20日
第85回収蔵庫をのぞいてみよう「江戸時代の風景琵琶湖真
景図をよむ」

Ｂ展示室

9月15日～11月24日 Ａ展示室コレクションギャラリー「鉱物・化石のよもやま話」 Ａ展示室
4月13日、20日 タンポポ調査説明会
4月21日 里山体験教室 野洲市
5月11日 わくわく探検隊「春の草花で押し花をつくろう！」
5月12日 田んぼ体験「田植え」 生活実験工房
5月15日 季節の植物でアロマウォーターを作ろう 生活実験工房
5月26日 はしかけ登録講座 セミナー室
5月26日 紙芝居 アトリウム はしかけ　湖をつなぐ会
6月8日 わくわく探検隊「石ころdeアート！」 近代美術館
6月8日 はしかけ森人による樹冠トレイルガイド はしかけ森人
6月9日 みんなで湖魚料理をつくろう！
6月23日 虹色の傘作り ザ！ディスカバはしかけ

令和元年度上半期の取り組み

展示

観察会・講座
等



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等
7月6日 希望が丘自然観察会(夏のトンボと昆虫） 希望が丘公園
7月10日 季節の植物でアロマウォーターを作ろう 生活実験工房
7月13日 わくわく探検隊「ドキ土器！おしゃれ模様を楽しもう！」
7月14日 田んぼ体験「昆虫採集」 生活実験工房
7月15日 里山体験教室 野洲市
7月28日 初心者のためのふなずし作り体験 実習室
8月3日 ワクワクお宝さがし(展示室探検） 展示室
8月4日 アキアカネマーキング調査 琵琶湖バレイ
8月11日 琵琶湖を歩こう 湖北野鳥センター 湖北野鳥センター
8月17日 下物ビオトープ植物観察会 下物ビオトープ 保全再生課
8月18日 マイナス80度から復活した微小生物 実習室１
8月24日 植物をスケッチしよう！ おとなのディスカバリー はしかけ森人
8月25日 ワクワクお宝さがし(展示室探検） 展示室
9月4日 季節の植物でアロマウォーターを作ろう 生活実験工房
9月8日 田んぼ体験「稲刈り」 生活実験工房
9月14日 わくわく探検隊「葉っぱの形に注目しよう！」 十種室
9月21日 顕微鏡で観察しようープランクトンでビンゴ 実習室１
9月22日 はしかけ登録講座 セミナー室
4月23日 狼川における生き物調査 狼川および南笠東会館 湖南企業生きもの応援団

5月11日
国立民族学博物館友の会　第81回体験セミナー「琵琶湖と生
きる―刺し網漁とモンドリ漁」

会議室 国立民族学博物館友の会

5月15日 琵琶湖のなりたち
滋賀県立視覚障害者セ
ンター

滋賀県立視覚障害者センター・滋賀
県視覚障害者福祉協会

5月18日 フナズシにみる琵琶湖地域固有の文化と生態系
大阪工業大学梅田キャ
ンパス

琵琶湖・淀川流域圏シンポジウム実
行委員会

5月18日 守山市教育研究所講座 守山市教育研修所
5月25日 琵琶湖博物館のはしかけ制度について 松本市立博物館 松本市立博物館
6月8日 佐波江浜のハマゴウを守ろう！ 佐波江浜（近江八幡市） 佐波江地区自治会
6月8日 ホタルは環境保全のバロメーター コミセン金勝（栗東市） 栗東市教育委員会
6月15日 野洲川流域の地形と古琵琶湖の解説 下之郷遺跡公園（守山 守山市教育委員会
6月15日 魚のゆりかご水田　生きもの観察会 栗見出在家町浜公園・ 栗見出在家町魚のゆりかご水田協
6月15日 栗見出在家魚のゆりかご水田協議会
6月21日 カワウの生態及び環境保全に係る展示の紹介 かが市民環境会議

6月22日 いのちのゆりかご講座／稚魚流下調査
須原蓮池の里公園駐車
場（野洲市）

せせらぎの郷（須原魚のゆりかご水
田協議会）

7月4日 琵琶湖の始まり 近江歴史回廊倶楽部
7月4日 高槻市民環境大学 高槻市
7月6日 フィールドレポーターおよびはしかけ制度について 成安造形大学

観察会・講座
等

地域連携



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等

7月13日 水田の生物多様性
株式会社SeedBank（京
都市左京区）

株式会社SeedBank

7月15日 第11回かつべ水フェスタ　生物観察指導

守山市生涯学習・教育
支援センター及びかつ
べホタル南の道（中水
川）

勝部自治会

7月17日 外来種問題の考え方 小牧市(小牧市自然環境観察人）
7月21日 田んぼとびわ湖はつながっている 会議室 こだわり滋賀ネットワーク

7月23日
身近な生きものたちを大切に（令和元年度オープンスクール
in 南笠東小学校：狼川学習を楽しもう

草津市立南笠東小学校 コミュニティ・スクール南笠東

7月24日 わかってきたフナズシの歴史
近江八幡市総合福祉セ
ンター（ひまわり館）ホー

近江八幡市教育委員会

7月25日 狼川における生き物調査 狼川および南笠東会館 湖南企業生きもの応援団

7月27日 生きもの観察会
中戸町の水田・あいとう
マーがレットステーション
（東近江市）

公益社団法人日本国際民間協力会

7月29日 弥生時代の魚・貝について／河川水路で魚つかみと観察 下之郷遺跡公園 守山市教育委員会
8月3日 琵琶湖博物館の植物標本コレクションと研究 会議室 近畿植物同好会
8月3日 ダイハツ工業研修会 ダイハツ工業(株)
8月3日 (株)日吉　研修会 (株)日吉
8月6日 川の生きもの観察会 犬上川南青柳橋付近 快適環境づくりをすすめる会

8月6日 海を忘れたサケについて 会議室
北方領土返還要求運動滋賀県民会
議

8月7日 海と日本プロジェクトin 滋賀県 ～鯖そうめん拡め隊～ 実習室2 びわ湖放送株式会社
8月17日 「上賀茂神社歴史講座」第4回 上賀茂神社（京都市北 賀茂別雷神社
8月19日 鴨川オオバナミズキンバイ駆除活動事前学習会 京都府自然環境保全課
8月23日 「琵琶湖の水といきものたち」学習 実習室2 コープしが
8月23日 第２４回水シンポジウム　現地見学会 (公社）土木学会水工学委員会
8月24日 ハリヨの保全活動／トンボ観察 生活実験工房 旭化成株式会社守山製作所
9月7日 さかなが結ぶ神と人 大津市勤労福祉セン 鈴鹿山混成博物館
9月14日 湖と田んぼのつながり リブラ若狭（三方上中郡 三方五湖自然再生協議会

9月19日 琵琶湖の水環境
愛荘町さわやかまちづくり推進協議
会

9月25日 森の歴史の話ならびに関連する展示について 京とおうみ自然文化クラブ
9月26日 地域の博物館をめざして歩む琵琶湖博物館 三重県私学理科研修会
5月21日～24日 洛東江生物資源館との合同セミナ 洛東江 洛東江生物資源館
7月1日 研究スタジアム展示更新 Ｃ展示室

5月18日
琵琶湖博物館の基本理念／博物館における資料保存につい
て／博物館を核とした一般市民との活動および調査方法

民俗収蔵庫 京都造形芸術大学歴史遺産学科

学校関連

地域連携

研究



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等

5月19日
琵琶湖博物館の基本理念／博物館における資料保存につい
て／資料のクリーニング・防錆処理実習

民俗収蔵庫 京都造形芸術大学歴史遺産学科

5月26日
琵琶湖博物館の基本理念／博物館における資料保存につい
て／博物館を核とした一般市民との活動および調査方法

民俗収蔵庫 京都文教大学総合社会学部

6月22日 琵琶湖博物館の紹介と収蔵庫見学 液浸・動物収蔵庫 桃山学院大学
6月23日 琵琶湖博物館の紹介 実習室2 京都女子大学

7月13日 琵琶湖博物館実習の事前講義
京都府立南陽高等学校
（木津川市）

京都府立南陽高等学校

7月22日～26日 学校団体向け一斉下見説明会

7月29日 米原市教育センター小中環境部会夏季研修会
大東中学校理科室・三
島池周辺

米原市教育センター

7月29日
琵琶湖の水草を利用して国産小麦や野菜を育てる研究活動
経過発表会

実習室2 守山市立守山中学校科学部

7月30日 自然調査ゼミナール 実習室　ほか
7月31日 民族分野の博物館活動／民俗収蔵庫見学 民俗収蔵庫 佛教大学
8月2日 しがの環境教育協議会
8月3日 琵琶湖博物館実習 京都府立南陽高等学校
8月6日、9日 2年次小学校教員研修
8月7日 琵琶湖博物館実習 京都府立南陽高等学校
8月7日 サイエンスツアー「京大研修」(水質に関する講義） 愛知県立明和高校
8月7日 琵琶湖博物館における資料管理および展示方法 動物収蔵庫 神戸大学大野ゼミ
8月19日 見学 立命館大学守山高校ＳＳＨ
8月20日～29日 学校団体向け一斉下見説明会

9月1日 琵琶湖の生物多様性と外来生物保護
東京農業大学食糧環境経済学科環
境経済研究室

9月27日 滋賀県の農業・農政 ホール 龍谷大学農学部
5月26日 大学生の環境学習リーダー養成講習会 立命館大学
8月2日 エコスクール発表会
8月10日 環境ホットカフェ「びわ湖の魚と漁法について」 立命館大学

4月25日
河川に侵入・生育する侵略的外来水生植物（2019年度県土
木技術職員現場研修）

矢橋中間水路周辺（草
津市）

（公財）滋賀県建設技術センター

4月27日 SDGsの意義について ホール 日伸工業株式会社

6月6日
滋賀県・びわ湖における侵略的外来水生植物対策　積極的
駆除から持続的管理へ（令和3年度琵琶湖環境部研修）

県環境政策課

7月28日 日本農業遺産認定に向けた先進地視察研修の協力について 宮崎市田野総合支所農林建設課

8月2日
琵琶湖保全再生にかかる関係府県市担当者会議の現地視
察

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
京都市、大阪市、神戸市

8月9日 特定外来生物の禁止条例の制定と成果について 三原市議会会派創志会
8月20日 疏水情報交換会 会議室 京都市、県保全再生課

学校関連

環境学習セ
ンター

視察・研修



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等

8月28日 行政視察 大阪市交通道路室、滋賀県道路課

9月3日
湖沼・水質保全に関する自治体連携の担当者会議他現地視
察

環境省水環境課、千葉県、茨城県、
長野県、島根県、鳥取県および滋
賀県

9月4日 (仮称）茅ケ崎市歴史文化交流館の開館に向けた国内行政視 茅ヶ崎市文化資料館
9月6日 はしかけ制度およびおとなのディスカバリーについて 地底の森ミュージアム(仙台）
9月18日 障害のある人と芸術活動を楽しむために (社福）グロー
4月12日 ブラジルＲＳ州見学 展示室 商工観光労働部観光交流局
4月18日 太湖－琵琶湖アオコワークショップ 中国河南大学
5月25日 琵琶湖博物館の紹介、水資源管理に関係する活動、国際連 同志社大学リーディング大学院
6月6日 琵琶湖の富栄養化と水の華／プランクトン実習 実習室1 京都大学地球環境学堂
6月15日 博物館と学校の連携について セミナー室 中国高校生訪日団

6月20日 琵琶湖の歴史、生物多様性、そして利用
タイ・カセサート大学学生/京都大学
街学院農学研究科

6月28日 琵琶湖について セミナー室 ミシガン州派遣団高校生
7月12日 琵琶湖の水環境ビジネスの実施について メキシコ行政関係者/県商工政策課
7月27日 髙虎城全人代環境保全委員会委員長視察

8月27-29日 琵琶湖博物館の諸活動に関する情報収集と意見交換
中国社会科学院昆明動物研究所動
物博物館

8月28日 琵琶湖の水質保全と環境整備について オープンラボ 安徽省巣湖市常務副市長ほか
9月3日～7日 ＩＣＯＭ京都大会 国立京都国際会館　ほ
9月4日 琵琶湖博物館における環境教育・琵琶湖のプランクトン調査 実習室1 JICA研修員
9月4日 ICOM京都大会　関西広域連合ブース出展 国立京都国際会館　ほ
9月5日 琵琶湖博物館における交流活動について オープンラボ タイ国立科学博物館
9月6日 ICOM 京都大会エクスカーション 針江生水の郷（高島市） ICOM京都大会実行員会
9月23日 琵琶湖の富栄養化とアオコの発生 会議室 西交利物浦大学

4月20日
第2回サイエンスセミナー「ゾウがいた、ワニもいた琵琶湖の
ほとり」

ここ滋賀

7月27日 ナイトミュージアム

7月28日
第3回サイエンスセミナー「海を忘れたサケ　－ビワマスの謎
に迫る－」

ここ滋賀

8月22日 旅行会社および小学校教員向けツアー
4月6日 ロケット教室 セミナー室 くさつ未来プロジェクト
4月12日 伊藤園キャンペーン寄附金贈呈式 アトリウム 滋賀県、伊藤園
5月11日 国立民族学博物館友の会　第81回体験セミナー「琵琶湖と生 国立民族学博物館友の会

5月18日 生きもの写真リトルリーグ　写真教室
生きもの写真リトルリーグ実行委員
会

共催イベント

視察・研修

国際交流

イベント



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等

5月18日
琵琶湖博物館の基本理念／博物館における資料保存につい
て／博物館を核とした一般市民との活動および調査方法

民俗収蔵庫 京都造形芸術大学歴史遺産学科

6月16日 日本野鳥の会交流事業 日本野鳥の会
6月29日 農業遺産勉強会 県農政課、成安造形大学
7月15日 滋賀県博物館協議会　博物館夏祭り ビバシティ彦根 県博物館協会
9月7日 ロケット教室 セミナー室 くさつ未来プロジェクト
7月13日～9月1日 ミシガンクルーズ×琵琶湖博物館　夏休みコラボ企画 ミシガン 琵琶湖汽船

博物館実習 8月26日～31日 博物館実習
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