
                            

 

各⾏事に関するお問い合わせは 

認定 NPO 法人びわこ豊穣の郷  ℡：077-583-8686 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

豊穣の郷だより 
   

水辺の楽校 夏編 
～夏休み 親子で楽しく遊んだよ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               水の中にはどんな生き物がいるのかな？ 

     

 
 

 

 
                                   

        

        

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

10 月 15 日（木）に東京で開催される GEA 国際会議 2015

（気候変動対策と持続可能な社会の実現に向けて）に、長

尾理事長が出席し、基調講演などを拝聴します。 

環境省が後援し大臣賞を設けている企業向けの公募表彰

制度「いきものにぎわい企業活動コンテスト」と同時に、

生物多様性の優れた取り組みを行っているNPO/NGOを表彰

するしくみが「いきものにぎわい市民大賞」です。 

認定 NPO 法人びわこ豊穣の郷はホタルとシジミ、オオバ

ナミズキンバイの除去など、長年にわたり生物多様性の継

続的な活動を、積み上げてきた事が高く評価され、全国で

14 団体（企業 9団体、NPO,NGO 5 団体）の中の 1団体とし

て、この度の表彰に繋がりました。 

 

 

2015 年 10 月 1 日発⾏ 部数１０００部 

 
 

 

しじみのひとりごとしじみのひとりごとしじみのひとりごとしじみのひとりごと    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！    
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「魚つかまえたー！」「そうめん早く食べたいなあ」 

「もっと右！もっと左！そのまままっすぐ！」とスイ

カ割りの歓声とため息の声が聞こえてきます。8 月 22

日（土）目田川河川公園で子ども達の声が響きわたり

ました。 

水辺の楽校（夏編）は、市広報誌 8 月 1 日号が発行

されるや否や 3 時間で 50 名の定員がいっぱいになり

キャンセル待ちが出る状態でした。 

当日は、21 組の親子が参加され、川のゴミ拾いや魚

釣り、魚つかみ、生き物探しなどを一緒に行い、昼食

の準備はお父さんが火おこしに奮闘してくださいま

した。スタッフの中には学生も多く、お魚博士として

大活躍でした。博士のお話を小さな子どもたちまで、

しっかりと興味深そうに聞いていました。スイカ割り

ではスイカが早く割れてしまい、後半にはバケツたた

きに変わってしまったり、流しそうめんの台が何回か

落ちてしまうなど、課題もいろいろありましたが、魚

釣りや、水生生物の上手な採り方などを教わったり

と、親子の水辺での楽しい思い出になったと思いま

す。自分達の近くの川ものぞいてみてください。水が

流れ魚や生き物がいれば、きっと子どもたちは貴重な

経験ができると思います。 

２０１２０１２０１２０１５５５５年度年度年度年度    行事予定行事予定行事予定行事予定    （日程、内容は変更になることがあります） 

・・・・目田川モデル河川作業日（目田川モデル河川作業日（目田川モデル河川作業日（目田川モデル河川作業日（毎月毎月毎月毎月第第第第 3333 土曜）土曜）土曜）土曜）        ・・・・河川水質調査河川水質調査河川水質調査河川水質調査（１１月第２土曜日）（１１月第２土曜日）（１１月第２土曜日）（１１月第２土曜日）    

行行行行    事事事事    名名名名    開 催 日 備 考 

2015201520152015 年度年度年度年度    第第第第２回ホタル講座２回ホタル講座２回ホタル講座２回ホタル講座    

（３回目以降詳細は（３回目以降詳細は（３回目以降詳細は（３回目以降詳細は HPHPHPHP にて）にて）にて）にて）    

10 月 24 日（土） 

13：30～15：00 

場所：ほたるの森資料館展示室 

内容：ゲンジボタルの生態および 

カワニナについて 

第６回第６回第６回第６回守山の守山の守山の守山の水辺百選講座水辺百選講座水辺百選講座水辺百選講座    
11 月 1 日（日） 

集合 9：00 

お昼御飯は『鮎家の郷』でいただきます！ 

募集人数 20 名 参加費 2,000 円 

水生生物調査水生生物調査水生生物調査水生生物調査    11 月 28 日（土） 
詳細は決まり次第ホームページなど 

でお知らせします。 

水辺の楽校水辺の楽校水辺の楽校水辺の楽校((((秋編秋編秋編秋編))))    12 月 5 日（土） 
会場：ほたるの森（市民運動公園内） 

詳細は決まり次第ホームページで広報 

第１３回第１３回第１３回第１３回川づくりフォーラム川づくりフォーラム川づくりフォーラム川づくりフォーラム    
平成 28 年 

1 月 17 日（日） 

詳細は決まり次第ホームページなど 

でお知らせします。 

第７回第７回第７回第７回赤野井湾・小津袋赤野井湾・小津袋赤野井湾・小津袋赤野井湾・小津袋    

クリーン大作戦クリーン大作戦クリーン大作戦クリーン大作戦    

平成 28 年 

3 月 13 日（日） 

清掃とオオバナミズキンバイ 

除去作業 

水辺の楽校水辺の楽校水辺の楽校水辺の楽校((((春編春編春編春編))))    
平成 28 年 

3 月 26 日（土） 

会場：目田川河川公園 
詳細は決まり次第ホームページで広報 

 

9 月には、茨城県など北関東地方に大

きな被害をもたらした南北に連なる「線

状豪雨」が、引き続いて東北地方を襲い

ました。河川は次々と氾濫、住宅街や周

囲の水田を次々とのみ込み、住民の多く

はなすすべもなく、救助を待っている状

況がテレビや新聞などで報道されてい

ました。今年は 6月から、1880 年以来

最高に暑く、異常気象と言われてきまし

た。ホタルの飛翔もいつもの年より早か

ったですね。秋になって、全国で台風、

大雨、竜巻や地震も多く発生し、多くの

地域で水害、土砂崩れが起きました。特

別警報も発表され甚大な被害も出てい

ます。幸いにして、守山市では大きな被

害がなくてよかったです。 

今は、異常、それとも今年が特別です

か。ホタルの飛翔も今後どうなるか、悩

ましいことです。         

第 18 回赤野井湾探検会に参加して 
～インターンシップ学生さんの感想～ 

 

私は当日はアユ班として参加し、藻をすく

ったり、微生物を採取したりと初めて経験す

ることに驚き、参加された方々と共にびわ湖

への理解を深めることができました。一緒に

いた子どもさんからは「魚釣りが面白かっ

た」という感想が多かったです。針に餌をつ

けるのに苦労している子もいたので、手伝い

をするとすぐに魚を釣り上げていました。中

には自分で器用につけて８匹も釣り上げた

子の姿も。船から降りたとき、魚を釣ったと

き、ご飯を食べ終えたとき、「来てよかった」

という言葉を何度も聞くことができ、スタッ

フとして嬉しい思いでいっぱいでした。参加

者の感想やアンケートを見ると、漁船に乗っ

たり水質調査や、湖底の様子を調べた多くの

参加者が「初めて」の体験を通して、びわ湖

への関心を高めたようです。 

 

  参加者募集！ 
～ おらが自慢の水辺探訪 ～ 

 

 

 

         日時➤11 月 1 日（土）9 時～ 

場所➤守山市役所集合 

    内容➤水辺百選マップをもとに 

      選定地の水辺を学び、訪ねます。 

    （今回は、野洲川沿いをバスで巡ります） 

昼食：鮎家の郷 

参加費➤2,000 円 

        （バス代、昼食、資料、保険込） 

定員➤20 名 

申込・お問い合わせ 

 認定ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷 

  077（583）8686 まで 

 

やった！第４回いきものにぎわい 

市民大賞の受賞 

（損保ジャパン日本興亜環境財団賞） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しじみをテーマに巡りました 
～ 先進地研修会 ～ 

8月 5日（水）瀬 

                  田川に向かい出発、 

                  晴れ女が二人も同 

                  乗していることも 

                  あり、猛暑でした 

                  が船上では涼しい 

                  風が吹き、心地よい 

                  状況。さあこれから 

                  が本番、シジミ採り 

                  は初体験でわくわ

くしました。漁師さんから、伝統漁法でシジミ掻きのコツを

教えていただき（ほとんど手伝ってもらい）、とれた！大漁

や！皆感動でありました。それぞれの船での成果を競い合い

ながらシジミ採りは終了。陸にあがると、漁協長さんのシジ

ミの講話です。シジミの種類から、歴史、お料理のアラカル

トまで、大変勉強になりました。お昼は石山寺の洗心寮でシ

ジミごはんやシジミ汁を頂き、食後は琵琶湖博物館を見学し

ました。琵琶湖の生い立ちや、滋賀県の原始古代から近代に

おける暮らしを中心に様々な展示がしてありました。その中

で、粟津湖底遺跡は、世界最大の淡水産貝塚と言われていま

すが、その貝塚の一部が復元されていました。午前中に続き

瀬田シジミの歴史を重ねて学ぶことができました。平日のた

め参加人数が少ないのが残念でしたが、シジミの歴史を知る

うえで、大変有意義な研修でありました。 

 

ありがとうございました 
これからもよろしくお願いします 
目田川モデル河川づくり作業 50505050回参加 

湖南ホームタウン 浅井幸男さん 
 

かいつぶりハウスに入所して今年の 12

月で 9 年となります。 

目田川モデル河川との出会いは、前所長

と目田川を訪ねた事がきっかけで、清掃活

動への参加は私のライフワークとなりま

した。最近は血圧が高くなり、なかなか行

けなくなってしまいましたが、今後も目田

川が、水辺の楽校などの行事をはじめとす

る、市民にとっての憩いの場になるように

と願っています。 

 

 

ほたるの森のなかまたち 
 

資料館では現在「もぴかプロジェクト」のみなさんに鳩

の森公園にある守山ホタル研究室の維持管理および幼虫飼

育を手伝っていただいています。最近は水槽から幼虫を取

り出し、匹数を数える作業をしています。現在水槽では大

きなものもいれば孵化幼虫のようなすごく小さいのもいる

ので慎重さが求められます。 

水槽から幼虫と水槽の中に敷い 

ている砂を一緒にホースで吸い 

出しますが、汚れも一緒なので 

水が濁ります。水が濁るとゴミ 

などの汚れと幼虫の区別がつき 

にくく、幼虫を取り出した後の 

水もすぐには捨てず、汚れが沈 

澱するまで様子をみます。 

写真は幼虫がいないことを確 

認しながら水を捨てているとこ 

ろです。取り出した幼虫は大き 

さを確認し、数を数えてふたた 

び水槽にいれます。これまではカワニナの稚貝を与えてい

ましたが、今後は少し大きな、殻の長さが 5 ミリ位のカワ

ニナを給餌することになります。このカワニナを集める作

業は、資料館職員で集めようと思いますが、これもまた、

大変な作業です。 

 

守山市では、「すみやすさ日本一」が実感できる守山市を目指し、市内にある歴史・自然・生活など

の地域資源を活かした魅力的なまちづくりの取組「守山まるごと活性化」「守山まるごと活性化」「守山まるごと活性化」「守山まるごと活性化」を推進しています。 

平成 25 年度から、守山市内の７学区では、住民の手づくりによる地域活性化のために「まるごと活性

化事業」に取り組んでいます。その中で、多くの学区でホタルをテーマにして活動に取り組んでおられ、

その一部を今回紹介します。多くの学区で当法人の会員も関わっています。 

 

玉津学区では本年度より、まるごと活性化協議会において「玉津ホタル祭りプロジェクト」が

始動しました。本プロジェクトの目的は、玉津学区に飛翔するホタルや、その生息環境を祭り

等のイベントで活用し、学区の活性化に取り組むものです。去る５月 23日（土）、第一回の会

議が開催され、今後の活動予定についての話し合いを行いました。その結果、今年はホタルの

飛翔状況の調査また生息環境の保護方法についての話し合いをすることで決定しました。この

会議を受け、５月末から６月上旬にかけて、玉津学区４自治会の調査担当者の方々が、それぞ

れの自治会内でホタルが飛翔しているポイントを調査されました。６月 15 日（月）、第２回会

議の開催時に、調査の結果が発表され、各自治会でホタルが飛翔していることが確認できまし

た。そして、ほたるの森資料館から講師をお招きし、生息環境の保護についてのアドバイスを

いただきました。今後は、飛翔箇所のマップ化、また、生息環境の保護に向けての具体的な活

動計画を立案・策定していく予定です。 

 

守山学区では、まるごと活性化プランの取組の一つとして「水とホタルから輝くプロジェクト」

を展開中です。このプロジェクトは、まちなかを“河川がめぐりホタルが舞う”という環境を

守っていくため、地域が一体となって保全・保護する活動を実施するとともに、水とホタルを

中心に、高齢者から子どもまで、誰もが参加できるよう工夫した活動を展開することで、より

多くの人々の地域への関心を高め、人々同士の交流を図るものです。主な取り組みとして「水

とホタルを中心としたまちづくり活動」「ホタルールの作成」「ホタル保護や水環境保全に対す

る積極的な意識醸成」を掲げております。そうしたなか、27 年度は特に「ホタルールの作成」

を目標に、ホタル保護・水環境保全のためのルールづくりに取り組むとともに、水と親しむ活

動を実施することで、地域の人々の美しい水環境の保全意識の醸成をめざしてまいります。 

あ
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特別編 

小津学区は、水がいつも生活とともにあるまちです。

昔から、身近な川には、きれいな水が流れ、多くのホ

タルが飛び交っていましたが、最近はホタルが自生で

きる環境が減少しつつあります。そこで小津学区で

は、地域を流れる河川の水質や植生の維持・改善に取

り組んでいます。地域の宝物を活かしたまちづくり

「小津学区まるごと活性化プラン」においても、各自

治会での「ホタル保護区」の設定と有志での推進、ホ

タル観賞ルートの延長といったホタルの育成・保護を

通したホタルと触れ合う環境づくりを進めてまいり

ます。 

 

吉身学区ではホタルの住む環境を保護し次の世代に

引き継ぐ仕組みをつくることに主眼をおいてプロジ

ェクトを進めています。平成 26年度にプロジェクト

を立ち上げ、今年度はどういった取り組みやルールが

必要なのかを確認するため、吉身学区を流れる河川環

境およびホタルの飛翔数の調査を行いました。 

調査の結果、吉身学区の川では川床や水深といった川

の中の様子に、ホタルの生息に適した環境が多く残さ

れていることがわかりました。その反面、川の護岸工

事等の整備がすすみ、川の周囲環境がホタルにとって

厳しくなってきていることがわかりました。 

今後は学区民の、ホタル保護に関する意識を高めるこ

とを目的に、会館でのホタルの幼虫の飼育展示等の啓

発活動を計画しています。 

 

勝部自治会グランプリ受賞！ 
第 8 回いい川・いい川づくりワークショップ in 仙台 
 

去る 8月 29日、30日に、東北工業大学（仙

台市）で開催された「第８回いい川・いい川

づくりワークショップ」に初参加し、勝部自

治会の“普段”の取組みを発表されたところ、

選考委員から高い評価を得、全員一致でグラ

ンプリに選ばれました。これを機に勝部自治

会の「地域力」の高さが再発見され、日本の

自治会のモデルとして、全国に発信される結

果となりました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授賞式で挨拶される勝部自治会のみなさん 

 

    来館者 30303030 万人達成！ 
～ ほたるの森資料館 ～ 

ほたるの森資料館では、守山ほたるパー

ク＆ウォーク期間中の 6 月 6 日（土）に小

島町にお住いの里村心路さん（12才）を 30

万人目の来館者として迎えることができま

した。これを記念して、８月１日に、ほた

るの森資料館で式典を執り行いました。里

村さんには資料館館長より、認定証と記念

品が授与され、その後、守山市長と記念植

樹を行っていただきました。 

 

 

 

 

 

市長と記念植樹をする心路さん（中央） 

注意深く、気をつけて… 

漁師さんの手ほどきでシジミ採り体験 

浅井さん（前列一番右）を囲んで 


