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＜事務局長から＞ 梅雨明けも間近となり厳しい暑さがやってきます。7 月より事務局長の重責をお預かりする
こととなり身の引き締まる思いです。森口さんより業務引き継ぎを受けたのちは、数々の事業がスムーズに展開
されるように努めて参りますので皆様のご協力よろしくお願いいたします。 会員数 158 名 (2018 年 6 月末現在)

■トピックス

○ おおつ環境フォーラム平成 30 年度第 1 回総会を開催しました
6 月 16 日、明日都浜大津ふれあいプラザで、おおつ環境フォーラム平成 役職名
退任
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家城 弘和
林 幹朗
30 年度第 1 回総会を開催し、平成 29 年度事業報告、同会計決算報告、NPO
理事
堤 幸一
法人役員等の改選、法改正に伴う定款の変更、平成 30 年度予算補正と運転
中西 逸朗
資金支援策の各議案が、いずれも賛成多数で承認されました。
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役員等改選結果は右表の通りです。補正予算関連は、環境省（全国ネット）
事務局長
森口 行雄
吉本 美枝子
補助金事業および滋賀県委託事業「里湖づくり事業 市民参加による湖岸修
活動委員長 本多 登美子 長崎 雄二
復と調査」の金額決定によるものです。このほかフォーカスグループ解散、
「みんなで、大津」開設記念フォーラム開催、「おおつ市民共同節電所」について報告がありました。

○ 「田んぼの生きもの観察会」を開催しました
6 月 2 日、大津市生物多様性保全事業「田んぼの生きもの
観察会」を開催し、10 家族 28 名が参加されました。
ウォーターステーション琵琶で説明を受けたあと、近くの
田んぼに出かけ、田んぼの中の生きものを観察し採取しまし
た。ウォーターステーションにもどり、採取した生きものの
名前を調べ、拡大鏡で観察しました。オタマジャクシやミジ
ンコ、カブトエビ、ホウネンエビなど小さな生きものがたく
さんいました。最後に本多登美子さんから田んぼの生きもの
についてのお話がありました。田んぼの生きものの豊かさに触れたひと時でした。営農者のご理解に感謝。

○「琵琶湖の漁業体験」を開催しました
6 月 9 日、大津市生物多様性保全事業「琵琶湖の漁業体験
～琵琶湖で魚釣りを体験しよう～」を開催しました。
前半は、明日都浜大津の市民活動センターにて、開会あい
さつと諸注意、そして滋賀県水産課の二宮浩司さんからビワ
マスを中心とした「びわ湖の魚と漁業」のお話です。クイズ
を交えた楽しい進行で、子どもたちも熱心に聞いていました。
続いて、近くの大津港へ釣り体験に出発。釣竿のセットの仕
方や餌のつけ方などを教えてもらいながら 1 時間余り。途中
から場所を少し移動した一人が 6 匹を釣っただけで他は釣果ゼロ。心残りがあるものの楽しい体験でした。

○「オタマジャクシと遊ぼう！」を開催しました
6 月 10 日、北大路どろんことーぷに抽選で選ばれた 8 家族
28 名の参加者を迎え、大津市生物多様性保全事業「どろんこ
とーぷ ～オタマジャクシと遊ぼう！」を開催しました。
ビオトープの泥さらえから生きものつかみ体験を楽しんで
もらいました。はじめはおそるおそるだった子や嫌がってい
た子どもたちも最後は全身泥だらけになりながら生きもの探
しに夢中になっていました。身近な環境に多くの生きものが
すんでいることを実感してもらうことができました。ケーブ
ルテレビ ZTV の取材には得意げに楽しさを語っていました。続編「カエルと遊ぼう！」は 7 月 8 日開催です。
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○ おおつ市民環境塾③「気候変動と琵琶湖の現状」を開催しました
6 月 10 日（土）
、明日都浜大津ふれあいプラザにおいて、
おおつ市民環境塾 2018 講座 3 講演会「気候変動と琵琶湖の
現状」を開催し、35 名が参加されました。
前半は彦根地方気象台技官の浜田岩彦氏（写真左）から「地
球温暖化 今までとこれから」を講演いただきました。日本は
これまでの 100 年で 1.2℃上昇し、猛暑日や熱帯夜が増え、
豪雨の日も増えていることを示されました。後半は、びわ湖
の水と地域の環境を守る会代表の松沢松治氏から、琵琶湖総
合開発などの影響で自然が破壊され 50 年前に比べ漁獲高が激減した琵琶湖漁業の現状をお話いただきました。

■フォーラム会員の皆様へのお知らせ
小水力発電装置設置チームメンバー募集

温暖化防止対策事例提供のお願い

今後 2 年間で、大津の湖西地区などを対象として、小水
力発電装置を設置する活動を行うことにしました。今年度
は、設置可能な地域の調査や発電装置の種類について、調
査研究を行います。調査の結果、可能であれば、来年度、
実際に小水力発電装置を設置して、稼働状況などを検討す
る予定です。この活動を開始したいと思いますので、この
チームに入って活動いただける方を募集いたします。奮っ
てご参加ください。
チームリーダー 竺文彦 info@otsu.ondanka.net

給湯、冷暖房、自動車など主な家庭の機器についての
温暖化防止対策の事例集を作成しますので、機器に関し
て実施された温暖化防止対策事例のご提供をお願いしま
す。8 月 31 日までに下記問い合わせ先にお送りくださ
い。様式は自由です。
なお、事例集の頁数には限りがあり、全文掲載できな
い場合もあることをご承知おきください。
問い合わせ先 温暖化防止対策事例集作成チーム
担当 林 info@otsu.ondanka.net

■これからのフォーラム活動
プロジェクト等の名称

場 所 ・ 内 容

日 時

プロジェクト・学習研究グループ
子どもが遊べる川づくり
菜の花
ビオトープづくり

里山保全
エネルギー
フォーカスグループ
委員会・実行チーム・事業部

おおつエコフェスタ実行チーム

おおつ市民環境塾実行チーム
エコライフデー運営支援チーム
里湖づくり事業実行チーム
事業部 KES 普及推進グル－プ

7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
7月
7月

21 日(土) 8：30 坂本公民館集合∥川の学校～大宮川探検
24 日(火) 13：30 大津市センター∥会議
18 日(水) 8：00 雄琴菜の花畑∥除草作業
8 日(日) 9：00 北大路どろんことーぷ∥カエルと遊ぼう
15 日(日) 9：00 北大路どろんことーぷ∥草刈り
22 日(日) 9：00 春日山ビオトープ∥生き物調査、補修整備
2 日(月) 9：00 春日山公園∥例会
15 日(日) 9：00 春日山棚田∥田んぼの鮒稚魚の引越しと生きもの探し体験
6 日(月) 9：00 春日山公園∥例会
7 日(火) 10：00 大津市センター∥定例会議
17 日(火) 9：00 平野公民館∥こどもエコ料理予行
22 日(日) 9：00 平野公民館∥こどもエコ料理

7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月

2 日(月)
3 日(火)
4 日(水)
28 日(土)
29 日(日)
7 日(土)
21 日(土)
5 日(木)
11 日(水)
14 日(土)
24 日(火)
27 日(金)

9：00 大津市センター∥作業
9：00 大津市センター∥作業、会議、びわこ放送取材対応
13：30 ふれあいプラザ∥出展者説明会
17：00 ピアザ淡海∥エコフェスタ前日準備
9：00 ピアザ淡海∥エコフェスタ 2018
9：00 野洲駅北口集合∥おおつ市民環境塾④
19：30 真野支所∥エコライフデー説明会
9：30 琵琶湖環境科学研究センター∥調査活動
9：30 琵琶湖環境科学研究センター∥湖底耕耘
9：00 びわ湖大津館∥里湖づくりシジミ復活大作戦
9：30 琵琶湖環境科学研究センター∥湖底耕耘
13：30 生涯学習センター∥審査員グループ定例会議

＊大津市センター；大津市地球温暖化防止活動推進センター（明日都浜大津 4F）
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