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01. 事業概要
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団体紹介

地方における観光事業や地域活性をテーマに、滋賀県

を拠点に活動を行っています。

TaBiwa＋Rは立命館大学が地域で活動する学生団体に

対して助成する事業である学びのコミュニティ集団形

成助成金、滋賀県内大学SDGs補助金採用団体です。

TaBiwa+Rとは

滋賀県内大学SDGs 補助金 学びのコミュニティ集団形成助成金

滋賀県内の大学および短期大学の学生の活動を対象にし

た補助金です。SDGsの認知度向上を図るとともに、社会

に出た学生がSDGs達成を意識した活動を地域や企業等で

取り組むことにつながるよう、学生が主体となって取り

組むSDGsの普及促進や達成に向けた事業に要する経費に

対し、補助金を交付します。

立命館大学独自の奨学金であり、課外活動を通じて学生

が成長することを期待して設立した制度です。立命館大

学内の学生でのグループで高い成果を期待される団体に

活動経費を与えるというものです。毎年、春に応募が始

まり多くの団体が応募します。正課外の活動にも取り組

んでみたいという人には活用して欲しい奨学金です。
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団体紹介 これまでの活動

２０１７ 年 ２０１８ 年 ２０１９ 年

2017年11月に立命館大学と甲賀

市が、連携・協力に関する包括協

定を締結しました。

そして、2017年12月に甲賀市を

フィールドにした「村の子プロジ

ェクト」がキャンパスSDGsで最

優秀賞を受賞を獲得しました。

地域をフィールドに活動する関係人
口を増やし、大学生・地域・自治体
の連携による地方創生の新たなロー
ルモデルを創り上げる「ふるさと
SDGs」を実践する事業として企画し
ました。そして、2019年11月の1ヶ
月間、甲賀市土山町にある空き家に
住みながら毎日企画を行いました。

キャンパスSDGs で発表したプラ
ンを、より持続可能に実施できる
ようにSDGsを共通言語としてリメ
イクしたものがSDGs地域共創型プ
ログラム「むらのこ」です。４名
のプロジェクトメンバーが中心と
なり、4つのプロジェクトを立案し
ました。

「むらのこ」 「甲賀でつながる３０日」「村の子プロジェクト」
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2020年度概要

若者が地域の魅力を
体験できるきっかけを創る

新しい時代の
観光地としての地域を発見

学生のアイデアや
魅力発信で地域活性化に貢献

甲賀市を主なフィールドとし、自然や人に触れ、
地域から持続可能な社会について考える

6
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02. 企画詳細
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Beyond Kitchen
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Beond Kitchen運営委員会が主催する第一回Beyond Kitchen CONTESTに甲賀市の餅や野菜を提供させていただきました。

Beyond Kitchen CONTESTとは、コロナウイルス禍で出た余剰食材を活用できないかということで始まったコンテストです。

甲賀部門には、15名の定員いっぱいの方に応募いただき、多くの斬新なレシピがうまれました。

現地にいくことが難しい中で、オンラインを通じて、多くの方々に甲賀市の魅力を知ってもらうことができたと思います。

また、この活動を通じて、オンラインの新たな可能性に気づくきっかけにもなりました。

VOICE

新型コロナウイルス感染症の影響で余剰となってしまった
食材を活用したアイデア料理コンテスト

日時｜2020年7月5日（日） 15:00-

主催｜Beyond Kitchen運営委員会

協力｜TaBiwa+R

　　　立命館大学Sustainable Week実行委員会

　　　とりあえずi（い）甲賀プロジェクト

           学生団体Orang Earth

　　　フードバンクびわ湖

後援｜Beyond COVID-19

詳細はこちら ▲



9

山の学習会

VOICE
甲賀木の駅プロジェクト・甲賀市の職員の方々の協力のもと、甲賀の木材を使ったイスづくり体験をさせていただきました。

普段自然に触れる機会が少なく、とても貴重な体験となりました。道具も本格的で、中々使い慣れない私たちに、地域の方々が

丁寧に教えてくださり、地域のぬくもりを感じました。木材を使って、他にも車のおもちゃやスピーカーまでつくれるという

お話を聞き、他のものをつくってみたいと感じたと同時に、多くの人に木に触れてもらう機会をつくりたいなと思いました。

甲賀市甲賀町大原地区にて、イスづくり体験
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山の学習会
甲賀市甲賀町大原地区にて、山の将来を考える2つの企画

ダム散策

甲賀木の駅プロジェクトの方 ・々甲賀市の職員の方々などと共に甲賀町櫟野のダム周辺の森林を散策しました。普段は入ることのできない山の

奥まで見せていただき、森林を使って何ができるかを考えながら楽しく散策ができました。その一方で、森林の管理問題についても知ることが

でき、素晴らしい資源があっても、手入れの足りない危険な状態では地域の方々に訪れてもらうことができないことを身をもって体験しまし

た。忙しい日常の中で森の綺麗な空気を味わいながら一息つくような時間が、もっと身近になればいいなと改めて感じた瞬間でした。円卓会議

では、甲賀市の山に関わる団体の方々が集まり、甲賀市の山の将来について議論しました。多くの方の意見を聞き甲賀市の山の課題、現状につい

て学ぶことができ、学生ならではの視点で地域に還元できる企画を行うことができたらいいなと思いました。

VOICE

円卓会議
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滋賀TaBiアルバム

VOICE
Sustainable Week実行委員会が主催するSustainable Week2020にて企画を行いました。

コロナウイルス禍でも滋賀県の魅力を発見するべく滋賀TaBiアルバムと称し、滋賀県で撮った思い出の写真を募集しました。

TaBiwa+RのメンバーもYouTubeで自分たちの写真を発信し、滋賀県の新たなスポットの発見や皆さんの滋賀県への愛が伝わ

る企画になったと思います。

日時｜2020年10月5日(月),7日(水),9日(金)12:00-12:20

主催｜TaBiwa+R

協力｜立命館大学Sustainable Week実行委員会

全3回、TaBiwa+R のメンバーと滋賀の魅力を伝えるトークセッション

第1回 ▲ 第2回 ▲ 第3回 ▲

YouTube配信（全3回）
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詳細はこちら ▲

滋賀TaBiアルバム

日時｜2020年10月10日(土) 10:00-11:00

主催｜TaBiwa+R

協力｜立命館大学Sustainable Week実行委員会

10年後のびわ湖やそこに根ざす暮らしに向けて、楽しみたいこと、

取り組みたいことを言葉にした「びわ湖との約束」についてゲストを招きトークセッション

VOICE
Sustainable Week実行委員会が主催するSustainable Week2020にて企画を行いました。滋賀県琵琶湖環境保全課 一伊達

さまやNPO法人碧いびわ湖代表理事 村上さまにもご出演いただき、びわ湖とのやくそくについてお話しいただきました。

自分たちのこれからの行動を考えるきっかけになり、多くの人たちにもこの活動を広めたいと思いました。

この企画を通じて、まだ自分たちの知らない景色や活動もあるので、もっと多くのことを知り、その情報を多くの人に発信

していきたいと思いました。

YouTube 配信の様子 ▲
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TaBiwa Day

日時｜2020年2月6日（土） 投票開始

主催｜TaBiwa+R

VOICE
Sustainable Week2020の滋賀TaBiアルバムに続き、今回はフォトコンテストを開催しました。テーマはHot Shigaというこ

とで、ホッと温まる写真や滋賀県のホッとスポットなどの写真が集まりました。また、投票もSNSを使った投票にしたこと

で、より多くの人に興味を持っていただき、参加していただくことができました。私たち自身滋賀県の新たな発見があったと

ともに、コロナ禍においてどのように人に伝えていくかについて考えるきっかけになりました。

フォトコンテスト詳細は P 32

Instagram ▲ Facebook ▲

TaBiwa Dayの様子は公式SNSにて公開

1日で滋賀の魅力を体験！発見！貢献！できる3つの企画を開催



TaBiwa Day
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TaBiwa Day

「TaBiwa＋Recipe」では、地域の方から地域食材を使ったレシピ

を直接伺い、TaBiwa＋Rメンバーが作ってレシピを公開すると

いう企画を行いました。直伝のレシピだけでなく、使用した地域

食材を購入できる場所やサイトも発信することで、実際にその

地域で外食することは難しくても地域の食に興味をもってもら

えるよう考えました。これからさまざまな関わりを増やす中で

「TaBiwa＋Recipe」も更新していければと思います。

今年度の活動の振り返りとアンケートを使った滋賀県の認識に

ついてのワークショップを行いました。ワークショップに向け

て、SNSをつかって琵琶湖や森林について簡単にアンケートを行

いました。それらをもとにアンケート結果の考察と、どのように

企画につなげていけるかについて議論しました。滋賀県＝琵琶湖

の印象が強く、森林はあまり身近ではないことを改めて理解し、

地域の森林についての発信の必要性を感じることができました。

1日で滋賀の魅力を体験！発見！貢献！できる3つの企画を開催

詳しくは P 42 詳しくは P 46



03. 講評
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メンバーの声

新体制で活動を始めた2020年度でしたが、
TaBiwa＋Rの活動だけにとどまらず、何をす
るにもコロナウイルスの影響を受け、もどか
しいことが多かった1年だったと思います。そ
のような中で、どうにかやりたいことができ
るよう一緒に考えてくださる方々や、慣れな
いオンライン企画でも応援して協力してくだ
さる地域の方々のおかげで今年度もやり切る
ことができたと感じます。また大勢で行う企
画が制限される中で、自然と自分自身が滋賀
県や甲賀市について学ぶ機会が増えました。
昨年度とは違った視点で、地域に向き合うこ
とができました。

16

荒木 真凛（食マネジメント学部２回生） 中西 愛裕美（食マネジメント学部２回生） 佐藤 彩香（食マネジメント学部1回生）

新型コロナウイルス感染症の影響で実際に地
域に行く機会が少なかったのですが、イス作
りや、円卓会議などで地域に行かせていただ
いたときには、地域の方々が優しく私たち
TaBiwa+Rメンバーのことを迎えていただき
改めて地域の温かさを実感しました。コロナ
ウイルスが終息後、また地域にお邪魔させて
いただきたいと思います。
また、私自身、滋賀について知らないことが
まだまだたくさんあるので、地域の方々に教
えていただきながら、これからも学んで行き
たいと思います。

新たな視点で地域に向き合う 地域の温かさを改めて実感
今年度から活動に参加し、コロナウイルスの

影響で中々想像していたような活動ができま

せんでした。その中で、他の団体との協力や

個人のスキルを活かしたオンラインでの活動

を行うことができたので良かったと思います

。また、オンラインで活動したことにより、

多くの人と出会うことができ、コミュニティ

は増えたと感じています。今後はオンライン

からオフラインへつながりを継続し、大学生

の視点から地方創生について取り組んでいき

たいと思います。

多くの人とのつながりができた



あああああああああああああ

メンバーの声

昨年度から活動を引き継ぎ、今年度は活動の様子を見
ている立場でしたが、コロナ禍で活動が制限される中
、試行錯誤しながら地域や他団体ともつながりを創る
ことができたのではないかと感じています。今後も、
地域との多様に関わりながら活動が発展することを期
待しています。

他団体とのつながりができた
今年度は活動地域を広げながら「滋賀の魅力発信」が出来たの
ではないかと感じています。地域活動はオンラインから遠いと
ころもあり思うような活動が出来なかった局面も多くありまし
たが、その分多くの人に発信するような企画を生み出せたので
はないかと思います。本団体で得た地域や人とのつながりを一
時的なものに終わらせず、団体や個人でつながりを継いでいけ
るような循環を作れたら良いなと思っています。

活動地域を広げ多くの人に発信できた

中西 優奈（生命科学部4回生） 西野 日菜（理工学部学部4回生）
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今年度の活動として魅力的な企

画や計画を立てていましたが、

コロナ禍の状況が想定を超えて

長引いてしまい、思い描いた活

動に至らず思い悩んだこともあ

ったかと思われます。コロナ禍

が長引いていることを踏まえ昨

年末から計画を大幅に変更し、

オンラインを中心とした活動へ

変更を余儀なくされましたが、

団体の目標である「地域コミュ

18

講評

困難な状況の中、やり切った１年間

ニティ形成を軸として、地域の

魅力を発信する」の「発信」部

分については、地域の方々のご

理解やご協力、オンラインの活

用などの工夫により、やり切る

ことができたと思います。さま

ざまな想定し得ない状況を克服

し乗り越えてきたことで、今後

の更なる飛躍にも繋げていける

と確信し、引き続き次年度の活

動の進展に期待しています。
大藪康成（BKC地域連携）



04. ふるさと体験談
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#01 草津宿場まつり



友人の誘いでこの委員会に入り今年で6年目になりま

した。委員会は総務部会・時代行列部会・ステージ

部会の3つに分かれています。今年はステージ部会の

メンバーでしたが、昨年まではその部会長を務めて

いました。委員会は毎年一般の方からボランティア

で募集して運営しています。個人だけでなく、ボラ

ンティア団体や企業も多いですね。また、立命館大

学や龍谷大学など学生団体の参加もよくあります。

関わるスタッフは毎年変わるので、その年集まった

メンバーでやりたいことや得意なことを協議して、

企画を考えています。「こんなことをやってみたい

！」と自ら提案してくれる方もいるので、新しいこ

とにも挑戦しています。学生が多かった年は、学生

だけで1つのブースを担当してもらい、企画と運営を

やってもらったこともありました。違う大学の学生

同士で協力してもらうこともあるので、運営の中で

新しい出会いや交流が生まれるかもしれませんね。

毎年進化する草津宿場まつり

暖かい春のひとときを楽しむ
東海道の通り・市役所周辺・草津駅前のステー

ジなど、さまざまなところで催し物をしていま

すが、やはり時代行列が一番の見せ所です！少

しずつ工夫しながらも、長年続く歴史あるイベ

ントです。参列者は一般募集で、選考会を通し

て選ばせていただきます。念入りに衣装合わせ

をして、映画に出てくるような本格的な衣装や

髪型を当日バッチリきめてもらいます。草津宿

場まつりはもともと「さくらまつり」という名

前でした。旧草津川にまだ水が流れていた頃、

川沿いの桜で花見をしながら飲んだり食べたり

して、春のひとときをみんなで楽しむ祭りだっ

たそうです。

そこから派生して、今の宿場まつりが生まれま

した。今、宿場まつりを開催するのは4月下旬

でもう暖かくなって桜は散ってしまっています

が（笑）そのような昔からの考えを軸にして、

春のひとときをゆっくりしてほしいという思い

で祭りを作っています。

宿場まつりは地域でも大きな祭りですが、草津

駅と南草津駅の微妙な距離もあり、知っていて

も行ったことがない方もいるでしょう。数年委

員会に関わる中で新しい考えが生まれることは

ありますが、参加者が楽しめるものを作ろうと

いう気持ちは変わりません。

ぜひ一度訪れていただけたらと思います。

伝統と進化の草津宿場まつり

#01
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新型コロナウイルスの影響

変化する地域のニーズのために

コロナウイルスについては、2月末に大きな報

道があり、3月頭には委員会の中でも話が出て

きました。今はほとんどのイベントが開催自粛

していますが、その頃はまだ行なわれているも

のもいくつかあったんです。そのため「仕方な

いけれど中止にしよう」という意見の他に「こ

ういう情勢だからこそ工夫して、

正直、地域活性にゴールはないと思います（笑）

特に草津のように人口流入が多いと、時代や人の

移り変わりも激しく、求められるものがどんどん

変わっていきますよね。ある目標を達成した頃に

は、また新しいものが求められていたり･･･。ゴー

ルとまでは言えませんが、常に街の人が求めてい

るものにアンテナをはっておくのが、地域活性化

に近づく一番いい方法ではないかと思います。

宿場まつりは地域でも大きな祭りですが、草津

駅と南草津駅の微妙な距離もあり、知っていて

も行ったことがない方もいるでしょう。数年委

員会に関わる中で新しい考えが生まれることは

ありますが、参加者が楽しめるものを作ろうと

いう気持ちは変わりません。ぜひ一度訪れてい

ただけたらと思います。

少しでも街のために開催するべきではないか」と

いう意見もありました。話し合いの末、3月末に

は中止の判断を下しました。残念でしたが、のぼ

りを上げたり宣伝していたところは片付けるとい

うことになりました。既にほとんどの協力団体に

話が済んでいたため、お断りの電話もたくさんし

ました。逆にステージに出演予定だった学生団体

さんからは「練習ができないため、出演が難しい

かもしれない」という連絡もいただきました。さ

まざまな事情を考慮し、できるか？できないか？

の狭間での判断でしたね。今はまだ難しい状況で

すが、街の活気のためにも何とか早く落ち着きた

いですね。一刻も早い収束を願っています。

荒木 真凛
(食マネジメント学部２回生)

草津に住んでいる私にとっては昔からよく

訪れる身近な祭りの1つだったので、裏側

や運営の方の思いを知ることができ、不思

議な気持ちになりました。伝統を守りなが

ら新しいことに挑戦していくという姿勢は

、様々な地域と関わって

企画を行う団体

として、参考に

しなければなら

ないと感じまし

た。

取材後記
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#02 くさつ Farmar’s Market

23



なぜFarmers' Marketを
開催しようと思ったのか

内田さんは大学2回生の終わりに自身の器を広げる

ために2年間大学を休学しニュージーランドとカリ

フォルニアに留学されてました。

その中でも特にニュージーランドの自然豊かで、

心落ち着く雰囲気に魅了されたそうです。

そんな心温まる、ゆったりとした場づくりを

日本でも行いたいと考え、農家さんと直接会

話でき、地域の人の憩いの場となる空間を作

ろうと考えられました。2つ目は、日本では

あまり多く見かけないファーマーズマーケッ

トが、留学先で、毎週開催されていたそうで

す。実際に行って、楽しく魅力満点だったた

め、日本でも同じマーケットを作りたいと思

ったそうです。また、人にも優しく、地球に

も優しいオーガニックをもっと日本でもスタ

ンダードになってほしいと思い、オーガニッ

クをメインとしたファーマーズマーケットを

開催しようと思われました。

くさつFarmers' Marketを開催して嬉しかっ

たことは、ファーマーズマーケット開催当日

の朝の集合時間に出店して下さっている農家

さんたちがたくさんの野菜を持って来てくれ

る姿を見るときや、買いに来てくださる方の

顔を見ると、とても嬉しく開催して良かった

なと思う瞬間だそうです。

みんなの笑顔が自分の笑顔に

くさつFarmers’ Market

#02
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新型コロナウイルスの影響で6月に開催予定

だった、くさつFarmers' Marketが中止され

ました。

開催を心待ちにして下さっていた来場者の方

や協力して下さっている方と会えなくなって

しまい、とても残念な気持ちだそうです。

しかし、コロナ禍の中でも開催を心待ちにし

ているお客さんのために野菜セットを宅配す

る計画を立てておられます！限定販売だそう

です！

新型コロナウイルスの影響

内田さんは大学を卒業され、現在は社会人とし

て働いておられますが、持続的に開催し続けら

れるようにくさつFarmers' Market運営委員会

を立ち上げられました。

これからもずっと地域の方々の憩いの場を作り

続けられるように運営委員会が一丸となり奮闘

され続けています。

これからの
くさつFarmers' Market

中西 愛裕美
(食マネジメント学部２回生)

くさつFarmers' Market発起人、内田修次さんに

くさつFarmers' Marketへの思い、新型コロナウ

イルスの影響についてお話しいただきました。

インタビューをし、人と人とのつながりや出会い

の大切さについて学ぶことができました。

取材後記
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#03 甲賀木の駅プロジェクト



地域と育てる
甲賀木の駅プロジェクト

甲賀木の駅プロジェクトは平成26年から始まり

ました。当時は木の値段も下がり、地域の人が森

に入る機会もなく、山が荒れていました。丁度そ

の時全国的に「木の駅」の活動が盛んになってい

た時期だったこともあり、これを利用して地域活

性化を目指そうということで設立しました。プロ

ジェクトは地域の方ばかりで構成されており、男

性がほとんどですね。木の駅設立のきっかけとな

った県の職員さんであったり、オブザーバー的な

立場で関わってくださっている女性はおられます

。実際に山の中で木を扱う人の他に、プロジェク

トに共感して応援してくれる方もいらっしゃいま

す。プロジェクトを始めたすぐは、木の正しい切

り方もわからず、それぞれが独自の方法でチェー

ンソーを使っていました。

甲賀木の駅プロジェクトの始まり

しかし、使ったことがないという人がほとんど

でした。そのため安全に使う方法を教えること

で、自分から山に入れる人を増やしたり、森に

興味をもってもらうことを目的として、講習会

を開催しています。まさか自分たちが講習会を

開いて教える立場になるとは思わなかったので

、始めの頃を思うと大きな進歩を感じます。

「プロよりも安全に」を基本として活動してい

るところが、良いのではないかと思いますね。

また過去3年間を通して、旧甲賀市自治区23区

を対象に講習会を行ってきました。

毎年、多くの方に興味をもってもらうことがで

きました。

山をもっと近い存在に

これではダメだと思い、他府県から同じ先生に

３年連続で講習に来ていただきました。そうす

ることでやり方を統一したんです。当時は山の

中にある木を切って出してこられるのが1～2人

程度でしたが、今はプロジェクトメンバーのほ

とんどの人がチェーンソーを使えるようになり

ました。

甲賀木の駅プロジェクトでは定期的にチェーン

ソーの講習会を行っています。甲賀市では昔か

ら山に入っていた家が多いため、家にチェーン

ソーが元々ある家が多いんです。

#03
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継続的に企画を行うことによって「甲賀木の

駅プロジェクト」という名前を知ってもらえ

るようにはなりましたが、まだまだだと思い

ます。地域の人には木の駅プロジェクトに入

ってほしいというよりは、積極的に山に行っ

たり、自分から山に関わる人が増えてくれる

とありがたいです。プロジェクトメンバーだ

けでは年間100ｔを切り出すのが限界で、こ

れ以上やろうと思うと地域の人の協力がやは

り必要になってきます。活動を通して「山の

手入れが大切だ」ということは分かっていた

だけるかもしれませんが、それをどのような

行動として地域に広げていくかが問題です。

楽しみながら守る甲賀の里山
コロナ禍において、山の関係者の間ではあまり自粛

などはありません。山の中での活動が主なこともあ

り、密の心配や喚起の必要がないからではないかと

思います。甲賀市でクラスターがあった際は、会議

室の閉鎖などにより、オンライン会議を行ったこと

はありました。年配の人には難しい点もありますが

、そこまで困ってはいません。特に甲賀木の駅プロ

ジェクトでは中心のメンバーが会社勤めを終えてい

る方が多く、あまり直接的な影響は受けていないよ

うに感じます。

コロナ禍の影響
イノシシや鹿がいる山に急に入って「木を切っ

てみて！」というのは難しいでしょう。

　山を何とかしなあかん！という理屈で考える

よりも、まずは遊びの感覚で山に関わってほし

いです。獣害対策や伐採も大切ですが、遊びな

がら里山の整備になるようなことができればい

いですね。ダムの周りの森を散歩したり、子ど

もたちは月に1回でも森で遊んだり･･･甲賀の里

山がそういうところになってくれればいいなと

思います。また、若者や他の地域の人が山に関

わることで、地域の人の見方が変わる可能性も

あります。とにかく楽しみながら関わってほし

いですね。

荒木 真凛
(食マネジメント学部２回生)

甲賀市の森林を盛り

上げる場に、学生の

立場として関われる

ことにありがたさを

感じました。

今年度から「やまの健康」で関わらせていただ

いている甲賀木の駅プロジェクトさんですが、

創設当時のお話しなどを改めて伺うことができ

ました。2022年に植樹祭を迎える、

取材後記
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#04  菜の花エコプロジェクト 
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菜の花エコプロジェクト 
（NPO法人愛のまちエコ倶楽部）

#04

滋賀県愛東町で「あいとうエコプラザ菜の花館

」を拠点に、地域内資源循環を目指す「菜の花

エコプロジェクト」の活動を行っている団体で

す。田舎もん体験や農家民泊、新規就農サポー

トなどの独自事業も展開し、環境学習の拠点と

して受け入れ活動なども行っています。

NPO法人愛のまちエコ倶楽部とは

これらの活動の始まりは、びわ湖で起こったせっ

けん運動です。1977年、びわ湖では赤潮が大発生

しました。原因は肥料や合成洗剤に含まれている”

りん”でした。この赤潮発生を契機に、婦人会や消

費者団体などが主体となり、天然油脂を使用した

粉石けんを使おうというせっけん運動が始まりま

した。これを機に、愛東町の婦人会の方たちが、

自分たちでゴミを分別し、生活から環境にやさし

い地域づくりを目指し活動を始めました。そして

、1998年に「菜の花エコプロジェクト」が始まり

ました。

せっけん運動

菜の花エコプロジェクト
現代は、菜の花を含め、いろんな食料が海外から輸

入されています。多くのものが簡単に手に入るよう

になった一方で、本来の自給自足という生存のベー

スの部分が失われていくのではないかと懸念点もあ

ります。菜の花エコプロジェクトは、食、エネルギ

ーそして人とがつながりを大切にし地域自立を促す

プロジェクトです。この活動は愛東町からはじまっ

た地域内資源循環モデルであり、2001年には、菜の

花プロジェクトネットワークも立ち上がり、全国的

に活動が広まっています！このような地域資源を活

用する活動は30年近く前から行われてきましたが、

なかなか理解してもらうことが難しかったようです

。そこで、大切なのが見える化することでした。

菜の花エコプロジェクトでは、菜ばかり（菜種油）

や愛しゃぼん（粉石けん）の販売、まちのコミュニ

ティバスへの燃料利用などが行われています。これ

らを通じてプロジェクトが見える化されることで、

多くの方にこのプロジェクトを知っていただけるき

っかけになっています。（私も菜ばかりを通じてこ

のプロジェクトに出会いました！）

菜の花館
活動拠点でもある「あいとうエコプラザ菜の花館

」。この施設は、菜ばかりや愛しゃぼん、燃料を

つくる場所としてだけでなく環境学習の拠点とし

ても使われています。活動拠点でもある「あいと

うエコプラザ菜の花館」。
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住民がつくる愛東

人口減少やどのように愛東を魅せていくかなど課題

はまだあります。その中で、空き家を活用したコミ

ュニティ拠点や新しい挑戦の場となるような宿泊施

設など、愛東の資源を活用し、行政と民間の架け橋

として、みんなが輝けるようなまちづくりをこれか

らも目指しています。キーワードは”生きていける

地域”。「正しさ」ではなく、「自分の感覚」を大

切にできるような、そんな地域にしていけるといい

なとおっしゃっていました。また、これらの活動に

はインターン生や大学生なども積極的に関わってい

ます。地域の魅力発信やイベントの運営など、大学

生ならではの視点・活動でプロジェクトに関わるこ

とができます。色んな関わり方があるなかで、大学

生の挑戦の場になっていくといいなと思いました。

まだまだ続く挑戦この施設は、菜ばかりや愛しゃぼん、燃料をつく

る場所としてだけでなく環境学習の拠点としても

使われています。エコを掲げる活動だけあって、

施設にもエコな仕掛けが！屋根にはソーラーパネ

ルがあり、風力発電の仕組み、また雨水を回収す

る仕掛けもあります。また、排熱を床暖房に利用

するなど施設内でも自然を有効活用したエネルギ

ーが使われています。また、隣接するマーガレッ

トステーション（重点道の駅）には直売所があり

地域でつくられたものをすぐうることができます

。野菜だけではなく、花や加工品、お弁当まで売

っています！新規就農の方も、つくったものをす

ぐに売ることができ、農業の一つの壁である流通

をサポートしてくれます。他にも、マーガレット

ステーションには研修施設、

愛東のまちは、行政・住民が一体となってまちづ

くりを行っているのが印象的でした。市民が参加

する町づくり協議会や地域おこし協力隊の活動な

どが積極的に行われていました。また、まちを散

策すれば、スーパーをコミュニティコンビニに生

まれ変わらせる活動があったり、レストラン・福

祉施設・木工工房が集まり、地域の人々が関わり

あう拠点があったりと、とてもたくさんの魅力・

可能性を発見しました！

そして訪れた人が楽しめるような体験施設やレス

トランもあり、地域の大切な場所になっています

。挑戦を後押ししてくれる、そんな存在になって

います。

取材後記

滋賀県のせっけん運動から始まった活動ですが

、地域の多くの方々が関わりあい、循環する仕

組みをつくっていて

とても印象的でした

。誰か一部の力では

なく、地域の力につ

いて考えるきっかけ

になりました。 佐藤 彩香
(食マネジメント学部1回生)
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05. TaBiwa+Rバム
滋賀TaBiとTaBiwa Dayにて開催した

フォトコンテストの写真をTaBiwa+Rバムとしてまとめました
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夏に白鬚ビーチに行きました。大きなアヒルがびわ湖の主のごとく

そびえ立っていて、子供達が果敢に登ろうとしますがなかなか手強

く、落ちます。

高島市

世界遺産・厳島神社を彷彿とさせる光景から”近江の厳島”と呼ばれ

る「白髭神社」。琵琶湖の中に大鳥居を構える絶景は、ビワイチの

疲れを癒やしてくれます！
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高島市

「新・日本の街路樹百景」でお馴染みの、マキノのメタセコイア並木道
に雪の降る夜景で、降る雪が玉ボケになるようにフラッシュを使用した
撮影です。綺麗な玉ボケが想像を超えて沢山写りました。

今年の夏、高島に旅行をして、朝早起きして、琵琶湖から伊吹

山に登ってくる日の出を見ました。

マキノの民泊で、裏山の竹を使った流しそうめんをしました。子ども
たちと一緒に、竹を切り、節を取ってと一手間いりましたが、山の恵
みでこんなこともできるんだ！と嬉しくなりました

家族旅行で高島市に行く道で、車から見えた風景です。青い空と青い

琵琶湖が綺麗で思わず撮ってしまいました！
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息子が山城好きで、息子が小学生のころからよく登りました。最初は息子
が興奮しているのがよくわからなかったのですが、子に教えられて私も山
好きになりました。

TaBiwa+R創設の直前、滋賀の魅力調査の一貫してSustainable Weekの創設者と

一緒にワカサギ釣り！！冬の朝一、滋賀県の雄大な自然の中で寒さに震えながら

Sustainable Weekの未来について話したこともいい思い出です

長浜の体育館に後輩の試合を見に行ったついでに食べました！
９月初旬、姉川河口の橋でサギの群れを目にして思わず車を停めました。

川をさかのぼり始めた小鮎を、マスクもしないで集まって食べていました。

長浜市
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長浜市

大学で遠く離れた地域に引っ越した、その夏休みに帰省したときの思い出です

。高校で助け合った仲間と、長浜までプチ旅行しました。電車で揺られる時間

、同じ滋賀でもちょっぴり違う空気に不思議な心地よさを感じました。例え同

じ場所に出掛けるとしても、季節や天気、そして誰と行くか、自分達がどのよ

うな境遇に生きているかで、その思い出の色は無限だと感じる旅でした。

高校時代の友人とのランチ帰りに、素敵な空を見ることができました。

この場所ではちょうど１年前に同じ友人たちと語り合った場所でもあり

ます。高校でのちょっとした思い出、進路のこと、これからも時間つく

って会いたいね、大切なこともたわいのない話も心の落ち着いた状態で

共有し会える友人に出会えてよかったです。

草津市
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大津市

山頂には年末の雪が残る中、展望台で仲良く双眼鏡を一緒に覗いている
兄妹の様子です。比良山系を臨みつつ、普段生活を過ごしている場所を
見つけては喜んでいました。

冬に琵琶湖にやってくるゆりかもめです。琵琶湖を眺めていると自然と
集まって来てくれました。エサが欲しかったんでしょうけど、なにも持
っていませんでした。

大好きだったおばあちゃんのお墓参りに行った後、いとこと弟が3人
並んで歩く。男3人で何を話しているんだろう。そんなとき3人そろっ
て左を向いた。おかしくなって写真をパシャリ。

琵琶湖を眺めながらお酒・食事を楽しむ船上ビアガーデン「びわ湖 ビア
・ボート」に行ってきたときにきれいに見えた琵琶湖の夕焼けです。　
いつになったらまた乗れるのか
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大津市

久しぶりにマルシェ行った時の写真です！地元の商品であったり、

地域の方々とお話できたり、温かさを感じる場所でした！
近江舞子の浜で橋板から子どもがジャンプ！去年よりも遠くに飛べ

るようになりました。琵琶湖で子どもの成長を感じています。

仕事帰りにみつけた銭湯、とても気持ちよくて、後で調べるとリノベ
ーション銭湯でした！小さいサウナと、地下水汲み上げの水風呂が、
最高に整います！

学校が離れてなかなか会えない地元の友達と、屋台で買い込み湖岸に座って

食べながら花火を見ることが、年に1回ある花火大会の日の楽しみでした。
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びわ湖から京都・大阪へと流れる瀬田川で毎年行われている、建部大社の「船幸祭」

建部大社から川岸まで大神輿をのせた船が船団を従えて瀬田川を往復し、船団が瀬田

浜へと帰ってくるのに合わせて、大きな声援の中で花火が上がります！

たまにある自由時間にクラスのみんなで景色を見に行った。

たくさん話せて楽しかった。

2018年に「浜大津」駅から「びわ湖浜大津」駅に名前を変えた、京阪大津線のびわ湖浜
大津駅。ふと写真をみかえしていたら、前の「浜大津」駅のときの写真が出てきました！
いまは看板もなく、壁も塗り替わっていますが、路面電車が交差するこの風景は変わりま
せん。観ているだけでワクワクします！

神戸の友達が草津に通院しており、草津在住の私と度々会えるように。彼女の
手術が決まり、一緒にお参りに行きました。石段を登り、歴史を感じ、綺麗な
空気を吸って、清々しい時間を過ごしました。手術、無事成功しますように。

大津市



絞り染め体験をした時の一枚です。真夏日に行いまし方、染め物
を洗う時の川から引いてきた水がとても冷たくて気持ち良かった
のが思い出です！

滋賀と岐阜の県境にある伊吹山のスキー場へ！ラジオDJがいる珍しいス
キー場でお便りを出したら、自分のリクエスト曲が流れました笑　伊吹山
の雄大な自然の中で、最高のスノースポーツができます！

親元が日野町で幼い時から食しているお漬物です。嫁いだ先でも毎年

栽培して冬には、お漬物にして食べています。桜色が鮮やかで、食が

進む美味しい一品です。

境内にはたくさんの花が植えられており蝋梅が年の始めに咲きます。
蝋梅は『素心蝋梅』『満月蝋梅』の2種類が咲いていて甘い香りで包まれています。
5月の『なんじゃもんじゃも』有名で季節を問わずたくさんの方が参拝されます。
今はコロナで出来ませんが、マルシェ等も行われてます。

蒲生郡

米原市 近江八幡市

近江八幡市

40



41

彦根市

滋賀に引っ越してきて数日経った日、近くを散歩した時に撮った1枚。田ん

ぼのあぜ道の真ん中を通ったときにふと見上げた空がどこか幻想的だった。

滋賀に移ってきた私の今後を思わせるかのような、雲が乱れる空の向こうに

陽が昇っている。と言いたいところだが沈んでいる。

地元・甲賀市でとれた夏野菜を使って、暑さに負けないワンプレー

トを作ってみました！甲賀市内の農家さんからいただいたカラフル

なミニトマトが可愛くてお気に入り！

甲賀市
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06. TaBiwa + Recipe



おもち蒸し

1．白菜をそぎ切りする

2．もちを食べやすい大きさに切る

3．チーズをのせ、軽くラップをかけ電子レンジ

　   500Wで2分~2分半温める

4．ポン酢をかけて、かつおぶし、ねぎ、海苔を

　   盛ってできあがり！

・甲賀もち工房の半餅（はんべえ）6枚

・白菜　2~3枚

・チーズ、かつおぶし、ねぎ、海苔、ポン酢　適量

甲賀もち工房HP ▲甲賀もち工房 ▲

今回の主役！半餅はここで買えます

材料 作り方

いつも同じ食べ方になりがちなお餅のアレンジレシピ！
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つぼみ菜のからし和え

るシオールファームHP ▲るシオールファーム ▲

今回の主役！つぼみ菜はここで買えます

・蕾菜　500g　　・だし醤油薄口　大さじ3

・粉末だし　小さじ1　　・砂糖　ひとつまみ

・かつおぶし　適量　 　 ・からし　大さじ½

1．つぼみ菜をゆがく（塩少々）

2．串が通るくらいになれば、ザルにあげる

3．水気が切れたら、ボールに入れ、だしと

　  かつおぶしで和える

4．だし醤油薄口とからし、砂糖をよく混ぜて、

　  ③に入れて、できあがり！

材料 作り方

今が旬！βカロテンやビタミンEを含み美容効果も期待できるお手軽料理！
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ミックスリーフのサラダチキン

オモヤキッチンHP ▲
草津Farmar’ s Market 出店

オモヤキッチン ▲

今回の主役！ミックスリーフはここで買えます

・ミックスリーフ　1袋

・鶏むね肉　１マイ

・塩こうじ　適量（大さじ１程度）

1．鶏むね肉にフォークで穴をあけ塩こうじをもみこむ

2．１をチャックつき袋に入れ、空気をしっかり抜く

3．鍋に湯をわかし沸騰したら火を止め、２を鍋に入れ

　  蓋をし、冷めるまでそのままにしておく

4．ミックスリーフを洗い、一口大にちぎり皿に盛る

5．鍋のお湯がさめたら鶏肉を取り出し、そぎ切りにし   

　  ミックスリーフにのせ、できあがり！

材料 作り方
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アンケート結果
TaBiwa Dayの「ふるさとワークショップ」にて、今までのTaBiwa＋Rの活動を振り返り、

SNSでのアンケート結果から地域の認識や人々が求めていることについて探りました。

滋賀といえば 滋賀にこんな場所が欲しい

県内にもアスレチックを楽しめる場所はありますが、交通の

便などであまり身近に感じない人もいるようです。琵琶湖が

真ん中にある分、県内移動が意外と大変だなと思います。そ

れなら、いっそのこと琵琶湖をつっきれるような船などがで

きると面白いなと思いました！自然がたくさんあるからこ

そ、もっと身近に自然に触れるような機会が増えるといいな

と思います。また、山の自然を活かした学習所などができる

といいなという話がでました。今のコロナウイルスの中では

ピッタリで、なんだか勉強にも集中できそうな気がします！

山の所有問題など課題がある中で、山の資源を活かして、さ

らに、山に触れるような場所ができるといいなと思います。

気軽に自然、スポーツを楽しめるところや
アスレチックがほしい！

やはり滋賀県といえば「琵琶湖」。そのイメージがとても強

く、他のものの印象が薄いという点は問題ですが、逆に「こ

んなに答えが一致する県はないのでは！？」という意見も

出ました。しかし「滋賀は琵琶湖でしょ！」という割には、

私たちも含めて、まだあまり琵琶湖について詳しく知らな

い気がします。滋賀県民のなかでも、琵琶湖のどんなところ

がいいのか、また改善していかなければいけないことは何

なのかなど、説明できる人は多くはないと思います。たくさ

ん琵琶湖を知って大切にしたうえで、「滋賀といえば琵琶

湖！」と言えるようにしていきたいと感じました。

琵琶湖
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今後の展望

今年度は「発見、体験、貢献」をテーマとして活動しました。新たな発見を増やすことはできましたが、対外的な地域での企画
を行うことができず、足りない部分もありました。今後は「発見、体験、貢献」を継続しながら、得た知識と反省を活かして1
段階レベルアップした活動にしていきたいと考えています。まずは「やまの健康」において、滋賀の山や森についてもっと知っ
てもらう機会を作っていきます。山の魅力や豊かさ、解決しなければいけない問題について学んだ経験を活かして、地域の人が
山を身近に感じつつ、森林維持に繋げられるような活動を進めます。次に地域とのつながりをより深くしていきます。現地に行
く機会が減ったことでつながりが薄れてしまった地域もありました。内容と感染対策の両方を工夫し、アイデアを出していきた
いです。またコロナ禍において始めた企画をこれからも継続していき、オンラインでの広報もさらに力をいれていきます。
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