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びわこ市民活動応援基金助成
採択団体

長浜市にある虎御前山は、高さは約230ｍで南北に長く旧虎姫町から
湖北町にまたがり、遺構が眠る宝の山として地元住民に慕われています。
虎御前山 古墳と中世城郭保全顕彰会は、この虎御前山にかつて築かれた
織田信長の城と5 ～ 6世紀に造られたと思われる古墳を調査し、国の史
跡指定を受けることを目的に活動を始めて今年で5年目になります。

虎御前山 古墳と
中世城郭保全顕彰会

これまで、散策道の草刈りや階段整備、看板設置などの整備を継続的
に行い、昨年からは古墳の調査と測量も始めました。整備活動には多く
の地域住民が参加し、協力し合って進めてきて、今回多くの市民に知っ
てもらいたいと、古墳説明会を開催することが出来ました。
Mirai Fund Ohmi
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●連絡先：滋賀県長浜市三川町1635-2
TEL：0749-73-5030
FAX：0749-73-5037

Activities

「未来ファンドおうみ」は、市民みなさまからのご寄付を、助成金として市民活
動へつなげ、そして、その市民活動の広がりによって一人ひとりが豊かに暮らせる
地域社会を目指しております。
このコーナーでは、当基金の助成事業の採択を受けた市民活動団体から活動内
容をご紹介いただきます。

びわ湖の日基金助成

生きものを育む水田とともに
農村を元気に！
せせらぎの郷
須原で活動するせせらぎの郷では、昔ながらの田んぼのよ
うに、琵琶湖の固有種であるニゴロブナなどの産卵場所とし
ての機能を取り戻すため、排水路に魚道を設けるなど生き物
にやさしい環境保全型農業を行っています。都市住民との交
流活動として毎年行っている生きもの観察会や田植え・稲刈
りなどのイベントでは、東京など県外からも多数お越しいた
だいています。今年度は「いきもの命のゆりかご講座」を開催
し、参加者のみなさんに食育や琵琶湖と生きものとのつなが
りなどについても学んでいただいています。今後は、須原の
魅 力 を PR し て い く と

▲稲刈り体験

ともに、現在取り組ん
でいる「お酒づくり」な
ど第6次産業化の取り組
みなど、地域を元気に
●連絡先：滋賀県野洲市須原219

する活動を進めていき
▲いきもの命のゆりかご講座

TEL：090-9214-0055

たいと思っています。

E-mail：ayao@hori55.com

びわこ市民活動応援基金助成

地域の皆さまの安全で
安心な暮らしをサポート

NPO 法人ユウ・アンド・アイ

私たち NPO 法人ユウ・アンド・アイは、草津市域を中心と
して地域住民に、互いに支え合い、幸福で安全な生活を続け
ていただきたいと願い活動しております。活動内容は、住民
の暮らしのお手伝いをする有償ボランティア※事業、高齢者
へのお弁当配食サービス事業、高齢者の健康福祉や子育て支
援員、就労相談にかかる事業など多岐にわたり、広く市域か
ら多くの方々に活動へご参加をいただいています。これから
も日常生活でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談
ください。今後は、広報活動を充実させ私たちの活動を紹介
しながら、地域住民の『暮ら

▲ボランティア活動参加者の会員さん

しのご相談窓口』として、元
気で活力ある草津のまちづ
くりに向かって、
『地域福祉
の増進と元気な協働のまち

にしいちかいかんユウアイ

●連絡先：滋賀県草津市草津町1446-1 西一会館YOUI センター（活動場所）

づくりの実現』に努めた活動
をしてまいります。

TEL：077-563-7000 Ｅ -mail：youandai2010@ion.ocn.ne.jp

▲有償ボランティア事業（植木の剪定作業）

URL：http://youandi932.jp/

※有償ボランティア：実費程度の金銭の支払いを受けるボランティア
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助成事業採択団体紹介
おうみ NPO 活動基金助成

親子で一緒に感動体験！
人と人とのつながりを広げよう！
大津おやこ劇場
子どもの健やかな成長を目指し、優れた芸術を親子で鑑賞
する活動をしています。音楽、舞台劇、芸能、人形劇など幅
広い分野から作品を選び、鑑賞例会づくりも行なっています。
親子で一緒に感動する体験は宝物となり、小さい頃から生の
舞台を観ることは豊かな想像力を育みます。出演者との交流
会や、作品に関わるワークショップも企画し実施します。作
品をあらゆる角度から楽しみ、人と協力し助け合う体験は、
子育ち親育ちの場となります。6月に実施した「発見しよう！
私たちの町大津の町」では、大津の町並を探検し、子ども達
の目線から見たおもしろマップを作成しました。地域の方や、

▲音楽例会事前ワークショップの様子

異年齢の子どもとその親と
一緒に活動することで、人と
つながることの楽しさ、自分
たちの町に愛着を持ち、大切
にしていこうとする心を育
む体験となりました。

●連絡先：TEL ／ FAX：077-525-4578（火木金10 ～ 14時）
E-mail：otuoyako@yahoo.co.jp

▲大津の町探検に出発！

笑顔あふれるコープしが基金助成

放置された敷地を整備し
地域住民の交流の場をつくる

信楽うぐいす郷自然愛護の会

1973年に信楽ニュータウンが造成され、現在200戸の住宅
が建っています。住宅は主に山の上部ですが、裾野の部分は当
初から自然のまま放置され、まさにジャングルのようでした。十
数年前から住宅地近隣の景観を良くしようとボランティアの手
助けで遊歩道を作るなど整備が進みました。活動を始めて今年
で18年になり、昨年から新たに『ふれあい広場』として再整備を
始めました。枯松の進行もひどい状況ですが、自然を活かしな
がら順次植樹を進め、子どもたちの自然教室も開き、原木を切
り出しシイタケ菌を植える体験もしました。敷地は１万坪です
が、先住のうぐいすの鳴

▲「ふれあい広場」での子どもたちとの交流

き声は一年を通じて聞こ
え、今では『うぐいす郷』
として住民に愛されるよ
う に な り ま し た。 今 後
は、地域の交流の場とし
▲手打ちそば体験を実施

●連絡先：滋賀県甲賀市信楽町杉山3番地1

ても活用していきます。
Mirai Fund Ohmi
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寄付を
文化に
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ファンド特別ニュース

多文化共生社会
推進のための新基金を
開設！
この度、
「未来ファンドおうみ」へのご寄付をお
願いするパンフレットを作成しました。
現在、未来ファンドおうみには、市民活動団体
への助成につなげる 8 つの基金が開設されていま
す。2002 年に創設された「おうみ NPO 活動基金」
助成事業から数えると、これまで 150 件余りの助
成事業が行われています。
今後さらに、未来ファンドおうみのより幅の広
い助成事業や充実した支援につなげるために、み
なさまのお力添えをぜひともお願いします。

株式会社ナカザワ（本社
湖南市）様からのご寄付
に よ り、 当 財 団 が 運 営 す
る未来ファンドおうみの
中 に、 多 文 化 共 生 の 地 域
づくりを推進していくた

助成団体募集

めの「ナカザワ NEO フレンドシップ基金」を新しく
開設しました。

未来ファンドおうみ
助成事業 2015 の募集が
始まります！

今回の基金は、多文化共生の地域づくりが滋賀
県下に一層展開していくことを目的としています。
同社の中澤社長は、
「今回の寄付は、滋賀県下の

市民の想いを込めた寄付を市民活動へつなぐ未

各地域で国籍や民族などの異なる人々が、互いの

来ファンドおうみ助成事業2015 の募集が12月

文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとし

た寄付をみなさんが取り組む市民活動へつなげて

より始まります。多くの市民からお寄せいただい
ください。詳細は次号でお知らせいたします。

ながら、ともに生きていくために起こるさまざまな
地域社会の課題に取り組んでいる市民活動団体等
の支援として使っていただきたい」と述べられてい
ます。
当基金の助成対象事業は、多文化共生を視点と

公益財団法人 淡海文化振興財団

して、
「子ども・教育」、
「日本語学習支援」、
「意識啓

淡海ネットワークセンターは、県内の市民活動、NPO をサポー
ト・ネットワークしています。

発・地域コミュニティづくり」などの分野を助成対

■〒520-0801
大津市におの浜1-1-20 ピアザ淡海2階
■ TEL 077-524-8440
■ FAX 077-524-8442
■ http://www.ohmi-net.com
■ E-mail:office@ohmi-net.com
■開館時間／ 9:00 〜 17:00
■休館日／月曜日・祝日

象にしていくことになっています。
なお、未来ファンドおうみ助成事業2015 の募
集は、2014年12月から始めます。

Mirai Fund Ohmi
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