
博物館から琵琶湖へ向かう琵琶湖博物館の新しいシンボル
　「樹冠トレイル」が昨年秋にオープンしました。
琵琶湖を渡る風を感じながら、鳥や虫の様子を観察しよう！

琵琶湖博物館へ行こう!

水族企画展示「ビワマスと仲間たち」

　お魚って夜はどうしているの？昆虫たちは？  
夜の水族展示を見たり、昆虫観察もあります。学芸員の楽しい
お話も聞くこともできます。
　トークショーや大人向けのジャズコンサートも開催します。 
　夜8時30分まで開館しますので、夏休みの一日、博物館で
ゆっくりお過ごしください。   
※常設展示の観覧券で入場できます。

● 日時／ 7月27日（土）９：３０～２０：３０（最終入館20：00）

　ビワマスは琵琶湖固有のサケ科の魚で、琵琶湖の成立とと
もに進化してきました。
　ビワマスは味が良いことでもよく知られており、古くから私
たちの暮らしと密接に関わっています。
　今回の企画展示では、ビワマスの生態と進化を最新の研究
成果を基に紹介しながら、これからのビワマスとのつきあい方
について考えます。

● 期間／ 7月20日（土）～11月24日（日）
※別途料金がかかります

夜のアクアリウム、夜の昆虫観察、トークショー、
ジャズコンサート、フロアトーク　など

● ＴＥＬ／ ０７７‒５６８‒４８１１
● 住所／ 草津市下物町1091番地

● 開館時間／９：３０～１７：００（最終入館１６：３０）
● 観覧料（常設展示）／一般750円／高校・大学生400円／

小中学生 無料
● 休館日／毎週月曜日（休日の場合は開館）、その他臨時休館あり 

※7、8月の休館日は7/1（月）、7/8（月）、8/5（月）のみ

● 期間／ 7月20日（土）～9月8日（日）
※常設展示の観覧券で入場できます
　ビワマスに近縁なサクラマス群と湖沼性
のサケ科魚類に併せて、琵琶湖水系にすむ
サケ科魚類など、ビワマスと仲間たちを生
体展示します。
　企画展示と併せてご覧ください。

季節の植物でアロマウォーターを作ろう！
● 日時／ 7月10日（水）11：00～12：00
● 参加費／無料
● 定員／5名 ※当日受付(10：30～）

生活実験工房　田んぼ体験（昆虫採集）
● 日時／ 7月14日（日）10：00～12：00
● 参加費／無料 ※当日受付(9：30～）

初心者のためのふなずし作り体験
● 日時／ 7月28日（日）13：00～15：30
● 参加費／無料
● 定員／20名
※しがネット受付サービスで受け付けます

みんなで「かいこ絵日記」をつくろう！
● 期間／ 7月13日（土）～8月31日（土）
※常設展示の観覧券が必要

希望が丘自然観察会（夏のトンボと昆虫）
● 場所／ 希望が丘文化公園文化ゾーン
● 日時／ 7月6日（土）9：30～12：00

● 参加費／300円
● 定員／30名
● 申込先／希望が丘文化公園青年の城
● TEL／077-586-2111

琵琶湖を歩こう！
● 日時／ 8月11日（日・祝）9：30～15：30

● 参加費／2200円
● 会場／湖北野鳥センター

● 定員／20名
※しがネット受付サービスで受け付けます
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ナイトミュージアム

■ 全１３会場あります。興味のある会場をチョイス！
■ 参加希望は、下記にて受付致します。希望の番号、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、住所、連絡先、保護者氏名をお知らせください。
　 参加者には情報をもとに保険を掛けます。
■ 親子での参加大歓迎です！（会場によっては、親子での参加必須）
■ 8月4日（日）10時開始、13時解散予定。暑さ対策として「帽子・水筒(水分)・タオル」など持参ください。
■ 質問なども下記へお問合せお願い致します。

●●●小学生を対象に「遊び」学びを実施します●●●

創立創立

7070周年周年
記念記念

 日本ボーイスカウト滋賀連盟は、2019年で創立70周年を迎えました。これを記念して、8月4日（日）
に「夏休み自然体験イベント」を県内各地で開催します。自然体験活動を通して、アウトドアの面白さ
を滋賀県内の小学生に実感してもらうとともに、ボーイスカウトのことをみなさんに知ってもらうため
に、今回、様々な活動プログラムを用意しました。ぜひ参加して、楽しく活動しましょう! 

ボーイスカウト滋賀連盟は創立70周年を迎えます
このイベントは滋賀県「びわ湖の日」関連イベントです

お申込先

 bsshiga@ex.bw.dream.jp 

 日本ボーイスカウト滋賀連盟 
TEL／ FAX.077-522-3681 （電話応対／月・水・金9：00～16：00）

活動(集合)場所 住　所 活　動 具体的な内容 参加費 持ち物 定員
数

1 西方寺内墓地公園 草津市青地町1146 竹を使って
ごはんを炊こう

自分たちで炊いたご飯で
カレーライスを食べます。 200円 軍手 10

2 長等公園 大津市逢坂2丁目 ぼうけん探検
「長等山」！

ハイキングを実施し、
観察力を養います。 200円 軍手、筆記用具 15

3 逢阪小学校
体育館前 大津市音羽台６‒１ シャーベット

出来るかな！
電気を使わないでシャーベット

を作る。テントを建てる。 200円 割れない小皿、
スプーン、軍手 10

4 生源寺 大津市坂本6丁目 いのちをいただく 魚つかみ、鉄串打ち、塩焼き
そして、いただきます。 300円 おにぎり、食器、

スーパーの袋、 20

5 南郷公園 大津市南郷1丁目 ボーイスカウト流
近くの川の調査

手作り水中眼鏡で
水中の世界を覗く。

簡単なお昼ごはんつくり。
300円

牛乳パック2個、
水着、濡れてもよい靴、

虫かご
10

6 建部大社 大津市神領1丁目 外来魚駆除“釣り大会” 外来魚について、駆除の必要性
を学ぶ。釣り大会実施。 無料 濡れた場合のそなえ 10

7 桐生若人の広場
（桐生キャンプ場） 大津市上田上桐生町 サバイバルめしを

作ろう！
空き缶を使ってごはんを炊く。
カレーライスを食べます。 200円 空缶（350ml）２個、

軍手、レジャーシート 10

8 源氏浜駐車場 高島市新旭町藁園 琵琶湖を守ろう！
琵琶湖固有種と外来魚との関係、
琵琶湖を守ることを学習。
手作り竿で外来魚駆除。

100円 軍手 10

9 近江八幡市
安土Ｂ＆Ｇ海洋センター 

近江八幡市安土町
下豊浦5428

ウォークラリーと
竹細工

自然観察ウォークラリーを体験。
竹で串とお箸と器を作る、
そして“流しそうめん”を食す。

子供200円
大人300円

コップ、下敷き、
カッターナイフ、
レジ袋、虫よけ

30

10 大宝神社 栗東市綣7丁目 お箸をつくって
食事をしよう

自然のモノを活用した秘密基地
をつくる。竹を削りお箸を作り、

マイお箸で昼食。
無料 無し 4

11 菩提寺まちづくり
センター 湖南市菩提寺西4丁目 工作＆ゲーム

自然のモノを活用し
パチンコ製作。森の中で
ゲームを実施します。

無料 水泳用ゴーグル 10

12
甲賀市市民
活動センター
「まるーむ」

甲賀市水口町水口 君は生きた魚を
つかまえ食べられるか?　

小学3年4年生と保護者の方が参加
対象。魚つかみは子供で捕まえ、
親子で魚に串打ち、焼いて戴く。

親子とも
500円

着替え、バケツ、　
スカウト弁当

（おにぎり2個、添えられる
のは漬物や梅干しのみ）

20

13 豊公園児童遊園 長浜市公園町 長浜城を守れ!!
－忍者 風鈴一族の力－

長浜城及び市街地で
戦国忍者の活躍を想定した
ウォークラリーを実施します。

500円 メモ帳、軍手、
デイバック、筆記具 18
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