
皆さまからいただいた「琵琶湖の水」へのメッセージ

No. 住所 年齢 メッセージ

1 滋賀県高島市 63歳
子供の頃から母が常々、「滋賀県は住むのによい所やで。台風の害も少ないし、母なる琵琶湖があるから水に困らない。ありが
たいことや。」と言っていました。退職して６年が過ぎ、琵琶湖に感謝して、暮らしています。

2 滋賀県草津市
施設管理開始30年超この間洪水で最高水位、渇水の最低水位を記録及び両気象に対応した管理施設の機能を存分に発揮した、こ
れは正に日常の維持管理の賜物と言える。水資源機構・堤防、水門、揚排水機場、頑張う‼

3 大阪府箕面市 82歳
毎日琵琶湖の水の管理御苦労さまです。
最近大雨が続き洪水も起っています。
皆様の管理により琵琶湖周辺も洪水にもならず管理の大事さを感じていますこれからもガンバって下さい

4 滋賀県大津市
藤本太郎兵衛が、江戸時代親子３代で瀬田川を掘り下げ琵琶湖沿岸の浸水を減らした。渋る下流の人々を説得するため苦労した
のだ。利害やしがらみを超えて子孫へ伝える社会でないと、恥ずかしいじゃないか。

5 滋賀県湖南市 73歳
記録の残る江戸の昔から琵琶湖の周りでは水害が絶えませんでした。農水産業の営みと洪水被害は裏表、湖岸堤の維持管理と内
水排除施設運用で湖国の安定を守っている琵琶湖開発総合管理所の皆さんに感謝です。

6 兵庫県伊丹市 28歳
がんばれ！水門、湖岸堤と排水ポンプ。大雨で琵琶湖の水位が大きく上昇したとき、内陸側の水田や畑への水を止めるはたらき
者です。これらを日々点検し、稼働してくれている水資源機構の人たち応援しています。

7 兵庫県伊丹市 23歳
近年、毎年のようにどこかの地域で未曾有の豪雨やそれにともなう河川の氾濫が起きている。琵琶湖や淀川ではその被害を受け
た記憶はない。それをコントロールしている瀬田川洗堰や天ヶ瀬ダムに感謝します。

8 千葉県我孫子市 59歳 琵琶湖疎水 涼と治水の 二刀流

9 大阪府堺市 47歳 琵琶湖の偉業 利水と治水の 二刀流！

10 長崎県長崎市 74歳 治水と利水琵琶湖の水は未来を創る

11 茨城県取手市 80代
「線状降水帯が来襲する様だ。琵琶湖も緊急体制に入るので今からすぐ事務所に行く。子供と家を頼む」とお父さんは強さを増
す雨の中へ。緊急時の迅速な行動と、日常点検で機器も正常な水資源機構の洪水対応に感謝。

12 茨城県取手市 80代
子供：琵琶湖にTVで見た様な洪水はあった？
父親：琵琶湖の洪水は浸水が何時迄も下がらない長期浸水が特徴だ。そのため低地部は湖岸堤で守り、その他の地区では排水機
場で何度も排水してきたことも知って欲しいな。

13 茨城県取手市 80代
琵琶湖には沢山の港があるが、渇水時の取水で湖面が下がり航行不能となっては大変。安全な航路は浚渫により維持されている
が、湖底の変動は複雑で事前の調査が特に重要だ。水資源機構の綿密な調査頑張ってくれ。

14 茨城県取手市 80代
命の水源に洪水防御も担う美しい琵琶湖は、今や近畿の要だね。その歴史と環境はしっかり守られなければ！その為には、琵琶
湖の恵みを頂いている私達自身が、景観や生態系を乱すことが無いよう改めて肝に銘じよう。

15 滋賀県栗東市 87歳
淀川水系の調整池？琵琶湖。治水利水両面の膨大な機能にただただ感謝しつつ、琵琶湖開発事業で建設された諸施設を最適に管
理運用されることで、水系流域住民の生活安定に大きく寄与していることを確信しております。

16 滋賀県大津市 70歳
平成6年9月15日”琵琶湖夏渇水”
敬老の日に家族で家棟川河口の安治の湖岸で貝拾い。シジミのみそ汁がおいしかった。琵琶湖水位－123cm。（水位観測史上最
低）「浮御堂 早く着せたい 水衣」

17 滋賀県大津市 70歳
平成7年5月13日”春の琵琶湖高水位”
連休明けから予期せぬ大雨で琵琶湖水位上昇し5月16日＋95。「内水排除施設13機場が全稼働！」（朝からテレビではオウム真
理教の麻原逮捕劇」

18 大阪府大阪市 10歳
僕の家は淀川の側にあります。大雨の時、お父さんに「淀川は大丈夫かな」と聞いたら、「いつも水上スキーの練習をしている
びわ湖が淀川の水の量を調整してくれているから大丈夫だよ」と教えてもらいました。いつもありがとう

19 東京都新宿区 21歳 非常に水上スキーをするのに気持ちの良いレイクでした。来年以降も是非参加したいと思います！治水ありがとうございます！

20 愛知県蒲郡市 58歳 安全と密に 排除だ水害は

21 滋賀県大津市 59歳
毎年のことですが、どこどこで洪水、どこどこで渇水というニュースが流れます。でも滋賀に住んでるとあまり危険も不便も感
じません。これって琵琶湖と琵琶湖を守る人たちのおかげなのかも。

22 滋賀県大津市 28歳
今年もどこかで渇水→節水！親の転勤で滋賀に引っ越して来て18年。そんなの経験したことない。よその場所では、きっと大変
なんだろうなあ。

23 滋賀県 50代
琵琶湖の水位が基準水位（B、S、L）を30センチ程度上昇すれば、湖周辺土地が浸水することを聞いて驚きました。わずか30セ
ンチです。それでも土地が浸水し困る人もいます。安心安全のために治水は非常に大切です。

24 滋賀県 60歳
水は上から下に流れるもの。治水も利水も上下流片方だけの思いでは、纏まらない。思いは違えど、お互いの思いやりが、今の
生活に繋がっているのではないでしょうか。これからも皆で考えていけたら、いいな。

25 滋賀県大津市 59歳
●琵琶湖沿岸、淀川の洪水防止（治水）について
淀川流域における琵琶湖流域面積の占める割合は、約半分強！淀川流域における「琵琶湖の水」、地域の皆様に潤いを、下流の
皆様に安心を！「後世に繋いだ画期的な琵琶湖開発事業」！

26 三重県桑名市 58歳
瀬田川洗堰は淀川治水の要（かなめ）です。琵琶湖開発施設は琵琶湖沿岸治水の要（かなめ）です。どちらも大切に未来へ引き
継がなければならない施設なのです。

27 岐阜県大垣市 58歳
忘れない、プラス3.76mまで上昇し琵琶湖沿岸が200日以上浸水したあの明治29年9月の大洪水を！忘れない、マイナス1.23mま
で低下したあの平成6年の大渇水を！今までも 、そしてこれからも！!

28 滋賀県大津市 36歳
琵琶湖周辺で生活をしていると、豊かな自然環境に目を向ける機会が多く、魅力を感じます。異常気象による災害が注目される
昨今、湖岸堤が果たす役割について、地域の方々に伝えていければと思います。

29 滋賀県守山市 50代
琵琶湖ポンプ取水により水不足がほとんど解消された琵琶湖周辺の水田は琵琶湖洪水の水位上昇も内水排除設備で速やかに水田
冠水を解消。安定した営農が可能にした琵琶湖開発事業を誇りに思い、維持管理に努める。

30 滋賀県守山市 50代
京阪神の利水補給で琵琶湖の水位を下げると琵琶湖の漁船の底が湖底に擦るので航路浚渫を３０年続けた。浚渫土は湖辺の水田
の嵩上げに利用。琵琶湖洪水による水田冠水の頻度が年々減少している仕事に誇りに思う。

琵琶湖沿岸、淀川の洪水防止（治水）について
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31 滋賀県高島市 76歳
琵琶湖周辺は昔から多くの洪水被害に遭遇。江戸後期、治水事業に命をかけた深溝村太郎兵衛三代の名あり。近年自然災害は激
甚化し被害多発。太郎兵衛さんらの業績を引継ぎ琵琶湖の氾濫を守ることが県民の願いです。

32 滋賀県高島市 66歳
地元深溝には琵琶湖治水に命をかけた藤本太郎兵衛がおられました。江戸時代後期三代にわたり琵琶湖周辺の住民のために先頭
に立って瀬田川の川ざらえに立ち向かったのです。その熱い思いを子どもたちに引き継ぎます。

33 滋賀県高島市 74歳
治水については、琵琶湖の出口は、瀬田川一つである。洪水時下流域に放流すれば、下流域の氾濫。洗堰を全閉すると琵琶湖沿
岸に氾濫する。上下流域の人々を悩ませます。おたがいに理解を深める哲学（考える）が必要。

34 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 安心だ 皆んなで守る わが琵琶湖

35 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 いつも琵琶湖の水をありがとう。

36 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖は、近畿地方のみんなの生活水を支えている水がめです。たくさんの人の生活を支えているのだから、みんな大切に水を
使っていきましょう。琵琶湖は、私たちの大切な宝物であります。

37 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖の一番深い所は、約104mです。水の量にすると、約275億トンにもなります。1450万人が1日に使う水の量の１１年分に
も値するそうです。琵琶湖ってすごいんだなと改めて感じますね。

38 千葉県船橋市 92歳 「琵琶湖の水」は、関西社会をしっかりと支えております。心して使いましょう。

39 兵庫県神戸市 77歳
近畿は一つ！の合言葉に琵琶湖の水は、安全・安心・豊かな自然環境の維持、保全、向上が不可欠！。『琵琶湖の水は血の一
滴』から、『日本のびわ湖』の意識と感謝を持ち、一人一人が小さな事から一つ一つ積み重ね･･･。

40 滋賀県大津市 48歳
「古代より 受け継がれし 琵琶の水 永久に伝えよ 守り護られ」
（こだいより うけつがれし びわのみず とわにつたえよ まもりまもられ）

41 大阪府吹田市
琵琶湖の水のおかげで人は生き、命がつながれてきた。
私は幼い頃から病気で治療をしてきたけれど、その治療も、質のよい琵琶湖の水で清潔が保たれた病院だからこそ、かなった。
琵琶湖の水を守ることは命を守ること。

42 滋賀県大津市
琵琶湖の水は大阪や京都そして兵庫の皆が活用している。そういえば渇水で水が無いって聞かないね。水は蛇口をひねると出る
のか？いや滋賀県の山に降った雨が美味しくなって流れてくるのだ。

43 滋賀県湖南市 73歳
琵琶湖の新しい豊かな水は、３０年間にわたり淀川筋の都市を潤いました。飲み水から産業用水、公園の噴水、そして消防水利
です。生活を支え、憩いの水辺を作り、要の水としてこれからも滞ることなく届けてください。

44 和歌山県紀の川 66歳 水瓶が  今も潤す 京阪を

45 和歌山県紀の川 66歳 琵琶湖の水瓶が京阪神の皆様の生活を守り続けて３０年有り難うございます。

46 兵庫県伊丹市 53歳
琵琶湖の水は誰のもの？生きとし生ける者が自由に利用できる。一方で、少数が独占的に有するものではないし、利用後他の者
が困る程汚してはならない。琵琶湖の上流も淀川の下流も皆平等に利用し、大切にしよう。

47 大阪府堺市 47歳 琵琶湖かがやく 利水と治水と エコでかつやく

48 長崎県長崎市 74歳 水を活かし未来を創れ琵琶湖から

49 神奈川県横浜市 86歳 びわ湖の水で豊かな生活持続する感謝なり

50 愛知県清須市 57歳
「琵琶湖の利水について」
琵琶湖の水が支える流域の暮らし、きれいな水をこれからも。

51 静岡県伊豆の国市
生活を支え続ける琵琶湖の命水
（せいかつをささえつづけるびわこのめいすい）

52 大阪府大阪市 19歳 生きてゆく 琵琶湖の水 流れつつ

53 大阪府大阪市 82歳 ありがたき 命の琵琶湖 いつまでも

54 埼玉県さいたま市 35歳 ライフライン琵琶湖の水で支えています

55 福岡県福岡市 21歳 育くもう 琵琶湖の水で 新たな命

56 石川県加賀市 57歳 (大阪在住時は)いつもおいしい水を供給して頂きありがとうございました。これからも安定供給お願いします。

57 東京都大田区 71歳 規則から  30年の時が経ち  暮らし·産業  支える琵琶湖

58 兵庫県伊丹市 53歳
兵庫県伊丹市の水が琵琶湖が水源だったと最近になって知りました。伊丹育ちの私は琵琶湖の水で育ったんだと思うと、とても
身近に感じるようになりました。安全な水を提供するために管理して下さっている皆さんに感謝！

59 大阪府枚方市 54歳 猛暑には 琵琶湖の水に 救われる

60 大阪府枚方市 54歳 成長に 寄り添い元気 くれる水

61 愛知県蒲郡市 58歳
「たくさんある いっぱい使って大丈夫」
その甘え捨て 水を大事に

62 滋賀県 50代
私は、昼間は大阪で勤務し、夜は琵琶湖の周辺で暮らしております。琵琶湖あっての大阪の繁栄や人々の暮らしがあると思いま
す。水の絆で上下流の大変多くの人々が結ばれており、この関係が未来に永く続いて欲しいです。

63 大阪府大阪市 59歳
 ”琵琶湖の水止めたる”、”琵琶湖の水流したる”という話をしばしば耳にする。川の上下流対立は歴史的、かつ、どこにでもあっ
た構図だが、施設が整備された今日、淀川の上下流対立は笑い話にとどめてほしい。

64 大阪府大阪市 59歳
関西圏の飲み水のほとんどが琵琶湖に頼っていると聞いた。また、淀川の治水に琵琶湖が役立っているとも聞いた。いつもは、
遠い存在の琵琶湖だが、実は身近なもの。改めて琵琶湖に興味を覚えている。感謝。

65 滋賀県米原市 49歳 祖母が亡くなった夏になると下流で水を使っている人のために濁水を流さぬようにと言っていたことを思い出す。

66 滋賀県草津市 64歳

水道の蛇口をひねる。
出た水がぬるく春が来たことを感じる。
滋賀県の水道ってほぼ琵琶湖から取水しているのかな。
去年は水位が下がったけれど断水にはならなかったね。
大丈夫、琵琶湖総合開発で対策済みなんだから。

琵琶湖の水の恵み（利水）について
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67 滋賀県高島市 43歳 琵琶湖の水豊かすぎるよ 日本のダム約3500個より貯水量多く、日本一

68 埼玉県さいたま市 57歳
姉川、石田川、犬上川、今郷池、宇曽川、永源寺、大熊池、青土、大原、奥山、鎌掛池、蔵王、芹川、淡海池、頓宮池、日渓
溜、日野川、野洲川、数多の貯水池、堰、水路は近江を潤し、淡海は関西を潤す。先人に感謝す。

69 滋賀県大津市 59歳
●琵琶湖の水の恵み（利水）について
いつも当たり前に利用できる水。上下流の暮らしと密接に結びつき絶えることなく、永遠に美しい水が豊かに流れ利用できるよ
うに！環境美化に取り組み「水質障害を起こさない」をキャッチコピーに！

70 佐賀県 40代
関西の水を支える琵琶湖の水、この豊かな水の恵みも、多少の環境変化にもビクともせず、不断にかつ満々と水をたたえる琵琶
湖という不動の存在があってこそと思います。

71 滋賀県長浜市 49歳
「琵琶湖」は、近畿圏の重要なライフラインであることから、琵琶湖の水質や自然環境を守り、地域住民・下流域を支え、淀川
流域の発展に寄与してください。また、湖岸堤道路を含む堤防の管理を適切に行ってください。

72 滋賀県大津市 48歳 猛暑続き恵の雨が琵琶湖に注ぐ

73 滋賀県高島市 25歳
おいしく、琵琶湖の水質にもこだわったお米、様々な固有種を含む湖魚。生活を豊かにする滋賀の「食」。その琵琶湖による恩
恵に感謝し、農業・漁業・琵琶湖に携わる人々を応援しています。

74 兵庫県伊丹市 75歳
昭和50年代前半の千里では、当時夏になると淀川の取水制限も有り水道水の匂いカルキ臭やカビのような味がしたと思います。
今伊丹では取水制限も少なくなり市の水道は高度処理が行われていて味はおいしく思います。

75 滋賀県高島市 71歳
『いつまでも、あると思うな琵琶の水』限りあるものは「親と金」だけではないのでは！！あってあたり前の空気と水！！その
あたり前を現実とするため使う人も景色を楽しむ人も、皆んなで大切に琵琶の水を育みましょう。

76 滋賀県高島市 66歳
琵琶湖が「近畿の水がめ」と呼ばれるようになったのは、琵琶総開発の事業完成がもたらした産物であろう。その発端には、藤
本太郎兵衛親子三代に渡る偉業があったことを忘れてはならない。

77 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖の水は沢山の人々の生活にかかわって居ます。
その為、凄く重要な役割がある琵琶湖の水は生活になくてはならないのです。
なので琵琶湖の水には凄く感謝しています。

78 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも琵琶湖の水を使わせてくれてありがとうございます

79 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖のおかげで人々の暮らしに役立っています！これからも日本のため頑張ってください！

80 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖へ
いつも綺麗な水を届けてくれてありがとう！
これからもよろしくお願いします☺

81 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
水を与えてくれてありがとうございます
琵琶湖の水はいろいろなところに使われているのでいつもありがとうございます。

82 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも水がでてくるのは、びわこのおかげなので、感謝しています

83 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水のおかげで、何処でも安心して水を使えます！

84 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖さんいつも綺麗な水をくれてありがとう

85 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 わたしたちの生活に必要な水を恵んでくれてありがとう。これからもよろしくね。

86 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖へ
いつも、私たちの生活を支えてくれてありがとう！！琵琶湖は、私たちの生活に欠かせません。これからもよろしくね。

87 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
いつも琵琶湖にキレイな水をもらっておいしい水が飲めています
ありがとうございます。

88 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 滋賀県の 琵琶湖の水は 人のめぐみ

89 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
私は、小さい頃から琵琶湖を見てきたから琵琶湖があるのは当たり前だと思っていました。でも、水が出ない国があると考える
と私達は贅沢しすぎなんじゃないかと考えて琵琶湖があるのを当たり前だと思わず琵琶湖があることに感謝して生活していきた
いと思いました。

90 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
びわ湖にしかない魚もたくさんいるし、すごく大きな湖だけど、津波の心配もほとんど無いし、色々な県や市の川に水を流し
て、自然の恵みを色々な場所におすそわけしていて、この滋賀県のほこりのように思える存在です。

91 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖があれば水に困らないし、食料にも困らないし琵琶湖があるから他府県から観光しに来てくれます。
夏になれば泳げ 塩がないため泳ぎやすいです。

92 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 綺れいな水をありがとう

93 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも豊かな水をありがとうございます。m(̲ ̲)mﾍﾟｺﾘ

94 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 これからも、いろんな人にきれいな水を届けてね！

95 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 水のめぐみ ありがたく思う うれしみを

96 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも琵琶湖の水を使わせてくれてありがとう、これからもよろしくお願いします。

97 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水 ごくごくごくごく おいしいなー

98 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 滋賀県の象ちょうになったり、生き物や人に水を届けてくれてありがとう！

99 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつもキレイなびわこの水をありがとう

100 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 びわこの水 ごくごくごくごく  おいしいな

101 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 今私が生活できるのは琵琶湖の水があるからです。  いつもありがとうございます！

102 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖さん、
いつも水を私たちに提供してくれてありがとう。 
これからもよろしくお願いします。

103 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖水 近畿地方の 恵みだね

104 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水 滋賀県みんなの 命の水
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105 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
色々な所で琵琶湖の水が使われている そんなに使っても減っていないようにみえるので琵琶湖ってめっちゃ水があるので生活
にやくだてたいと思う

106 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 びわ湖の水で私たちの生活がなりたっているのでとても感謝しています。これからもびわ湖を大切にしていきたいと思います！

107 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも私たちの生活を支えてくれてありがとう。これからも私たちの生活を支えてください。

108 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも琵琶湖の水を使わせてくれてありがとうございます。

109 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 大切な 水を毎日 ありがとう

110 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 いつも琵琶湖の水を使わせて頂きありがとうございます。生活に必要な物なので助かっています。

111 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水毎日ありがとう

112 滋賀県大津市（堅田中学校）
橋からは見えないほど大きなこの水がめから、私たちが使う水は供給されているが、実際は使える水になるまで浄化しているか
ら

113 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖のおかげで水資源にも困らず生きていけると思います。直接感じたことはありませんが、琵琶湖のおかげでだと思ってい
ます。

114 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
びわこがなければ、水を溜めておくところがなく近畿の水資源は不足していたかもしれない。雨が降り山から川が流れ、海に流
れる。繰り返されるものだけどやはり湖は大切な場所だと思う。近畿の水瓶とも呼ばれている琵琶湖を私たちが汚さぬようにし
ていくべきだと思う。

115 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 私たちは、琵琶湖を生活用水として活用している。もし琵琶湖がなかったら私たちの生活は苦しくなるだろう。

116 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖は滋賀県民および流域内に暮らす人々の貴重な水資源です。
そして生活を支え続けてきたものであり現在でも助けとなっています。ありがとう

117 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水 滋賀の象徴 関西の水瓶

118 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
いつもおいしくて安全な水を届けてくれてありがとうございます。しかし外国には安全な水がほしくても得られない人がいま
す。そういう人もいるんだということをあらためて想い考えていきたいです。

119 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 ありがとう 知らぬ内から 普段の水

120 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水があるおかげで生活できているから琵琶湖の水をもっときれいにしていれるようにしたいです。

121 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
いつもびわ湖の水をのませていただき、ありがとうございます。わたしはびわ湖の水へのメッセージを書きました。びわ湖の水
は、とてもおいしいです。これからも、びわ湖のおいしい水をのませていただきます。

122 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
いつもおいしい、びわ湖の水を、私たちのもとに、届けていただきありがとうございます。これからも、おいしい水をがんばっ
てとどけてください。おうえんしてます

123 ? ?
私が小学校のころは浜辺のいたるところで水泳が出来ました。徐々に水泳場が減っていき、今や数えるほどとなりました。あの
頃の琵琶湖に戻して欲しいですな。

124 滋賀県高島市 35歳
大きなびわこの湖を眺めていると気持ちが晴れやかになるよ。嬉しい時も普通の時も辛い時も、びわこの湖に相談しに行こう。
是非みんなもびわこの湖を眺めに見に行ってね！きっとスッキリするよ！

125 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖の環境を守るために、毎年7月１日に琵琶湖清掃活動に取り組んでいます。一生琵琶湖を守っていくために、みなさんも
琵琶湖の環境保全にご協力をお願いします。一緒に素敵な琵琶湖の将来を作りましょう。

126 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖にはたくさんの生き物たちがいるけれど、その中でもカイツブリがとても有名です。野洲のおっさんとしても活躍してま
す。琵琶湖に生息する大切な生き物をこれからも守り続けていきましょう。

127 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖には竹生島があります。竹生島はパワースポットと呼ばれており、神にあやかりたい時は是非訪れてみましょう。きっと
よいことがあるにちがいありません。竹生島は滋賀の大切な島です。

128 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖の周りには昔からヨシがたくさん繁っています。多くの水生生物や鳥たちにとって、重要な場所です。そのヨシを守る運
動を行っています。みんなもヨシを大切にしていきましょう。

129 滋賀県高島市 35歳
大切な琵琶湖の水を守るために私たちができることをやりましょう。特に料理や洗濯時の排水に気を遣いましょう。一人一人が
できることをやり、琵琶湖の水をこれからもずっときれいに保っていきましょう。

130 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖の中に白髭神社があります。近江最古の大社です。どんな願い事も叶えてくれる、すべての[導きの神]です。みんなも願
い事があったら白髭神社に行ってみよう。神様がきっと叶えてくれるはずです。

131 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖は日本一大きな湖です。日本にはたくさんの湖がありますが、その中でも最大です。滋賀県にはそんな大きな湖があるの
だから、誇りに思って、これからも琵琶湖を大切にしていきましょう。

132 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖には、琵琶湖クルーズがあります。大きな船に乗って、滋賀の色々な所を巡る旅に出られます。滋賀ならではの旅です
ね。すてきな琵琶湖の水を見に、是非琵琶湖クルーズに乗船してみましょう。

133 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖には、たくさんの魚がいますが、鮎は漁業量の4～５割を占めています。鮎は調理の方法で様々な味に変化します。おい
しい鮎を守るためにも、琵琶湖の水きれいに保つよう心がけましょう。

134 滋賀県高島市 35歳
滋賀県には琵琶湖があり、琵琶湖のことをよく知ってもらうために、滋賀県立琵琶湖博物館があります。琵琶湖の価値と歴史を
知るため、1996年に誕生しました。ディスカバリールームが人気です。是非足を運んでみましょう。

135 滋賀県高島市 35歳
滋賀県には、１９９９年度からマザーレイク21計画というものがあります。琵琶湖は国民的資産であるので、琵琶湖の保全再生
に向けた色々な施策があるようです。みんなも是非守っていきましょう。

136 滋賀県高島市 35歳
滋賀県の南部の方は、特に全窒素全リンが上昇している傾向があります。その取り組みとして、残り油を回収して石鹸にリサイ
クルする運動がされています。みんなも協力して、リサイクルをしていこう。

137 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖の水を守るために、環境保全活動が行われています。重曹やクエン酸などを使用すること、マイ箸を使うこと、布巾や雑
巾を利用することが挙げられます。些細なことからやって、水を守っていきましょう。

138 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖は、県内の水が集まる湖です。伊吹山、鈴鹿山、比良山から降りてきた水が集まっています。そんな水が集まっている湖
の水を大切にしたいし、これからも守っていきたいですね。琵琶湖の水を大切にしましょう。

メッセージ：琵琶湖の生き物、自然環境、景観について
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139 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖は、泳ぐこともできるし、遊ぶこともできます。年間70万人もの人が訪れるそうです。ウォーキングやサイクリングなど
のビワイチがとても有名です。こんなにたくさん遊べる琵琶湖って、とってもいいね！

140 滋賀県高島市 35歳
琵琶湖は、滋賀県にある日本最大の湖で、400万年もの長い歴史を持つ日本最古の湖です。そんな歴史ある湖を、これからも残
していくために大切にしていきましょう。未来の財産にしましょう。

141 滋賀県大津市 15歳
普段は身近すぎて特別なものに思えない琵琶湖ですが、琵琶湖の水の恵みが滋賀だけでなく近畿全体を支えていると思うと、誇
らしい気持ちになります。

142 滋賀県守山市 45歳
今夏、子供と醒井養鱒場の夏休み教室に参加しました。きれいな水で魚がたくさん育てられていました。連日猛暑でしたが、川
の水は冷たかったです。この小さな清流は琵琶湖に注いでいると思います。また訪れたい場所となりました。

143 滋賀県大津市 87歳
「琵琶湖とともに歩み続けて30年」色々の立場で関係された方々に心からお祝いを申し上げます。
縁あって、アクア琵琶案内ボランティアとして、16人の仲間と土・日・祝日に案内の機会を得ています。

144 滋賀県大津市 48歳 麗しきオオハナミズンバイの楽園よ近江の海で除去にいそしむ

145 滋賀県大津市
琵琶湖の大きな深呼吸が少なくなり心配だ。水深１００ｍの寒々した黒い水が、酸素いっぱいのフレッシュな雪止め水に入れ替
わるのを、琵琶湖は待ち望んでいる。地球全体が暑くなっている。心配！

146 滋賀県湖南市 73歳
綺麗な水辺は私たちの心安らぐ場所です。ゴミもなく、魚や水鳥が住んでいる「琵琶湖」とそこに流れ込む河川は皆の宝物で
す。今までもゴミは捨てなかったし、これからも美しい河川環境を守り続けます。

147 茨城県結城市 27歳
琵琶湖の穏やかな景色は、いつも私の心を癒やしてくれる。この静なる美しい景色の裏には、多くの人々の努力がある。大雨が
降ると水位を確認しに行くお父さん、これからもこの景色を守ってね。

148 静岡県駿東郡 80歳 日本一 琵琶湖の恵み夢ロマン

149 奈良県奈良市 39歳 えんやこら琵琶湖愛する国民へ自然を守りSDGｓ今日も持続可能な湖の幸湖の恩恵届けてくれる

150 奈良県奈良市 39歳 えんやこら琵琶湖愛する国民へ自然を守りSDGｓ今日も持続可能な海の幸海の恩恵届けてくれる

151 滋賀県草津市 67歳
淡海
茜に染まる陽の中 槌音高く幾十年 今葦の原に鴛鴦が啼き水面に蓮の咲き乱れる
遙かな時を経て 今湖は静まりかえる 水面に浮かぶ友の姿 忘れないで私は生きてゆく

152 兵庫県伊丹市 56歳
箱館山から見る景色は青空と伊吹山をはじめとする山々と琵琶湖のコントラストがとてもきれいです。冬には、スキーもできま
す。最近人気の琵琶湖テラスからの景色もみてみたいです。

153 兵庫県伊丹市 19歳
琵琶湖周辺はおいしいものがいっぱい。近江牛、セタシジミ、鮒寿司、ビワマス、湖魚の佃煮、近江ちゃんぽん、焼鯖そうめ
ん、バームクーヘン。また食べたいな。また、行きたいな。

154 愛媛県松山市 65歳 佃煮に 人気を博す スゴモロコ

155 愛媛県松山市 65歳 人気者 琵琶湖の恵み スゴモロコ

156 愛媛県松山市 65歳 水質に ヨシ群生が 目付け役

157 愛媛県松山市 65歳 古代湖の 歴史を誇る 我が琵琶湖

158 愛媛県松山市 65歳 水質に ヨシ群落の 備えあり

159 愛媛県松山市 65歳 広重が 描く八景 真骨頂

160 愛媛県松山市 65歳 広重と 蜀山人が ピーアール

161 愛媛県松山市 65歳 日本初 国定公園 歴史あり

162 愛媛県松山市 65歳 うまくさい 甘辛く煮て スゴモロコ

163 愛媛県松山市 65歳 一休み 親の背中で カイツブリ

164 愛媛県松山市 65歳 ヒナは背に 安心笑顔 カイツブリ

165 愛媛県松山市 65歳 生き物が 安らぎくつろぐ ヨシの原

166 愛媛県松山市 65歳 湖面から キリッキリッと 鳰が鳴く

167 愛媛県松山市 65歳 待ってるよ ふるさとの味 セタシジミ

168 東京都新宿区 20歳
今日は、日本最大の面積を誇るこの琵琶湖で水上スキーというマイナーなスポーツの大会を開催させていただき、ありがとうご
ざいます。これからも、自然豊かなこの綺麗で人の温かい琵琶湖という地が守られることを願います。

169 埼玉県白岡市 22歳
日本一大きな湖としての美しい景観と豊かな自然環境に感動しました。景観だけでなくレジャー、スポーツも栄かんな琵琶湖を
日本だけでなく世界的に有名な湖になることを願っています。

170 埼玉県朝霞市 20歳
私たちが今日この琵琶湖という湖で水上スキーをすることができるのは、今まで多くの方々のご協力や懸命なご活動があったか
らだと思います。このような機会に感謝するとともに、自然保護に貢献していきたいと思います。

171 神奈川県川崎市 21歳

（ラップ詩を作ってみました。예쁜（yeppeun、韓国語で綺麗））
生まれて初めて来てみた琵琶湖
守られ続けた姿はbeautiful
水中は예쁜、気分はサイコー！
みんなにも知って欲しい琵琶湖の風情

172 神奈川県藤沢市 20歳 そよ風や 吹けたくましく びわびわと

173 神奈川県藤沢市 20歳 びわこっち 育てろ大きく 観光っち

174 神奈川県横須賀市 22歳 暑き日に 夏を感じる 琵琶の風

175 埼玉県志木市 19歳 初琵琶湖 豊かな緑 高なる心

176 埼玉県志木市 19歳 暑き日に 琵琶湖から吹く 清き風

177 千葉県いすみ市 21歳 はるばる来 びわこのほとり せみの声

178 千葉県いすみ市 21歳 汗にじむ 見れば心 涼しくて

179 兵庫県明石市 60歳 ３０周年、おめでとうございます。３０年を迎えて流石に内湖のヘドロの堆積が気になります。
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180 青森県つがる市 66歳
映画に切なく描かれた
琵琶湖の水は枯れないが
切らすことなく大切に

181 埼玉県春日部市 76歳 共に生き共に暮らした琵琶湖と人と互い共生かけがえのない友

182 埼玉県春日部市 76歳 生き物を育み続け文明を産んだ琵琶湖を未来まで繋ぎ伝える義務負う我ら

183 埼玉県上尾市 73歳 鮒ずしに込めた大人のルネッサンス

184 埼玉県上尾市 73歳 琵琶湖周航ふるさとの夢ふくらます

185 千葉県我孫子市 59歳 龍田姫 白髭様へ 縁結び

186 千葉県我孫子市 59歳 白髭の 堂も静寂へ 去年今年

187 千葉県我孫子市 59歳 浮御堂 比叡の山に 帰る月

188 千葉県我孫子市 59歳 琵琶湖バレイ インスタ映えの ある暮らし

189 千葉県我孫子市 59歳 日々刻々 琵琶湖の顔は チャーミング

190 千葉県我孫子市 59歳 花噴水 琵琶湖の夏に 涼を呼ぶ

191 千葉県我孫子市 59歳 孫生まれ 鮒ずしの味 継いでいく

192 千葉県我孫子市 59歳 懐かしき 琵琶湖花火の 舞う湖面

193 千葉県我孫子市 59歳 蒼天に 負けじ海津の 桜時

194 千葉県木更津市 65歳 奥琵琶の えり挿す景や 夕茜

195 千葉県木更津市 65歳 引鴨の 湖渺茫と 陣ひとつ

196 千葉県木更津市 65歳 白波の 湖に猛るや 初嵐

197 千葉県木更津市 65歳 落雁の 声頻りなる 湖の暮

198 千葉県木更津市 65歳 陽炎ひて 湖に幽けき 浮御堂

199 千葉県木更津市 65歳 湖の 面に比良八荒の 波猛る

200 千葉県木更津市 65歳 夕照の 湖に一朶の 雁渡る

201 大阪府堺市 47歳 今までありがとう これからもよろしく みんな大好き「琵琶湖の水」

202 大阪府堺市 47歳 なくてはならない 「琵琶湖の水」 暮らしと環境 笑顔のオアシス

203 大阪府堺市 47歳 琵琶湖をまもること。それは、いのちをまもること。

204 大阪府堺市 47歳 ありがとう 安全安心 環境安らか 「琵琶湖の水」

205 大阪府堺市 47歳 ありがとう！ いのちをまもり つづける琵琶湖

206 大阪府堺市 47歳 ありがとう 琵琶湖の水 これからも かがやく、かつやく

207 大阪府堺市 47歳 恵み・育（はぐく）み 和（なご）みが醍醐味（だいごみ） 大好き琵琶湖

208 大阪府堺市 47歳 生きものの オアシス琵琶湖 サステナブル

209 滋賀県守山市 62歳
(作品）山眠る琵琶湖緩りと深呼吸
 今年の冬も琵琶湖が深呼吸してくれることを願いながらメッセージを考えました。

210 愛知県清須市 54歳 【作品】近江とは近つ淡海（あわうみ）琵琶湖こそ地域の宝礎（いしずえ）となる

211 神奈川県横浜市 84歳 琵琶湖は 世界の富士の 美人妻

212 神奈川県横浜市 84歳 琵琶湖は 関西育てる 「おかん」です

213 神奈川県横浜市 84歳 母琵琶湖 「おっぱい」飲んで みな育ち

214 神奈川県横浜市 84歳 琵琶湖は 関西動かす 半導体

215 神奈川県小田原市 64歳 夜が明けて青空映すその水面（みなも）いのちの水よ琵琶湖の恵み

216 大阪府東大阪市 73歳
「近江富士逆しまに見て田植えかな」
亡母の元気な頃、俳句のヒントを探して近江各地を
巡りました。

217 大阪府東大阪市 73歳
「見はるかす湖やおぼろの竹生島」
母を見送って５年、今は春、夏、秋、冬琵琶湖の景色と
母の面影は句集となって本棚に残されています。

218 愛知県瀬戸市 61歳 いないない、いるよ、ビワコオオナマズ。

219 滋賀県守山市 9歳

琵琶湖はきれいな時もある。
汚い時もある。
泳げる時もあれば、泳げない時もある。
生き物がたくさんいる。
だから琵琶湖を守りたい。
だからゴミを減らそう。

220 宮崎県宮崎市 71歳 空に星 地には琵琶湖の 水瓶座

221 兵庫県伊丹市 40代
関西の水がめとして大きな役割を果たしてくれているびわ湖。それだけでなく、美しい景色や味覚に癒されています。次の世代
にも引継げる様に守っていきたいです。
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222 兵庫県川西市 17歳

び わしゃみせん
わ き（脇）にかかえ
こ （湖）上に立つ
の ーす（北）に向い
み ず（水）の都に幸あれと
ず ーベンベン

223 滋賀県長浜市 碧の湖 未来へつなぐ バトンパス

224 滋賀県長浜市 私から琵琶湖を守り育てて未来に残す豊かな自然ときれいなびわ湖

225 愛知県清須市 57歳
「琵琶湖の景観について」
琵琶湖の水、渇水は望まぬが、ひと目見たいな坂本城の湖中石垣

226 大阪府大阪市 友達と はじめて滑った 琵琶湖バレー

227 大阪府大阪市 58歳 若き日の 琵琶湖一周 ツーリング

228 大阪府大阪市 10歳
僕はいつもびわ湖で、水上スキー競技の練習をしています。去年びわ湖であった第67回桂宮杯全日本水上スキー選手権のUー10
クラスに最年少選手として出場して２番になりました。いつか上のクラスで一番になりたいです。

229 大阪府大阪市 50歳
琵琶湖で水上スキーを練習しています。水の中に入りながら水の温度やにおい、色などで季節や天候などを体で感じる事ができ
ます。これからも自然を大切にし琵琶湖と一緒に共存、成長していきたいと思っております。

230 神奈川県横浜市 21歳 水上スキーをやる上でとても良い場所でした。これからも沢山利用させていただきたいです。

231 東京都中野区 21歳 水の面がとても良くこれからも沢山利用させていただきたいです。きれいに水を保っていきます。

232 長野県塩尻市 21歳 マリンスポーツをするのにとても環境が整っていました。これからも利用させていただきたいです。

233 神奈川県横浜市 22歳 水面がきれいでおだやかだったので、マリンスポーツにめちゃくちゃ向いてました。これからも使わせていただきたいです。

234 福岡県福岡市 22歳

広大な湖・琵琶湖
活気がある湖・琵琶湖
ありがとう・琵琶湖
また来たいと思える場所 琵琶湖

235 東京都品川区 58歳
いつもびわ湖の水面にとてもお世話になっています。季節により水面が固くなって水上スキーの板が走るようになったり、真夏
は重くなったり、水はフシギです。

236 東京都大田区 21歳 心温まる風景に気持ちが落ち着きます。この穏やかな湖がこの先もずっと残っていきますように。

237 埼玉県越谷市 20歳 素てきな水面で滑ることが出来てとても有意義な時間となりました。またよろしくお願いします。

238 ？ ？ やわらかくて滑りやすい水でした

239 埼玉県草加市 ？ はじめての大会はしがけんでとてもいいけいけんをすることができました。また来

240 滋賀県高島市 64歳
豪雨災害や外来動植物によって琵琶湖やその周辺に暮らす多くの生き物が暮らしにくくなってきました。いま、周辺に住む人た
ちと環境保全に取り組む人たちの活動によって支えられています。負けるな魚たち！

241 埼玉県南埼玉郡 68歳
関西の生命の水がめ琵琶湖
希少生物の命を育む母なる琵琶湖の水を大切にしよう

242 岐阜県加茂郡 54歳
かつて社会の教科書にも掲載されていたほど有名な琵琶湖の汚染。今では信じられないほどきれいになりました。子供達をつれ
て水遊びをするのが毎年の我が家の恒例行事です。これからもきれいな琵琶湖でありたいですね。

243 滋賀県大津市 6歳
学童でアクアびわに行って楽しかったのでお姉ちゃんともう一度行きました。びわこのことをもっと知りたいと思いました。ゴ
ミを捨てないとかびわ湖のためにできることをがんばります。

244 兵庫県伊丹市 23歳
琵琶湖テラスに行った時の景色がとてもすばらしかったです。改めて琵琶湖の大きさと世界的古代湖である琵琶湖に歴史を感じ
ました。これからも今の自然を壊さないよう大切にしたいと思います。

245 兵庫県伊丹市 79歳 レイク琵琶 どこから見ても ナイスビュー

246 大阪府枚方市 54歳
浮御堂で景観に気を配り、ヨシを植えビオトープを作り水辺環境を保全し、渇水時の取水制限を減らす努力が実を結び、琵琶湖
を大切に守って今がある。命の源と言っていい琵琶湖の水を知恵と技術で次世代へ受け継いで。

247 大阪府枚方市 54歳 人生を 琵琶湖の恵みが 豊かにし

248 大阪府枚方市 54歳 生きものの 宝庫琵琶湖の いいところ

249 大阪府枚方市 54歳 景色、食 琵琶湖最高！ 水うまい

250 大阪府吹田市 77歳
10年前大津で同窓会があった。琵琶湖を舐める風は爽やか。湖岸に視線移すと初老の人が黙々と作業していた。何をしているか
と見ると浮遊物を引き揚げていた。湖水の恩敬を受けている我々として、忘れられない光景だ。

251 滋賀県高島市 60代
琵琶湖の西にある「新旭風車村」付近の湖岸風景が大好きです。春の桜吹雪、キャンパーで賑わう夏、心地良い秋風吹く浜辺。
そして、雪化粧した雄大な山々を背景にした湖面の輝き。四季折々の琵琶湖に感動。

252 滋賀県高島市 60代
「抱きしめてBIWAKO」のイベントに参加したことを思い出しました。
今一度、琵琶湖と向き合い考える時間を持ちたいと思います。

253 滋賀県高島市 60代

琵琶湖の・・・・・・・
きらめく水は   命
輝く湖面は    美
日本一の広さは  大
安心安全な「水」は生活の 要

254 滋賀県高島市 60代
「母なる琵琶湖」・・・琵琶湖に関わっているすべての人々に感謝です。
30周年おめでとうございます。
そして、ありがとうございます。
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255 大阪府東大阪市 72歳
私は、当時の水資源開発公団琵琶湖開発総合管理所発足時の管理課職員として30周年記念は特別の喜びです。琵琶湖の水管理
は、近畿圏1450万人の生活を支える国民的な資産として、これからも愛し続けましょう。

256 東京都大田区 79歳 大事にしよう琵琶湖の水を 生命育み未来を守る

257 東京都大田区 79歳 守れ琵琶湖を 日本の宝 水はこれから貴重な資源

258 東京都大田区 79歳 琵琶湖の水は日本の誇り 生命育み暮らしを守る

259 東京都大田区 79歳 共存の道を探って今果たす 豊かな水の豊かな暮らし

260 東京都大田区 79歳 知恵と努力と流した汗が 琵琶湖を変えて豊かな資源

261 愛知県蒲郡市 58歳 持ち込むな 入れるな捨てるな 外来種

262 滋賀県大津市 4歳 びわこはキラキラして、ひろくて、とてもたのしかったです。またおよぎにいくからね。

263 滋賀県大津市 52歳 琵琶湖は自然のものだけど、いつも誰かが守ってる。

264 大阪府大阪市 32歳
滋賀を離れて3年、久々に帰省。車窓から見る琵琶湖は美しかった。けれど湖岸に立つとやっぱり少し臭う。どうしょうもない
のだろうか。

265 滋賀県大津市 60歳
漕艇場の近くを散歩していたら遭遇しました。画像が粗くてごめんなさい。これってヌートリアって言うんですよね。こんなの
たくさんいるんですか？やっぱり琵琶湖にとって害ですか？

266 滋賀県大津市 51歳 唐橋から近江大橋までに望むカヌー幾艇も 琵琶湖を水路にスタートとゴールの目印のよう」

267 滋賀県大津市 51歳
金丸川に降る雨は西の方からやってきて一面の田を潤し琵琶湖と一体にさせる。水門の閉じる半旬は魚たちの隠れ家になるのだ
ろうか。

268 滋賀県大津市 51歳
伊庭内湖の大きさから大中の湖のかつての風景を想像する。生き物のように姿を変えてきた琵琶湖。山裾まで広がる近江米の里
は、遙か古代から水稲を生業とし、物語の里ともいえるに違いない。

269 滋賀県大津市 52歳 琵琶湖を見るたび、その大きさにため息が出ます。

270 滋賀県 50代
かっては、琵琶湖の水は、臭いと言われたり、赤潮が発生し、粉石ケン運動が展開されましたが、下流で生活する人は本より、
生命の水恵みの水の琵琶湖の水は、未来永劫にキレイであって欲しいです。

271 滋賀県 50代
私は、子供の頃、母にミシガン船のTシャツを買ってもらい愛用していました。
このミシガンやビアンカなどは、琵琶湖開発事業の補償された船であり、大津港や長浜港も同事業で補償されたことを知り、大
変驚きました。

272 滋賀県 50代
アメリカの先住民の言葉にあるとおり、琵琶湖は、未来の子供達から預かっています。
より大切にする気持ちで接したいと思います。

273 滋賀県大津市 48歳
虹の出現率が高いと言われる琵琶湖には「虹予報」があるそうです。昨日の夕方に仰木の里から見えた虹もきれいだったけど、
また見えるからと思うとあまり名残り惜しくない。（笑

274 滋賀県大津市 48歳
白砂青松の琵琶湖、湖水浴の第一印象は「海みたいなのに磯臭くない！不思議だなあ。」でした。泳いでも体がベタベタしな
い。この経験は海育ちには新鮮です！

275 滋賀県大津市 48歳
四方を山に囲まれた琵琶湖を見ると、滋賀は湖国でもあり山国でもあると思います。夏の源流、冬の雪稜、様々な場面でつなが
りが感じられる琵琶湖が好きです。山好きより。

276 埼玉県さいたま市 59歳
子供の頃、加藤登紀子の歌う「琵琶湖就航の歌」をよく聞かされた。幼いながら、美しい歌詞とメロディーから風景を想像し、
琵琶湖への憧憬を抱いたものだ。あれから半世紀、実際の風景と心に残る風景を比べてみたい。

277 大阪府大阪市 59歳
かつて栄えた塩津や今津の琵琶湖舟運。長浜には東海道線も通っていたとか。琵琶湖はかつての交通の要衝。周囲には多くの城
址や寺院もある。琵琶湖の果たしてきた役割や歴史遺産に触れ、それを後世に残したい。

278 大阪府大阪市 59歳
かつて、琵琶湖にはもっと広い渚が広がり、生活にもっと身近にな存在であったらしい。最近は、渚が小さくなり、また、湖岸
堤に遮られてしまって、遠い存在になってしまったようだ。

279 大阪府大阪市 59歳
ひとむかし前、琵琶湖の水質問題が発生し、”石鹸運動”が行われたらしい。そのような苦労の成果か、最近は琵琶湖の水質問題
はあまり聞かなくなった。油断大敵。過去の経験を伝えなければ、同じ問題が起こります。

280 福岡県久留米市 61歳
昭和、社会人となって琵琶湖開発とともに青年時代を過ごし、平成、仕事仲間と共に事業完成を喜び、労い、環境保全を誓い、
令和、定年前に管理に関わり、全てを育む琵琶湖は「母」のようでした。ありがとう琵琶湖。

281 愛媛県四国中央市 48歳 守山市から堅田に通勤していた折、湖岸道路から見た比良の美しさは忘れられません

282 滋賀県米原市 49歳 大きいぞ ビワコオオナマズ みてみたい！

283 滋賀県米原市 49歳 日本一 琵琶湖は滋賀の 六分の一

284 滋賀県米原市 49歳 滋賀に海？ 琵琶湖を海と間違える

285 滋賀県米原市 初琵琶湖  まず居酒屋で知る  その恵み

286 滋賀県草津市 64歳

昔、琵琶湖の南湖東岸は湿地帯が広がり容易には近づけなかったという。
今は、湖岸緑地が広がり多くの人がマザーレイクを実感できる。
湖岸堤は人と琵琶湖を近づけてくれた。
堤防って水を防ぐだけではなかったんだね。

287 滋賀県草津市 64歳

「富栄養化」環境汚染の代名詞のような言葉だ。
昔は、琵琶湖も富栄養化の常連になった。
女性が立ち上がった。
「石けん運動」が始まり、滋賀県民一丸となった。
琵琶湖総合開発も完了して、今では富栄養化はいずこへ。

288 滋賀県高島市 43歳 琵琶湖望む 子湖水浴 遠くは長浜と伊吹の山々

289 滋賀県高島市 43歳 琵琶湖望む 長浜近くに見えるが、琵琶湖で遠回り

290 滋賀県高島市 43歳 冬の比良おろし 琵琶湖荒れ 湖西線負けるな どこにも行けず 平和堂
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291 滋賀県高島市 43歳
子供から大人までコアユ釣りやっており、１日で毎年数百匹釣っているが、コアユが減ってきません。 
コアユの資源量が巨大であり、恐ろしく感じます。

292 滋賀県 50代
自転車ばかりがビワイチではない。過去2回、気候の良い時期を選んで琵琶湖外周を7日間に分けて歩いた。琵琶湖に寄り添う生
活も吹き寄せられたペットボトルも歩いてこそ見える景色がある。

293 滋賀県 50代
ゴミ拾いをしながらジョギングをするスウェーデン生まれの「プロギング（Plogging）」が琵琶湖でブームにならないかな。地
域の人々がタスキをつなぎながら琵琶湖一周でもすればなんて素敵なことでしょう。

294 滋賀県 50代 ひとびとの いとなみと共に 増えていく カタカナ表記の 外来生物

295 滋賀県 50代 水害だ やれ干ばつだ 琵琶湖の息吹に 青息吐息

296 滋賀県 50代 ポイ捨ての 行きつくさきに びわのうみ

297 滋賀県 50代 窓越しの 比叡の夕日 びわに映え

298 滋賀県 50代 かもめ舞い うみとみまごう びわこかな

299 滋賀県 50代 びわのねに 眠りただよう かいつぶり

300 滋賀県大津市 59歳
●琵琶湖の生き物、自然環境、景観について
琵琶湖開発事業に伴い貴重な文化財等を残し南湖では、新たに前浜を創出させ、若人から家族まで有意義に利用でき活気に満ち
あふれ、大変うれしい！地域の人々の憩いの場として愛される琵琶湖に変身！

301 滋賀県 60歳
水質改善って、誰のためなの？人間のための改善はたくさんやってきたけど、これからは、いろんな生物のことも考えられた
ら、いいなぁ∼
でも、生き物によって得て不得手あるから、難しいね。

302 佐賀県 40代
琵琶湖勤務を離れ、一年余、かつては日々、四季折々、雄大なる琵琶湖を眺めて過ごしておりましたが、今では、日常であった
琵琶湖のない物足りなさを改めて身にしみる今日この頃です。

303 愛知県 50代
我々は琵琶湖にどれだけの生物種が生息できるのかについての知見を持たないのに、外来種イコール駆除という発想は正しいの
でしょうか。移入や駆除を統一ルールのように決めて良いのでしょうか。この機会に皆で考えてはいかがでしょうか。

304 愛知県 50代
外来種は既存の生態系に害を及ぼすという面だけに着目するのではなく、既に生態系の一部になっている種として捉え、生物間
の相互関係や環境的要因等を確認したうえで、その価値や活用等を考えてはいかがでしょうか。

305 愛知県 50代
琵琶湖の水や魚は、多くの人が必要とする大切なもの。そして、未来に確実に伝えたい宝物です。そんなことを真剣に考える日
があっても良いと思います。この30周年を機会としてはいかがでしょうか。

306 愛知県 50代
漁業や農業は、琵琶湖の水を基本とした大切な仕事です。誰かが捕ってくれる。誰かが作ってくれる。ではなく、実際に誰が
捕ってくれているのか。作ってくれているのか。この機会に確認してみよう。そして、感謝しよう。それが琵琶湖を未来に引き
継ぐ最初の行動ではないでしょうか。

307 愛知県 50代 造ったり、管理している人達だけの記念ではなく、琵琶湖の恩恵を受ける皆にとっての30周年記念です。

308 三重県桑名市 58歳
琵琶湖の管理者は滋賀県。琵琶湖の水位をコントロールする瀬田川洗堰の管理者は国土交通省。琵琶湖沿岸治水を担う湖岸堤の
管理者は水資源機構。わかりにくいと思いませんか？

309 三重県桑名市 58歳
『琵琶湖は誰のもの？』と尋ねると『滋賀県のもの』と答える滋賀県民。富士山と同じく『日本の宝』と思うのは、私のような
他県民だけなのでしょうか？

310 滋賀県大津市 48歳 美しき マザーレイクにスペア無し 流域の願い 淡海よ永遠（おうみよとわ）に

311 大津市下阪本 52歳 外来種、みんなでやっつけよう。

312 滋賀県大津市 48歳

江州詞
琵琶湖水夜周行 
欲飲琵琶湖上催 
酔臥護岸君莫憂
湖岸堤救命多少 
※超主観翻訳
琵琶湖の水辺を巡る静かな夜、 湖岸で一献やりましょう。 酔い潰れても心配しないで。 湖岸堤は人々を救ってくれるから。

313 滋賀県大津市 59歳
白髭神社の大鳥居は、琵琶湖総合開発の水位低下対策で沖合に移設されましたが、移設前の大きさに見える様に一回り大きくし
て設置されてます。景観にも配慮されています!

314 滋賀県大津市 59歳
琵琶湖を代表する景勝地の1つ、堅田の浮御堂。昭和55年迄はヨシ原の中に御堂がある状態でした。琵琶湖総合開発により、御
堂を横引き移動させ周辺を掘削し、浮御堂となるよう昔の風景を取り戻しました!

315 滋賀県大津市 59歳
湖岸堤・管理用道路の設置により消失したヨシ原の復元には、水資源機構によるヨシ移植試験により考案された、移植ポットな
どの移植技術が大いに貢献している。自然環境への配慮も重要！

316 滋賀県大津市 23歳
貴重な水資源・水産資源を有し、人々の安全を守る広大な琵琶湖。 
たくさんの生き物が生息していて、人々の憩いの場になっています。 
感謝を忘れず美しい琵琶湖を守り続けたいです。

317 滋賀県大津市 63歳
平安時代、湖上交通の安全と人々の救済を願って造られた浮御堂は、琵琶湖開発事業の一環として、景観に配慮し、当時の最新
の技術と２０ヶ月の工期をもって、創建当初の雄姿に復元されたことを知り、驚きました。

318 滋賀県大津市 63歳
浮御堂北側、琵琶湖の湖中に『湖も この辺りにして 鳥渡る』と書かれた高浜虚子の水中句碑（昭和２７年建立）が建ってい
ます。この句碑は、琵琶湖開発事業の一環として、水位低下対策が施されています。
一見の価値あり。

319 滋賀県大津市 63歳
今から千年前、一人の女性が京都を出発し、大津から船に乗って琵琶湖の沿岸を眺めながら『みおの海 綱引く民の ひまもな
く たちいにつけて 都恋しも』と詠みました。その女性を、私達は、紫式部と呼んでいます。
白鬚神社の境内に歌碑あり。
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320 滋賀県大津市 63歳
『近江の厳島』と呼ばれる白鬚神社のシンボルと言えば、琵琶湖に浮かぶ大鳥居ですが、この鳥居は、琵琶湖開発事業の一環と
して、景観対策が施され、既設位置から１５ｍ程沖合いに新築移転されたと知り、感心ました。

321 滋賀県守山市 50代
琵琶湖の水は水田、畑、生活用水などの営みに寄与し、生き物など自然環境と複雑に繫がっている。この繋がりを断ち切り、弱
くしないことが肝心。身近な風景から琵琶湖との繋がりを大事に見守りたい。

322 滋賀県守山市 50代
水温む春、琵琶湖辺の水田はフナたちが入り込んで産卵、そして仔稚魚たちのゆりかご。コメ作りの最中水田の水を抜くが、溝
を掘って仔稚魚たちの帰り道もある。樋門や内水排除設備はこんな水田を守っている。

323 滋賀県守山市 50代
琵琶湖に注ぐ安曇川、姉川では、水温む春、コアユやウグイが遡上する。その遡上する元気な生き様を見ると今年もがんばろう
と思う気持ちになれる。こんな風景があることを知ってほしいな。

324 滋賀県守山市 50代
Ｈ３０年、琵琶湖の湖辺でブラックバス、ブルーギルが減少、釣り情報でもカネヒラが多く確認された。外来魚駆除事業の効果
と思うが、カネヒラの逆襲かな！？琵琶湖の魚たちの勢力争いの結末は！？

325 滋賀県守山市 50代
今年の初夏、湖北の岬から対岸の近江八幡まで繋ぐような大きな虹が現れた。空、山、湖が近い琵琶湖ならではの光景だった。
今思うと、琵琶湖から大阪湾までも繋ぐ架け橋になって琵琶湖を知ってほしいなと思った。

326 三重県三重郡 43歳 あれから30年、保全し守った琵琶湖の豊かな環境、次世代を担う子たちへの財産に

327 滋賀県大津市 48歳 キャンプ、バーベキュー、水上スキー、カヌー、魚釣り、水泳、・・・琵琶湖で夏の思い出作りましょう

328 滋賀県大津市 48歳 琵琶湖見て悠久の時の流れに思いはせ

329 滋賀県高島市 43歳

自分ができることを考えてみよう！
はじめはなかなか踏みだせないけれど
まずは身近な事から少しずつ
きれいな琵琶湖を残せるように

330 滋賀県高島市 59歳
関東で働く娘が、滋賀を離れ改めて琵琶湖のすばらしさを感じていると言います。美味しいお米や水、豊かな自然、すべて母な
る琵琶湖より生まれるもの。子にも孫にもこのすばらしい琵琶湖をつなげられますように。

331 東京都調布市 76歳

往時を偲ぶ 琵琶湖の恵み
古より守り続けた 自然環境
歴史ある景観 保存
誇れる琵琶湖の 維持活用
未来へ繋げる 努力を絶やさず
日本一の琵琶湖を 追い求め
魚は喜び泳ぎ 人は嬉し日々送る 
琵琶湖はいつも 七色の虹

332 滋賀県栗東市 30歳 近江富士 登りて眺む 琵琶の湖 喉をうるおす 水をふと想ふ

333 滋賀県守山市 61歳
ずっとびわこの水を飲んで育った。夏休みの楽しみは、びわこで泳ぐ。小学生最大のチャレンジは、琵琶湖横断遠泳大会。今
は、叡山に沈む夕陽に輝く時を愉しむ。離れていても、びわこの水でつながってる。感謝！

334 滋賀県大津市 52歳

びわこさんへ
いつもキラキラきれいだね
水がきもちよかったよ
いっぱい泳げて魚さんもたのしそう
琵琶湖がガラス玉みたいにキラキラ光ったよ。今度教えてあげるね
いつもありがとう
また遊ぼうね

335 大阪府岸和田市 30歳
地球において、大切な環境の1つである古代湖・琵琶湖。その雄大さの元、数多くの生命が活動してきたことでしょう。我々も
また、その中の1つです。この先も、この関係が末永く続きますように。

336 兵庫県西宮市 40歳
琵琶湖の湖畔にたたずめば、澄みわたる空、広がる湖面、心地よい風、湖の匂い、鳥のさえずり…波の音に心がすっと溶けてい
く

337
【タイトル：びわ湖の畔の想い】 
びわ湖は、人に囲まれています。「これ以上、湖をいためないで」と、叫び声があがる局面を何度も乗り越えて。今、この湖を
美しいと思わない日はありません。湖は心の中に。そして、湖の魂は、静かな水の中で輝きます。

338 京都府京都市 19歳 生物を守りつつ、綺麗に

339 広島県福山市 61歳 京都の街 琵琶湖の水にありがとう

340 滋賀県高島市 71歳
琵琶湖の水と聞いて思い出すのは、昔職場や婦人会の仲間と石けん運動の勉強会をしたことです。今年の夏、琵琶湖から上がる
花火は素敵でした。水辺の景観を守るため、できることからしていこうと思っています。

341 滋賀県高島市 11歳
うみの子学習で学んだ琵琶湖の水質汚染。
守りぬこう
命の水をぼく達の未来へ！

342 滋賀県高島市 65歳
萩の浜は遠浅で白砂青松の美しい砂浜でしたが大溝橋ができてから水の流れが変わり土の浜になりました。水中も藻が蔓延り、
泳ぐには適していません。しかし地元の有志が力を合わせ、もう一度元に戻るよう努めたいです。

343 滋賀県高島市 74歳
湖西の浜より、高齢の男性が、カヤックで湖の沖へ漕ぎ出しました。「舟から湖西の山をカメラ撮影をしている。」と。湖面か
らは、正面に伊吹山を眺めます。それを湖上から湖西の山を撮る。舟ならではの発想である。

344 滋賀県高島市 74歳
勤務地が、宇治。宇治橋を渡って出勤しました。橋の上より川面を見おろすと急流だったり、ゆったりした流れだったりと変化
がみられました。この水が琵琶湖から流れ来ている事に何か親しみと恩愛の絆を感じました。

345 滋賀県高島市 74歳
江州音頭に「近江の国の滋賀県は、まわりを山に囲まれて、平野の真ん中は、琵琶湖が座します。まわれば60と三里ある。一夜
づくしの琵琶の湖」と詠まれています。現実には課題山積。しかし古代湖の持つ神秘性は感じる。
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346 滋賀県高島市 74歳
ブルーインパルスの編隊を見てからは、朝夕空を眺める。鳥の編隊をよくみかける。多いと十羽以上飛んでいる。琵琶湖沿岸に
は、まだまだ鳥が生きている。生きていける環境がある。この環境維持・発展の研究活動は大切。

347 滋賀県高島市 74歳
詩吟を練習していますと、高齢者の人達が、集まって浜辺のゴミ清掃をやってました。月1度清掃日を催けて実施していると聞
きました。常々は、湖岸の桜の守りをやっていると。地味ながらこ一歩がすごい。

348 滋賀県高島市 74歳
孫と川でザリガニとりをやっていると、さわがにを見つけた。60年前にはたくさんいた。しばらく見なかったが、川の清掃や美
化意識の向上のおかげと思います。琵琶湖の水は、京都、大阪の人達の飲み水です。

349 滋賀県高島市 74歳
琵琶湖の水面は、海抜92.22m。京都駅は、27.7m。どうりで琵琶湖の水が、宇治川、木津川、淀川へ流れるはずである。上流
域に住む者が、環境保全活動に協力し、美化への意識を高め、きれいな水を送れるよう努めたい。

350 滋賀県大津市 59歳

ここだけの話。
誰にも言わないでくださいね。
実は、私、滋賀で生まれて、滋賀育ちなんです。
だから、ね、私の身体の6割は、元々が琵琶湖の水と同じなんですって❕すごいでしょ。羨ましいでしょ。
絶対に、秘密ですからね。

351 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 ありがとうございます

352 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
友達と琵琶湖で遊んで楽しかったです
ありがとう

353 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖が出来るだけきれいな状態で保てるように皆んなでポイすてとか気をつけていきたいです。

354 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 最近、琵琶湖は約440万年前からある事を知って感動しました。

355 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 いつも琵琶湖の水のおかげで学校帰りや、友達と遊んだ帰りに、手を洗えていつも手をきれいにしてくれてありがとう。

356 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖は綺麗

357 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
壮大な自然の恵みを、私たち人が生活する上で汚くしてしまってごめんなさい。でも、今は琵琶湖を綺麗にしたいという人たち
のおかげでとても綺麗な水がある。これからも大切に使うので、美しい琵琶湖のままでいてください。

358 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 いつもいつも綺麗な水のおかげで幸せに過ごせてます。これからも皆んなで綺麗な水を保ち続けましょう。

359 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖のお陰で水の問題がなくてみんな喜んでいる。そんな琵琶湖に日々感謝して生きています。もしも琵琶湖がないと水の問
題が発生し津波や土砂崩れなどができ人々が困って

360 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳

私は毎年、家族と琵琶湖に泳ぎに行っています。
私は滋賀県は何もない所だと思うけど琵琶湖があるから滋賀県のイメージ？とか、印象は琵琶湖のおかげでいいものになってい
ると思う。
私はこの家族たちと一緒に泳ぐ琵琶湖も滋賀県の象徴の琵琶湖が大好きです。

361 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖さんへ
いつも滋賀を代表してくれて ありがとう

362 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 感謝だな 今も滋賀を 支えてる

363 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖の水がこれからもきれいで保ち続けるために、自分達でもできることを頑張りたいと思う。

364 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 びわこいつもきれいでありがとうございます。

365 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 これからも 琵琶湖の水が綺麗で 生き物が住みやすい湖にするために

366 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖は滋賀の光

367 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳

琵琶湖の水がなくなってしまうと滋賀だけでなく関西全体が干からびてしまうから琵琶湖のことを考えて環境を汚さないように
する！
関西は 琵琶湖の水で 生きている
関西の綺麗な琵琶湖の水に感謝！！！

368 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 400万年前からあり、今まで続いてきたのはすごいと思うしこれからも続いて欲しい。

369 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 泳がしてくれてありがとう

370 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 キレイな湖で水辺の環境をキレイにしてくれてありがとう。

371 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
ゴミで琵琶湖が汚れてしまったり、自然環境の影響を受けてしまったりしているけれど、いつも水を利用させてくれてありがと
う。

372 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
びわこはたくさんの生き物にとって、なくてはならないものだ。びわこを通じて人々がつながることができたり、固有の魚、植
物がいる。だから、私はびわこにかんしゃしていこうと思う。

373 滋賀県大津市（堅田中学校）

オーパルやカヌーを体験させてくださってありがとうございます。
琵琶湖にふれ合う時間は、あまりありませんが小学４年生の時に貴重な時間をいただいて、嬉しかったです。これからも、琵琶
湖を綺麗に出来るように頑張ります。

374 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 ありがとう

375 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつも水ありがとう

376 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖に入いらせてくれてありがとうございます

377 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 小学校のころに友達といっしょに琵琶湖におよぎにいきました。いい思い出です。またあそびにいきます

378 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖にはお世話になってきて、琵琶湖で泳がせていただいたり、美味しいものを食べさせてもらったりと色々有難う御座いま
した。琵琶湖はみんなの憩いの場所です。これからも、よろしくお願いします。

379 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖が、完成して３０周年記念日（？）おめでとうございます。
時々琵琶湖に、ゴミが浮かんでるのをたまに見かけます。
綺麗にして生きたいです。

380 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 ありがとう びわ湖の水は 気持ちいい
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381 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

みんなが琵琶湖を求めて滋賀県に来てくれる。琵琶湖があるおかげで、このまちが少しずつにぎやか。
琵琶湖の水は生き物にとって大事なもの。いつもありがとう。
みんなでもっときれいにする。
みんながもっと好きになる。
琵琶湖、そして水、ありがとう。

382 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
まずは、私達、みんなの琵琶湖を守ってくださりありがとうございます。
私は、琵琶湖には、滋賀県の代表としてこれからも綺麗に残っていって欲しいです。私は、ずっと琵琶湖が大好きです。

383 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖は海水ではないので目にしみない。

384 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖はキャンプやビーチ、海のこ体験のいろんなことが体験できます。
自転車で琵琶湖の周りを回る人もいるそうです。

385 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
私の琵琶湖の思い出は、滋賀県に引っ越してきて初めは琵琶湖に興味が無かったのですが、お母さんと浮御堂や琵琶湖に行った
とき古くからあるのに琵琶湖から涼しい匂いがしたり浮御堂から見る波がすごく綺麗でずっと観ていたいなと思い琵琶湖が好き
になったことです。ぜひ琵琶湖を見てみてください。

386 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖の水は、僕達の生活にやくにたっているんだなと思いました。なぜかというと、琵琶湖は魚もいて固有種という魚のい
て、泳げるところもあり、琵琶湖はすごくいいところです！！

387 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
僕の琵琶湖の思い出はおばあちゃん家に行ったときいとこと泳いだことです。琵琶湖の水は透明できれいでした。この琵琶湖を
守るためにゴミを捨てないようにしようと思いました。

388 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
小学校５年生のとき、フローティングスクールに行きました。ヨシがあるところにはいったとき、すごい琵琶湖の水が綺麗だっ
たのを覚えています。
ヨシを見るたび、あの綺麗な琵琶湖の水を思いだします。

389 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖には、色んな固有種がいます。例えばビワコオオナマズや、ビワマスなどがいます。琵琶湖博物館で、ビワコオオナマズ
を見たときは、すごく迫力がありました。外来種の影響などで絶滅しないことを願います。

390 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
私は琵琶湖で乗ったうみのこから見た琵琶湖がとてもキラキラしていて今でも覚えています。最初はなんか汚いんかなぁ～とか
思っていたけれどそんな事なくて綺麗すぎて飲めるかもしれん！とか思ったりしました。キラキラ光るこの琵琶湖がずっと続け
ば良いな～と思います！

391 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
今までお世話になってきた滋賀県には、琵琶湖がある。その琵琶湖はいろいろな魚がおり、固有種が存在する。他にも琵琶湖の
北の方に行くと泳げるくらいに綺麗な水が広がっている。そんな琵琶湖をずっと守りたい。

392 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 私は小さい頃に琵琶湖には色んな魚がいるのを知った。魚はあの綺麗な琵琶湖に住んでいる。すごいと思った。

393 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 私は、小学生のとき友達と琵琶湖で朝から遊んで鬼ごっこをしたり、飛び込みをしたりして遊んだ思い出があります

394 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖はキャンプやバーベキューをしてみんなでたのしめることができる！！

395 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
滋賀県の琵琶湖には沢山良いところがあると私は思います。湖にいる植物や生きものについて勉強できる事が良いと思います。
なぜなら、琵琶湖はみじかな所にあるので近くで植物や動物を観察できるからです。

396 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 みんなでね 自然を守る 琵琶湖をね

397 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖には綺麗な海やビワコオオナマズやキャンプが出来たりカヌーが出来たりする。小学６年生の時に１回だけ授業で見に
行った事があります。その時感動しました！「なんて綺麗な琵琶湖なんだ！」と思いました。この琵琶湖がすっと綺麗なままで
いてほしいなと思いました。また琵琶湖に行きたいと思いました。

398 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

琵琶湖はいつも景色が違う。
晴れの日は水面が宝石のようにキラキラして見える。夕方だと水の色が変わり橙色や青色に見えたり、時には紫色に見えたりす
る。
そんな色々な顔を見せてくれる琵琶湖は私たちの宝物だ。

399 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖は日本一の湖で北の方に行ったら泳げるほどきれい。湖の子のフローティングスクールやカヌーができる。他にも琵琶湖
１周やキャンプなどができて楽しく遊んだりできる。

400 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
私は琵琶湖が泳げる所で良かったと思っています。友達と泳ぎに行った時、笑顔になれました。他に泳いでいた方々も笑ってい
ました。皆が笑顔になれる琵琶湖で良かったです。

401 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖は日本１大きい湖で、いろんな種類の固有種などがいたりします。景色も綺麗で、滋賀県にとって琵琶湖は良いものなん
だと思いました。

402 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖にはビワコオオナマズという魚がいて琵琶湖は魚が住めるような綺麗な湖である。僕の琵琶湖での思い出は友達と泳いだ
ことです。ボールで遊んだりしました。北の方は湖が綺麗。琵琶湖は日本一大きい。

403 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

１０万年の歴史があります！
泳いでいたら『お宝』が見つかるかも．．．
年間７０万人が訪れます。
釣りよし・ベーベキューよし・泳ぐよし
楽園だぁぁあー！！

404 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
び 琵琶湖に
わ 笑い声
こ 子供たち

405 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳

びわ湖はヨットやカヌーが気軽に行けて、琵琶湖大橋の下をカヌーなどでくぐり抜けたりと楽しいことが多い！
び びっくするほど
わ ワクワクする
こ 湖水

406 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖には様々な魚がいてとてもきれいです。

407 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 びわ湖は津波がこなくて なまずなどいろいろな魚がいる。
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408 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
みんなでおよぎに行きました。
その時にびわ湖の中はすっごくきれいできもち良くおよげました。

409 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖のいい所は魚やいろいろな生物がきれいにすめている。

410 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 びわこの水はきれいだと思います。理由は魚がみえてきれいだからです。ふねにのった時にみた時に、すごくきれいでした。

411 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖は、泳げて滋賀の人がよく琵琶湖に泳ぎにきます。そうゆうことをする人がいること。

412 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖の良いところは、泳ぐことが出来たりして滋賀県の誇りであるところです。

413 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 水が綺麗で固有の魚がいる

414 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖は綺麗でみんなが楽しく遊べる場所で琵琶湖にはいろいろな魚がいるとこがいいところ

415 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖は綺麗だから泳げたり景色を見たりして楽しめる。

416 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 つなみがない無料であそべる。

417 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖は、津波が来なくていい
琵琶湖は、海よりも安全

418 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
びわこはなみがあまり強くないからきもちよくおよげる。
よるけしきがきれい。

419 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
びわこはきれいでうきみどうがあって滋賀のほこりだよ。それにつなみもおきない安全な水海だよ。固ゆう種もいっぱいいいる
し泳げるしみんな、びわこを見に来てね。

420 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 簡単に魚釣りができる

421 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 小学1～3年のころ、よく父に琵琶湖に連れていってもらっていました。いつも行くと琵琶湖はきれいで、好きでした。

422 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖は、私の小さい時から楽しく遊べる場所です。泳いでいると、小魚達も泳いでいて遊んでいても飽きません。葦やカイツ
ブリなどの自然もたくさんあり自然を学べる場でもある琵琶湖は、学習の場でもあります。とても綺麗な所もあり、たくさん遊
べる、学べる場の琵琶湖は、とても楽しいです。

423 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖には、かいつぶりなどの自然の生き物がたくさんいます。琵琶湖が一度きたなくなった時には、きれいにする活動がおこ
なわれたりするなどの活動から琵琶湖がとても滋賀県民に愛されていることが伝わってきます。

424 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
たまにおよぎます。ごみとかたまにういてて少しきたなくて、およぎずらい所もあるので、自分はびわこにごみをすてないよう
にします。

425 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 琵琶湖の良いところは、水が綺麗。水が口に入って来ても美味しい。綺麗な魚   がいる。

426 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖は、日本で一番大きい湖です。そんな琵琶湖の良い事についてお話しします。琵琶湖は、自然災害の１つ津波が起きませ
ん。それに、海みたいにしょっぱくありません。それが琵琶湖の良い所だと思います。

427 滋賀県大津市（堅田中学校）
津波が起きないところがいい
琵琶湖オオナマズがいる

428 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
琵琶湖は滋賀県民のほこりであり大切な資源である。そんな琵琶湖を私は汚さないようにこれからもポイ捨てをしないようにし
ようと思った。

429 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳
びわこの場所によって
とうめいなびわこがあった。

430 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 びわ湖で釣りをした時に、水上バイクがゆっくりに走ってくれたことです。

431 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 大津市の堅田だけじゃなくて滋賀県内の色んな市の琵琶湖を見たとき、濁ったり緑色じゃなくて透明な綺麗な琵琶湖だった。

432 滋賀県大津市（堅田中学校） 12歳 びわこは、泳げる所がいいと思います

433 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

･びわこはきれい
･とてもきれい
･そう思うけど
･少しきたない。
･みんなできれいにしていこう。

434 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 暑い日に 泳がせてくれて ありがとう

435 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
僕は今の琵琶湖の環境は昔と比べて良くないと思います。僕の思いは今の琵琶湖の水をきれいな水にしたいです。今僕にできる
ことは琵琶湖にゴミを捨てないことです。

436 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 いつもありがとう

437 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水の透明度を上げて、琵琶湖をきれいにするべきだと思います。

438 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
びわこには、たくさんの生き物がいます。びわこはどんどんきたなくなっています。そのよごれが魚にえいきょうしているの
で、ゴミをすてないようにして魚をまもりましょう。

439 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 何年も 守られてきた 琵琶湖の水

440 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 いつもきれいな水をありがとう！琵琶湖の水を守るために自分ができる事を探して日頃から気をつけたいと思います！

441 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
最近、琵琶湖の水がきれいになったとよく聞きますが、私から見てまだまだきれいにできると思っています。琵琶湖の水を汚し
ているのは私たち人間なので責任を持ってびわこをきれいにする取り組みをしていきたいなと思います。
（例）ゴミ拾い、ポイ捨てをしない、油はキッチンペーパーで拭く

442 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖には  多くの生き物  住んでるから
  ゴミを捨てたら  生きていけないよ

443 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水をきれいにしよう！！！

444 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 いつもありがとう

445 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖の水をキレイに保つために、食器はしっかり油を拭き取ってから洗い流すこと、シャンプーやリンスなどの無駄遣いに気
をつけて生活していきたいと思います！

446 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖はきれいだと思うので                                         これからもきれいにたもってほしい
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447 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 これからも    琵琶湖の恵み 大切に

448 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の自然環境や景観について考えるよう

449 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水はすきとうるくらいきれいなので生き物たちがいっぱいいてとても、いいなと思った

450 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 水をくれてありがとう

451 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
毎週散歩をして琵琶湖を見ている私ですが、夏だけでなく一年中琵琶湖を見ていると色々な変化があるのに気がつきます。  
濁っていたり透き通っていたり。霧が立っていたり、鳥が泳いでいたりと。

452 滋賀県大津市（堅田中学校） 以前、昔の琵琶湖と現在の琵琶湖の自然環境のちｇ

453 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
僕は以前の堅田フェスタが行われた今堅田に住んでいます。その為一番丸の船やよし狩り、地引網を体験したことがあります。
その時思ったことは、ゴミの多さです。これからも積極的にゴミ拾いをしたいと思います。琵琶湖の水をみんなで守ろう。

454 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖は、夏休みにあそびにいったりＢＢＱをしに行ったりして、琵琶湖の水を使えることに感謝しています。    なので
これからも綺麗に保てるようにしてもらいたいです。

455 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 滋賀の水 市民の

456 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水が綺麗なおかげで自然環境に影響せず     また景観も琵琶湖の水で保たれている

457 滋賀県大津市（堅田中学校） いつも水をきれいにしてくれてありがとうございます

458 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

いつも綺麗な景色をありがとう。          琵琶湖で遊んだりして楽しい思い出が出来たし琵琶湖の魅力を色んな人
に伝えられた！ 
固有種の生き物達も守ってくれてありがとう。 
いつも滋賀県が輝いていられるのは君のおかげだよ。

459 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
いつもいろんな場所に水を分けてくれてありがとう！  夏には、友達、家族を楽しませてくれてありがとう！   これから
も私たちにたくさんの楽しみ待ってます！

460 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖はとても大事なので、ゴミを捨てたりしないようにしましょう。

461 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 大切な 琵琶湖の水を 汚さない

462 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 全員で 琵琶湖の水を 大切に

463 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
校外学習でBSCに行ったとき、とても琵琶湖が綺麗だったので琵琶湖の水が好きになりました。 
これからも、琵琶湖のことを知りたくなりました。

464 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
いままで水辺で見られるたくさんの生き物を観察できました。 
たくさんの生き物を観察できたのは水がキレイなしょうこなので、びわ湖の水さんには、「キレイでいてくれてありがとう」
と、言葉をおくります。

465 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 びわこはいろいろな人がつかっているのできれいであってほしい。

466 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
私たちがよくしてしまうポイ捨てなどで水が汚くなってしまったりしてしまうけど、琵琶湖の水は私たちにとって大切な存在だ
から、ポイ捨てなどをせず、水質を綺麗に保てるようにしていきたい。
１人がやるだけじゃ変わらないからみんなにも呼びかけていこうと思う。

467 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水をきれいに保つためにゴミをすてない。

468 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖はなくてはならない物です。琵琶湖を汚くするのではなくみんなできれいにしていきましょう。

469 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水、 止めると言うけど 困るよね

470 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水を綺麗にするためにプラスチックやゴミを捨てないようにする。

471 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖には 海とは違う 魅力あり

472 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
夏休み、琵琶湖でSUPに乗った。湖岸にはゴミがたくさんあった。沖は綺麗だった。
「湖岸を綺麗にするために､缶やペットボトルなどのゴミを流さないようにしよう」
そう思った。

473 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水を綺麗にするためにもっと琵琶湖について知る

474 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水質を保つためにポイ捨てや石鹸の水を流さないようにしよう

475 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳

何気なく
お世話になっている琵琶湖
琵琶湖は私たちの生活を支えていてくれている         ならば私たちは
琵琶湖を支え、守ろう
恩を返そう

476 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
僕は琵琶湖の自然が好きです。なぜなら水泳場でシジミを取ったりそのあとすぐ逃がすという動作がとても面白かったからで
す。僕はそのシジミが減っていると知りました。そして琵琶湖で生き物を乱獲するのはよくないと思いました。

477 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水で私たちは生活しているので、これからも綺麗な琵琶湖の環境を変えないようにしたいです。

478 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 いつもありがとう！ これからもよろしく！

479 滋賀県大津市（堅田中学校） 琵琶湖の水 陰で支える 人がいる

480 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 打ち寄せる 波のしぶきを 懐かしむ

481 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
琵琶湖は私たち滋賀県民の誇りであり、共存する仲だと思います。生活用水や遊び場など、琵琶湖があるおかげでみんなの笑顔
が守られています。いつもありがとうございます。

482 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖は、校外学習でいったり家族や友達と遊びにいったりできてとても楽しいです。だから、そんな琵琶湖をからも守りたい
です。

483 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖泳ぎやすい。ありがとうございます。
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484 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
植物を育ててくれた水。畑を潤してくれた水。
滋賀を、そして近畿を包みこんでくれた琵琶湖の水。
ありがとう ぼくたちを濡らしてくれて。

485 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖はね、とてもきれいな、湖だ

486 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 僕の命 琵琶湖のおかげ ありがとう

487 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 びわこの水をきれいにしてくれてありがとう

488 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
いつもきれいな水をありがとう！！
これからもきれいな水を守ってください

489 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 僕は、夏休みに真野浜へ行って友達と泳ぎに行きました。琵琶湖の水が

490 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 ああ広い ほんとに広い 琵琶湖だな

491 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 滋賀県をいつも守ってくれてありがとう。私たちの今があるのは琵琶湖のおかげです。

492 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳 琵琶湖の水いつもありがとう

493 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水を綺麗にする為に琵琶湖の水を綺麗に色々な取り組みを行ってくださりありがとうございます。

494 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
自分の家は琵琶湖に近く、出かけるときは琵琶湖を見ていました。昔は休みの日などに泳いだりしていました。たくさん琵琶湖
に遊びに行ったりしています。いつもありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。

495 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 滋賀の文化をくれて、ありがとう。水をきれいにしてくれてありがとう。

496 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水 いつも綺麗で ありがとう

497 滋賀県大津市（堅田中学校） 13歳
水をキレイにしてくれて、大切にしてくれて、使わせてくれてありがとうございます。水をキレイにできるように心がけたい思
います。

498 滋賀県大津市（堅田中学校） キレイになってね。

499 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
嗚呼我らの琵琶湖よ
いつまでもきれいであってください。

500 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 護ろう恵の水。 繋ごう次の時代。

501 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 琵琶湖のか

502 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳

琵琶湖へ
いつも私たちの生活を支えてくれてありがとうございます♡それ以外にも大阪などに水を届けたり、生き物を支えてくれてあり
がとうございます。でも、今琵琶湖にいる生き物が減ってきているからいつも支えてくれているお礼に私にできることを考えま
した。それは、ゴミのポイ捨ては絶対にしない！ようにしようと思います。これからも、

503 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖で何回か泳いだ時に小魚を見ました。琵琶湖に鮎がいるのか知らないけど、鮎っぽい感じの小魚で、可愛かったです。ま
た、琵琶湖で泳いだり、遊んだりしようと思います。

504 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
私たちのために琵琶湖に関わってくれている人が多くいることに感謝を伝えたいです。琵琶湖のために私も何かして行きたいで
す。

505 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 皆が気持ち良く過ごしていくためにも琵琶湖の水がきれいになることを願って居ます

506 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
いつも私たちのために水を使わせてくれてありがとう。私たちは、琵琶湖の水を綺麗に保っていけるように、琵琶湖にゴミなど
を捨てず、水を出しっぱにしないなど、誰でもできる取り組みを行っていきたいです。

507 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 昔みたいに綺麗になって欲しいですね

508 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
琵琶湖があるおかげで僕達は水資源に困ることなく湖上アクティビティなどを楽しむことが出来ます。琵琶湖は僕達滋賀県民の
誇りです。なので僕は琵琶湖のゴミ拾いをしています。これからも引き続きがんばります。

509 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
ＳＤＧｓ体験などを通して、琵琶湖の水が汚くなっていることは、私たちにとって他人事ではないということを、改めて認識し
ました。
これからは、地域の清掃活動に積極的に参加し、私たちの琵琶湖をきれいに保っていけるように頑張ろうと思います。

510 滋賀県大津市（堅田中学校） 綺麗な水は誰が作っているのでしょう？

511 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
ゴミ捨てや放流等は辞めましょう
みんなで守ろう 滋賀の宝

512 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
久しぶり、俺の事覚えてるか。俺はお前の事忘れねえし、１３年前体長４０メートル有るガララワニ捕獲した時を昨日の事の様
に覚えてる。あの頃は楽しかった、誰にも負ける気がしなかった。またお前がハンターに復帰するのを待ってるぜ。

513 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 幼い頃、夏に祖父母に連れられて行った琵琶湖。浅い所でちろちろと泳ぐ小魚を捕まえようと必死でした。

514 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖は今は少し汚れているところがありますが、一人一人が小さくても努力すれば綺麗になっていくと思うので意識したいと
思いました。

515 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 琵琶湖の水は少しずつ綺麗になっている 琵琶湖の水質環境を変えるためにポイ捨てや外来種を琵琶湖に帰したりして

516 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 腹減ったらうちこいよ

517 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

琵琶湖の生物達へ
ブルーギルやオオクチバスなどの外来種にまけないで
”強く”生きてください。
おうえんしています！！
私

518 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 昔は綺麗かった琵琶湖はポイ捨てをして汚くなって生き物が住みにくい

519 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
私の家の近くには浮御堂があります。近所だから見るだけだけどとても誇りに思っています。そして何よりいいのは琵琶湖が見
える事。とても綺麗な景色です。散歩などに行ったら必ず琵琶湖の近くを通って涼んでいます。
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520 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖は昔はとても綺麗だったけど人のポイ捨てになどにより、汚れていった。
ので人々がポイ捨てをなくしていくことが大切だと思いました。
みんなでゴミ拾いをして、昔の琵琶湖を取り戻していきたい。

521 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
僕は琵琶湖の自然環境や景観を保全するために、琵琶湖周辺に生えているヨシなどといった水草をぬいたりするボランティアな
どに参加しようと思います。

522 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

なぁ琵琶湖さんや
あんたちょっと前から
荒れとったけど
もう大丈夫なんかい？
うちらさ結構心配して
いるからできることが
あったらすぐに教えて
ほしいんだよ

523 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
わたしもね
琵琶湖のために
何かしたい

524 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 びわこはくさいけど、そんなびわこにいつも助けられている。いつもありがとう。

525 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

今の琵琶湖の水は、昔と違って汚くなってしまっているところがあります。
なぜ琵琶湖が汚くなってきてしまっているのだろうか？
それは人間のポイ捨てなどが主な原因です。
だから、一人一人がポイ捨てをしないなどの意識を持つことが琵琶湖をきれいにする第一歩かなと思います。

526 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖にゴミを捨てたりすると汚くなったり環境汚染になるからしてはいけない
きれいになるように努力する

527 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
琵琶湖は日本一大きな湖です。しかしとても綺麗な湖とはいえません。やはり滋賀県民として日本一大きくて日本一綺麗な湖と
呼ばれたいですよね。琵琶湖の水も京都や大阪に流れているのでその他の県にも必要とされています。透き通るような水じゃな
くても、今より汚くならないようにみんなで守っていく事が必要だと思います。

528 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
僕は浮御堂にはいろいろな思い出があります、僕はお寺めぐりをしてみたくて近くのお寺によく行きます
浮御堂にはやっぱり琵琶湖の水が濁ってない時に見に行くとすごく絶景で向こう側まで見えるのですがやっぱり琵琶湖の水は汚
いです、だから透き通ってる琵琶湖を浮御堂でみるために自分も琵琶湖を綺麗にするために努力しようと思いました

529 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
近江舞子
魚が多くて
綺麗だな

530 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
ありがとう
琵琶湖のおかげで

531 滋賀県大津市（堅田中学校）
僕は琵琶湖でよく遊んでいて思うのは、海や川に比べて汚いと思います。なので、やっぱり琵琶湖を綺麗にする意識を日頃から
みんなが持たないといけないと思います。特にポイ捨てなどは1番ダメなので、気をつけたいと思います。

532 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

湖（みずうみ）で
無邪気に遊ぶ
子供たち
湖（こ）も子供たちも
汚れなき琵琶湖

533 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

琵琶湖へ
もう400万歳ですね
これからも綺麗な水と沢山の生き物と一緒に長生きしてください
いつまでも元気でね！

534 滋賀県大津市（堅田中学校） 昔の琵琶湖の水は飲めたと聞いたのできれいにしてこの先ずっと飲めるようにしたい

535 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖へ
約400万年前に琵琶湖が三重県ででき、そこから滋賀県に来てくれてありがとう！！
少し臭くなったり、汚くなったりしちゃったけど、これからもよろしくお願いします！！

536 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖の水にはいろいろお世話になっていて、休みの日に琵琶湖へ泳ぎに行くと、水中にいる魚たちを捕まえるのに夢中になっ
ていました。

537 滋賀県大津市（堅田中学校）

琵琶湖の水へ
お元気ですが？
今琵琶湖の水はどんな感じですか？
僕はこのままの琵琶湖の水の状態が続くと琵琶湖は「」になると心配しています。
なので僕は、そうならないように信じるのではなく、積極的に

538 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
人間が勝手に流しているいろいろな物質が混ざった水を溜めてくれて
ありがとうございます

539 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
琵琶湖さんは、いつも少しずつだけど浄化されてすごく透明になってください
浄化されるのはその人たちのおかげですので、その人方達ありがとうございます

540 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 毎日ありがとうございます
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541 滋賀県大津市（堅田中学校）
だいたい毎年琵琶湖に行くけど、葉っぱなどのゴミが浮いていてとても汚いと思います。これ以上汚くしないためには、一人一
人がゴミをポイ捨てしないことを意識して生活しないといけないと思いました。

542 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 ありがとう びわ湖

543 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖には生活している時や遊ぶ時など様々な場面でお世話になっています。同じ琵琶湖でも北部は綺麗なのに南部は綺麗では
ありません、なので琵琶湖を綺麗にする活動を行って南部も綺麗な姿を取り戻したいです。

544 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
滋賀県は琵琶湖があることで、滋賀県と覚えてもらえたり他の県では絶対に体験できない琵琶湖の清掃活動も行えたり、琵琶湖
がある滋賀県ならではのいいところを感じることができていますが、水の環境は悪くなるばかり。私たち一人の行動で未来の琵
琶湖を変えられると知ったので1人でも多くの人に協力してもらって未来の琵琶湖を変えたいです。

545 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳

琵琶湖へ
いつも、私たち滋賀県民の暮らしを支えてくれてありがとう！
本当にお世話になっているあなたに私は恩返しをするために、ポイ捨てをしないようにしたり琵琶湖の歴史について学習してい
るよ！
これからもよろしくね！！

546 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
いつも琵琶湖という水資源を私たちに使わせてくれてありがとうございます。私は小さい頃、琵琶湖で父や兄弟と遊んだりして
家族の絆を深めてくれた場所でもあります。
これからもそういった場所であってください。

547 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳
琵琶湖は、日本一大きな湖で、近畿の水がめとも言われ、固有種もたくさんいる豊かな水源です。ところが、私は、琵琶湖のこ
とを授業で習ったこと以外はあまり知りませんでした。

548 滋賀県大津市（堅田中学校）
僕の家は琵琶湖の近くにあって小学生の時はよく遊びに行っていたけど、その時の感想はいつも水が汚いでした。だから綺麗に
なって欲しいなと思っています。

549 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳 琵琶湖は他の県とは違って津波が起きないから安心。

550 滋賀県大津市（堅田中学校） 15歳
地球の陸の方ではだんだん人の生活が便利になってるそうですね。
でもその分びわ湖に住む私たちは水が汚れていき住みにくくなっています。

551 滋賀県大津市（堅田中学校） 14歳 一昨年の夏に琵琶湖で泳いだんですが私が泳いだ場所は浅いところでは地面が見えるぐらい琵琶湖が透明で綺麗でした。

552 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわこでは みんなでみられる いいけしき

553 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖には プランクトンが いっぱいだ

554 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 守りたい びわ湖の命 いつまでも

555 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわこには おおきいさかな オオナマズ

556 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 せたしじみ びわ湖のそこに ひそんでる

557 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 気をつけて それはゴミだよ 魚たち

558 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖にも 在来種いるから 守りましょう

559 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 さざ波の 琵琶湖にうかぶ 沖ノ島

560 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわ湖には たくさんいるよ プランクトン

561 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 晴れもいい 雨でもきれい 船の外

562 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 四の島 琵琶湖の上に ならんでる

563 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 プランクトン 大事な働き いかしてる

564 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわこはね みんなのたからだ まもるべき

565 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 プランクトン すこしよごれた 水がすき

566 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 カツカレー みんなと食べて おいしいな

567 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 湖岸から 清らかな波が 呼んでいる

568 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 船に乗り 湖の子カレー うまかった

569 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 ポイすては してはいけない きおつけよう

570 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 固有種が 絶滅すれば 未来無し

571 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 固有種の 魚がいるよ 琵琶湖には

572 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 キラキラと かがやく命 たからの湖

573 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 がんばって ゴミなどへらして きれいなびわ湖へ

574 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわ湖には 滋賀のお宝 つまってる

575 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖には いろんな魚 生きている

576 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖には 海にはいない 魚たち

577 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 固有種は 皆で大切に するものだ

578 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 お外では ポイ捨て禁止 守ってね

579 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖には プランクトンが いるんだよ

580 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 外来種のは とてもするどい こわいなあ

581 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 気をつけよう きれいなびわ湖を 守るため

582 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 琵琶湖のね 水はとっても きれいだよ

583 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 やめようね びわこにゴミは よくないよ

584 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 生き物が ごみのぽいすて きらってる

585 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわ湖には プランクトが 大活やく

586 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 きれいだね びわこだいじに まもろうね
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587 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 みんなでさ ごみをすてずに きょうつけよ

588 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 ビワマスは びわ湖の固有種 オイシイネ

589 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわ湖では 自然環境 守ってる

590 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 プランクトン びわこにたくさん 住んでいる

591 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 オオナマズ かわいいかおでも 身が大きい

592 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわこには 110種の 魚たち

593 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 気をつけて ゴミをすてると 困るんだよ

594 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 守ろうよ 自然環境 大切に

595 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわこには プランクトンが いっぱいだ

596 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 びわ湖には 魚がたくさん 泳いでる

597 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 大切に びわこのなかな 守ろうね

598 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 ポイすては よごれちゃうし やめようね

599 滋賀県湖南市（石部小学校） 小学5年生 海の子で びわ湖について よく知れた

600 滋賀県彦根市（旭森小学校） きもちよく みんなが愛する 琵琶湖なら 人も魚も みんながうれしい

601 滋賀県彦根市（旭森小学校）
びわ湖のことを世界中に知ってもらい、有名な湖になってほしい。生き物がすごしやすく、見ている人が「キレイだなー。」と
思えるような水になってほしいです。

602 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 人気者 魚のふるさと いつまでも

603 滋賀県彦根市（旭森小学校） きれいな琵琶湖になってほしいです。琵琶湖の底までよく見れる・・・。写真をとったら映える琵琶湖になってほしいです。

604 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 いつまでも 琵琶湖はみんなの 宝物

605 滋賀県彦根市（旭森小学校）
びわ湖のことを世界中の人に知ってもらい有名な湖になってほしいです。生き物がすごしやすく見ている人がきれいな湖だなと
思ってもらえるようなきれいな水になってほしいです。

606 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
びわ湖の水
毎日、わたしたちの生活を支えてくれてありがとうございます。最近、びわ湖の水が少しずつきたなくなっていますが、みんな
できれいになるようにしていきたいな。

607 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
びわこ水 みんなの家に とどいてる
二ゴロブナ ヨシを大切に あつかおう

608 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳 きれいなびわこになってほしいな。

609 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
私は、びわ湖に有名になってほしいです。理由は、びわ湖は、すごく大きいびわ湖なので、もっときれいなびわ湖に１０年後は
なってほしいです。

610 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
人間も、魚も、鳥も住みやすいかんきょうにするために、沖縄の海くらいきれいになってほしいです。そしたら何回も何十回も
びわ湖に遊びに来るし、魚もたくさんふえるし鳥も魚が見えやすくなったりするからです。

611 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
たくさんの魚が生きられ、たくさんの魚が取れるきれいな水にしてください。いつも、びわ湖の水を使わしてくれてありがとう
ございます。

612 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 キレイな琵琶湖になって魚がすみやすくなってほしいです。

613 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
びわ湖の水
いつもいつもぼくたちにおいしい魚やお水をくださりありがとうございます。
ぼくたちも、たいせつにびわ湖をしていきたいなーと思います。これからもよろしくおねがいします。

614 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳 びわ湖の水、きれいになって、新びわ湖 新しがになって、世界一の湖を目ざそう！！

615 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳 きれい咲く 靑い琵琶湖と 青い空

616 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
琵琶湖の水へ
十年後、魚や島、プランクトンが住みやすい水になってください。そして、きれいな湖の水を全国にとどけてください。

617 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 びわ湖には ごみをすてては いけないよ

618 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳 滋賀県の 宝のびわ湖 大切に

619 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
たくさん魚をくれてありがとう
いつも魚がおいしいよ。

620 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 びわ湖へ、いつも魚や水をありがとう。とてもやくにたっています。いろいろなことをおしえてくれてありがとう。

621 滋賀県彦根市（旭森小学校） 10歳
びわこさんへ
いつもきれいなけしきをありがとう。

622 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 いつも、きれいな水をありがとうございます！びわこは、めちゃめちゃ大きくてすごいなって思います！

623 滋賀県彦根市（旭森小学校） びわ湖はね みんなだいすき 人気者

624 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳 びわ湖の中 魚のうんこも 光る夏

625 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
みんなで美しい琵琶湖にしたいです。今はアユのとれる量が増えています。いろんな魚をとり、お店で売れてほしいと思ってい
ます。

626 滋賀県彦根市（旭森小学校） 11歳
私は、学校でびわ湖について学びました。そして、今びわ湖は魚がへっていると知りました。なので私も、魚をふやすためにボ
ランティア活動に参加したりして、困っている人たちの役に少しでも、たちたいと思いました。


