
団体名 法人格 目的 活動内容 アピール HP 活動分類 情報更新

ハートニットプロジェクト大津 東日本大震災による被災者の支援
被災地の仮設住宅で暮らすおばちゃん達の作る
ニット製品を販売

H29.12

ハートフルガーディナー園芸福
祉おおつ

任意団体
花と緑を通して、幸せを地域に拡げる園芸福祉
活動を行おうと、園芸を愛する有志で平成２０
年１月に結成した。

活動の拠点となる一里山の「緑のふれあいセン
ター」に、実習と啓発展示を兼ねた「啓発展示
花壇」を常設する他、市内の福祉施設に「ふれ
あい花壇」を設置し、高齢者や障がい者と共に
花苗を植えこむふれあい作業を実践している。
また、大津駅前の「おもてなし花壇」、小学校
の「学びあい花壇」にも取り組んでいる。毎
年、春秋に実施される「おおつ花フェスタ」に
は他のボランティアグループと共に参加し、運
営の一翼を担っている。

花と緑を通して地域社会に幸せを拡げる園
芸福祉活動を行っています。高齢者の
方々、障がいを持つ人々、次代を担う子ど
も達等、日頃土に触れる機会の少ない人々
に、共に土に触れ共に花を育てたいと思っ
ています。自分が植えた花苗が大きく育
ち、花いっぱいの花壇になっていくことで
幸せを体感してください。

H29.12

ハーモニー・コミュニティネット npo

この法人は、大津市・草津市を中心とする湖南
地域において、地域住民のための情報提供活動
を行い、事業を通して地域住民の相互理解と連
携促進を図り、地域コミュニティ全体の利益の
増進に寄与することを目的とする。

H28以前

パフトクラブ
世界の恵まれない子ども達を微力ながら支援す
るために、物づくり、講習会、バザーをして、
その支援の輪を広げていくことを目的とする。

H29.12

浜大津観光協会 認証ＮＰＯ法人

来訪される旅客や周辺住民のための集客イベン
ト等、自主的な活動をすることによって、より
一層の地域活性化事業の推進と、観光客誘致事
業の強化に加え、水辺環境の保全に寄与するこ
とを目的とする。

H29.12

東日本大震災滋賀県内避難者
の会

任意団体
http://shiga-
hinan.net/

H28.9新規

比良里山クラブ 一般社団法人
当法人は滋賀県大津市を中心とした湖西地域に
おける地域社会の健全な発展を目的とし、その
目的に資するための事業を行う。

大津市南比良の雑木林「まほろばの里」を活動
拠点とし、恵まれた自然環境の保全と利活用に
取り組み、子どもたちの環境学習や自然体験に
関わる活動を実施しています。

最近では県内外から、多くの問い合わせや
参加を頂き、スタッフの励みに繋がって来
ました。今年は地元の方々と連携し、畑師
の育成活動や山の資源の利活用、シソ
ジュース「Hira Pellira」の製造・販売の
拡大を進めて行きます。里山の再生や農地
の活性化、地域イベント、メニューは盛り
だくさん用意しています。ご興味ご関心の
ある方はぜひ一緒に活動に加わって下さ
い。お待ちしております。

Hira-satoyama.net

福祉の増進を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る
活動
環境の保全を図る活動

H29.12

比良比叡自然学校 認証ＮＰＯ法人

比良・比叡の豊かな自然の中で、青少年が遊
び、学び、感動を覚える自然体験活動を柱にし
た、環境教育事業を展開します。また、この山
地を訪れる人びとに、貴重な自然と歴史、文
化、そして多彩な地域の人材を活用しながら、
自然体感型の観光サービスを提供し、びわ湖大
津の観光振興をめざします。

年度初めから「比良比叡トレイル」設立のために活
動を開始し，比叡山延暦寺。おごと温泉観光協会，
滋賀県山岳連盟など10団体の賛同をえて，今秋か
らルート調査を行う。整備や道しるべづくり，ガイドの
育成など3年計画ですすめる。

社会教育の推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
スポーツの振興を図る活動

H29.12

比叡平・陽だまりの会 npo

高齢者や障害者を含む住民が安全に安心して生
きがいのある生活を送って頂くために、必要と
思われる種々の事業を展開するとともに、環境
問題に対しても深く考察し、福祉の増進と環境
保全に寄与することを目的とする。

・高齢者の集いの場事業
・高齢者の健康事業
・福祉有償運送事業
・トレーニング教室・山の保健室・マッサージ
サロン
・高齢者の生活支援（介護保険外）
・環境活動・リユースセンター・里山支援

H28以前

びわ湖・大津ノルディックウォー
キングクラブ

任意団体
保健，医療の増進を図る活動
スポーツの振興を図る活動
まちづくりの推進を図る活動

H29.12

琵琶湖スポーツ連盟 認証ＮＰＯ法人
総合型地域スポーツクラブとして、大津市北部を中
心に、その地域スポーツ文化の発展を通じて、健康
で明るいまちづくりに寄与するため。

小学生が主な対象となっているスクール事業(サッ
カー、陸上、バスケットボール、フットサル)や、成人
を対象とした事業(ウォーキング、テニス、フットサル)
を年間通じて実施。他に、夏季の単発イベント(サ
マーキャンプ、サマースクール、びわ湖クロススイム
etc)なども実施。

びわこ成蹊スポーツ大学の協力のもと、サッ
カーを除くスクール事業や、サマーキャンプなど
のイベントではたくさんの大学生がスタッフとし
て関わってくれているので、現場はいつもエネ
ルギッシュで元気に満ち溢れており、その点に
おいて参加者からも好評を頂いている。

http://biwako-
sc.jp/

H28.9新規



団体名 法人格 目的 活動内容 アピール HP 活動分類 情報更新

びわこダルク npo

ダルクとは民間の薬物依存症回復施設です。さ
まざまな薬物（覚醒剤、有機溶剤[シンナー
等]、市販薬など）から開放されるためのプロ
グラムを実践しています。

薬物依存症者はまず、「今日一日薬物を使わな
いで生きる」ことからスタートします。それを
毎日更新し続ける事によって、薬を使わないク
リーンな生き方をし、回復していきます。 び
わこダルクでは入寮を前提として同じ悩み（病
気）を持つ仲間と回復と成長のための居場所を
提供し、今までとは違う新しい生き方をするた
めに「12のステップ」と言うプログラムの実践
をしていきます。 また、びわこダルクでは、
プログラムの一環として、毎日の自助グループ
（NA）への参加や、各医療機関との連携をとり
ながら午後はレクレーションで釣り、山登り、
ソフトボール、スポーツジム、温泉、など“薬
物以外の楽しい事”をするプログラムも取り入
れています。 またスタッフも全員が薬物経験
者です。 新しい入寮者は仲間です。薬物依存
症者同士、病気の分かち合いをしながら、回
復、成長し、薬を使わない新しい生き方の実践
をしていきます。

H29.12

びわ湖トラスト 認定ＮＰＯ法人 （昨年の情報にプラス）　中学生の環境技術教育
http://biwako-
trust.com

環境の保全を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
科学技術の振興を図る活動

H29.12

びわ湖の会 （びわ湖の水と環境
を守る会）

任意団体
びわ湖の水位低下巾1.5ｍを見直し、びわ湖の
生態系と水質を回復し、美しいびわ湖を次世代
に引き継ぎたい。

びわ湖と環境に関する調査、学習を おこな
い、世論を喚起し、行政にもびわ湖の再生のた
めの施策を求めていく。年に数回のびわ湖、河
川などの見学・調査をおこない、月刊の会報
「びわ湖通信」 で報告している。また年1回は
びわ湖問題講演会を開き、市民に公開してい
る。滋賀県にびわ湖の再生対策を申し入れ、意
見交換しているが、大津市などへの申 し入
れ、対話もすすめたい。

気楽に入会してください。年会費は2000
円。本年度から学生は年会費1000円としま
した。びわ湖を見てまわり、地域の人たち
からの保全・再生の情報を 聞き、またび
わ湖の破壊につながる施策には反対、声を
あげます。会員の間で自由闊達に意見を交
換し、一致したところで行動しています。
他団体との交流を望んでいます。

環境の保全を図る活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
市民活動支援

H28.9更新

びわ湖バレイ自然塾
自分たち（会員）の遊び場で、森林の整備や自
然木工など自然と関わりのある遊びを楽しんで
いる。

H28以前

びわ湖りす森倶楽部
びわ湖の森の保全・再生活動。日本固有種ニホ
ンリスをシンボルとした森に親しむ森遊びな
ど、親子で取り組む協働の森づくり。

森のハイキング、まき割りや自然観察。森林病
害虫の勉強会。

H28以前

びわこ☆１・２・３キャンプ実行委
員会

2011年３月１１日の東日本大震災による福島第一原
発事故の影響で、放射線量の高い地域に居住する
子どもたちの心身の健康を守ること。

子どもの長期休み、春休みに１０日間、夏休みに１ヶ
月間、福島をはじめ放射能の不安の中で生活してい
る子どもたちを滋賀に招いて、放射能を気にせず自
然の中で思いっきり遊ぶことをメインに普通の日常
生活を送る。

活動の成果として、子どもはもちろん、実行委
員、ボランティア、特に子どもの世話をしてくれ
る学生ボランティアが共に成長し合う場になって
います。

保健，医療の増進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動

H29.12

フードバンク滋賀 任意団体

　まだ食べられるのにもかかわらず、廃棄される食
品（いわゆる食品ロス）が日本国内でおよそ632万ト
ンもある一方で、生活に困窮し、食べるものに困って
おられる方が地域におられます。食べるものに困っ
ている人々へ食べるものを無償で提供することで食
品ロスと貧困の双方の問題に取り組むために設立し
ました。

　毎週水曜と土曜日に滋賀県南部地域を中心に食
べるものに困っておられる方々へ食糧を直接お届け
する活動を実施しています。

　食べるものに困っている方々へ何かをしたい
と考えている方やまだ食べられる食べものが捨
てられている状況を何とかしたいと思っている
方は、私たちと一緒にできることがあると思いま
す。ぜひ、一緒にフードバンクで食べるものに困
り、食べるものを必要としている方々へ寄付頂
いた食べものを届けましょう。

http://compass-
shiga-saku.net

H29.12

BRAHart 認証ＮＰＯ法人

障害がある人もない人も得意なこと好きなことを活か
して仕事や社会の中での役割を創っていくことを支
援する。また，安心安定して働くことができるよう，生
活の場を創る。その活動を通して，すべての人がな
りたい自分に向って生きる権利を行使できる社会づ
くりを目的とする

日中一時支援事業，シェアハウス事業，ギャラリー，
唐橋しじみ市with勢多市事務局

地域社会の中で，障害がある人たちが生きるこ
とを本当の意味で普通にできるよう，これまでの
福祉サービスとは少し違った視点でアプローチ
していきます。

http://brahart.jimd

o.com

福祉の増進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動

H29.12

ふるさとの盛越川を愛する会 任意団体 河川を美しくする目的 清掃作業，美化活動 環境保全，モラル向上
まちづくりの推進を図る活動
環境の保全を図る活動
市民活動支援

H28.9更新

プロボノ 滋賀 認証ＮＰＯ法人
仕事などを通じて培った知識や経験を活かし
て、ボランティア活動や社会貢献 することを
目的とする。

職業で培ったスキルを持った人や社会経験豊富
な元気シニアの人達と、その力を必要とする団
体とをマッチング、コーディネイトする活動を
行い、より良い地域社会づくりを目指す。

まちづくりの推進を図る活動
市民活動支援
その他

H29.12

文化財修復構造技術支援機構 認定ＮＰＯ法人

歴史的建造物の修復保存や歴史的景観を生かした
まちづくりを推進する不特定多数の一般市民、団体
及び行政に対して、伝統建築物の安全性や耐久性
の向上を図る。もって広く人類社会に貢献することを
目的とする。

重要文化財建造物、登録文化財の構造耐力の向上
を図る。なお、最近は高層マンショウンの耐震診断、
補強工事の設計も活動範囲に視野に入れている。

大学の研究を生かした構造補強を提案し、費用
の低減を図っている。

H29.12

ペガサスメンタルパワーサポート
よりより自分自身を目指す人々やこども・高齢
者及び社会的弱者に対してカウンセリングでの
対人援助を行います。

社会的自立の支援として講演会・講座を実施
し、子供の健全育成を図る福祉事業の経営基盤
の強化を図ることを目的にしています。

H28以前

「ホスの会」　在日コリアン高齢
者支援

任意団体

　多様な価値観や文化を認め合う社会、国際や民
族、性別や出身などの違いを理由として社会的不利
益を被ることのない社会、一人一人が尊重される社
会、だれもが参加できる豊かな社会の実現を目指し
ます。

　故国の歌や踊りを楽しみ、２世、３世による心づくし
の韓国料理で昼食会を楽しんでいます。韓国留学生
や日本人ボランティアとの交流を持ちつつ今日的な
問題も含め、いろんな語らいの場として、また地域で
生きる自分発見の場となるようなイベント開催もしま
す。

在日一世、二世の方々との交流を通し、パワフ
ルな人生を見聞きしながら、日本と朝鮮半島の
歴史、文化に触れる機会と考えます。また自分
発見となる体験の場でもあります。

H29.12


