一般社団法人 比良里山クラブのこれまでの活動
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比良の山と里を元気にする集団・・・一般社団法人 比良里山クラブ

主な非営利事業
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2003 年 11 月 22 日 任意団体「比良里山クラブ」発足
滋賀・南比良の里山に活動拠点を置き、比良の自然に魅せられ
た面々が集い、環境をテーマに文化や歴史、課題や問題などに
取り組む。多岐にわたるイベントを重ね、幅広い世代と広域エ
リアから多様な人々の “参加＝出会い” を得て、
後にコアメンバー
の誕生へとつながっていく。
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2009 年 10 月 26 日 一般社団法人設立
代表理事に三浦美香就任、現在に至る。
無農薬と有機肥料にこだわった「ジュース専用の赤シソ」栽培開
始。
滋賀県環境こだわり農産物認証を取得〜
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比良ペリラ製造量推移(ℓ)
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2010年

比良の赤シソジュース「ヒラペリラ」
商品化・収益事業としてスタート。

ヒラペリラ 600ml ボトル
350 本製造・販売。

キッズクラブ例会（3.5.11 月）
、サマーキャンプ。
里山付き菜園セミナー「L-farm 比良」開園。
大津市立志賀中学 1 年環境学習受け入れ〜6 年間継続。
目から鱗の薪のワークショップ第 1 弾 "

2011年

緑の募金事業イベント「里道普請ワーキングホリディ in Hira」
実施。クラブハウス竣工。

1200 本製造。6 次産業化に係る優良取組表
彰事業で近畿農政局長賞受賞。

森林づくり大津流域委員会「大津の森と木を使う・育む in Hira」
開催。目から鱗の薪のワークショップ第 2 弾開催。

2012年

未来ファンドおうみ「びわ湖の日基金」寄付〜＊マキノのログ
ハウス移築工事。陸前高田市へ震災義援品提供。NHKTV ぐるっ
と関西・おうみ発 610、KBS 京都ラジオ羽川英樹の京奈良近江
見つけ旅出演。

2,400 本製造。360ml ミニボトル誕生、商
標登録認証、インターンシップ受け入れ、企業・
地域イベント、福祉施設バザーなどに出店。

ファザーリングジャパン滋賀、親子企画受け入れ（6.8 月）
。
真野中学 1 年生環境学習受け入れ。
全労済「地域貢献事業」南比良獣害防除フェンス設置協力。
県立大学地域探求学「地域人」学生受け入れ。"

2013年

大津北商工会入会、
「比良げんき村親子企画」森の虹色探し。淡
海生涯カレッジ大津校講座にて講演。読売新聞社しが県民情報、
京都新聞社掲載。緑の募金公募事業「里山の再生」イベント実施。

2400 本製造。1,000ml 業務用パック誕生。

比良八講ボランティア協力〜＊
全労済「地域貢献事業」
（伐採木枝のチップ加工、散策道整備）
。
安曇野視察一泊研修。

2014年

発足 10 周年記念パーティー、比良まほろばの里窯場にて開催。
FM しが「びわ湖リーダーズ」出演、
社協会報誌「じゅげむ」掲載。
大阪ものづくり農業連携セミナーにて話題提供。

500ml ボトル 3000 本製造。
業務用 900ml ボトル誕生。OEM 契約締結、
丹波市被災地へ見舞い品送付、香港バイヤー
商談会参加、
県内外のマルシェや物産展に出店。

高齢者認知症予防ゲーム。
比良まほろばセミナー開始 〜6 年間継続。
ESD エコツアーエクスカーション受け入れ。

2015年

夏原グラント助成事業（赤シソ栽培ネットワーキング）1 年目。
滋賀県「ココクールマザーセレクション 2015」入選。
FM しが女性アグリ起業セミナーにて講演。
滋賀県生活支援サービス講座にて講演

3500 本製造。

比良の水を紡ぐプロジェクト（FB ページ開設、
小松地区の聞き取り調査実施）
。
薪事業準備
（玉伐り・薪割り・一次乾燥・本乾燥）
。
＊果樹園植樹（オリーブ、オオシマザクラ）
。

2016年

香港食品商談・視察ミッション参加。夏原グラント助成事業（赤
シソ栽培ネットワーキング）２年目。FM しが女性アグリ起業セ
ミナーにて講演。米原市社会福祉大会にて講演。

4000 本製造。
新規 OEM 契約締結。

滋賀県川づくりフォーラム参加。
比良八講（プロモーション用 DVD・フライヤー制作）
＊
ワーカーズコープ全国恊働集会キックオフイベント参加。

2017年

夏原グラント助成事業
（4月〜10月）
３年目。
しが新事業応援ファンド（試作開発）
温室改装工事、選別作業場完成。

4500 本製造。

認知症予防ゲームセミナー／講師：NPO 法人認知症予防ネット。
薪事業／ 3540kg 販売＊。比良の焙煎大麦開発。
草津市学童保育施設「のびっ子」木のプレート製作。

セトレマリーナびわ湖様・体験ツアー受け入れ。
OEM 二年目 (360ml ２４０本 )。
お歳暮用ギフト（50 セット）
。

SENSE OF WONDER
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雨の森の［しずくリレー］

結実期
収穫期

2018年

大津市ふるさと納税協力、おうみようなる元気商品プロジェク
ト参加 *。夏原グラント助成事業（赤シソ栽培ネットワーキング）
ステップアップ1年目。空き物件を地域サロンにリノベーション、
南比良地区の人口推移、世帯数推移、介護認定者数グラフ化。
こだわり滋賀ネット、甲賀市岩上地区の視察団受け入れ。

4480 本製造。
しが新事業応援ファンド（販売）
、
ヒラペリララグジュアリー 350 本製造、
国内外にパイロット販売、サンプリング、
ペライチ（通販サイト）開設。

2019年

4 月 28 日地域サロン「比良ラボ」内覧会。滋賀県「しが住民参
加支えあい活動連絡会」にて事例報告発表。夏原グラント助成
事業（赤シソ栽培ネットワーキング）ステップアップ２年目。
由布副知事里山とサロン視察訪問。日野町婦人会視察受け入れ。
BBC TV 出演、読売新聞しが県民情報掲載。

4480 本製造。
香港輸出（500ml120 本、
ラグジュアリー 150 本。
）
※ 冷凍保存したエキスでオフ
シーズンのカバー実現）様。

2020年

農福学連携開始（５月・８月日野わたむきの里、11 月・３月働
き教育センター大津）
、びわこ成蹊スポーツ大学（通年）
。まちづ
くりスポット大津協力団体登録、まちづくりセミナーにて講演。
熊本大雨災害義援金、被災地支援物資送付。

3000 本製造。セトレマリーナびわ湖様・オー
プンキッチン参加＊WEB 販売開始。
道の駅、レストランにて赤シソを直売。

比良八講広報活動、SNS100 人アンケート実施。
薪事業／ 5300kg 販売。キッズクラブ
「里山の色集めと草木染め」
。
果樹園にニホンミツバチ巣箱設置＊

2021年〜

滋賀県「健康しが」共創会議、活動創出支援事業に参画。
比良里山マルシェ 2022 年 1月開催。

3450 本製造。
大津商業高校 3 年生受け入れ（５・７月）
。
テロワールギフトセットを限定販売。
赤シソの葉やエキスを柴漬けやチーズ、クラ
フトビールなどの材料に提供。

石窯移築、農地外周柵改修、施設の修繕。
比良第一土曜体操スタート。
立命館、
龍谷、びわこ成蹊スポーツ大学
学生ボランティア受入。

比良八講の広報活動／ COOLSHIGA 掲載、
プロモーションビデオ企画（静止画、動画、空撮に
よる編集）
、授与法水（竹筒仕様）の企画と宣伝。
＊薪事業／１２００kg 販売＊

県内外で先駆的取り組みをしているまちづくり視察。
（８月久多地域・農泊、９月三重・農家レストラン）
。
かんじる比良イベント参加。
11 月：比良ラボ利用者の自主企画に引率参加（琵琶湖一周、琵琶
湖横断）薪事業／ 6450kg 販売＊

山と里と湖が、グッと接近している比良の地。
自然と人が折合いをつけながら暮らしてきました。
里山を縦走する古い石積みに、先人たちの手の跡を探してみる。
百年近く立ち続ける大木に、時の移ろいを聞いてみる。
そこにある一人一人の不思議な感動。
日常の中で、忘れていたセンス・オブ・ワンダーを
いっしょに呼び起こしてみませんか？
比良の里山に、ようこそ！！
扉の向こうで、おまちしています。

＊記載内容は 2022 年 2 月 28 日現在

一般社団法人 比良里山クラブの概要

私たちの活動テーマは、わかりやすい、楽しい、続くこと。
この豊かな自然や、魅力ある地域資源に目を向け、比良のファンが
増えていくことを願っています。
このパンフレットは滋賀県「健康しが」活動創出支援事業費により作成しています。

161

至京都東I.C.

https://hira-satoyama.net

びわこ成蹊スポーツ大学
変電所

利助
パルテノン

志賀I.C.

近江舞子

至大津

J
R
湖
西
線

びわ湖

比良まほろばの里
志
賀
湖 バ
西 イパ
道
路 ス・

代表理事 ： 三浦美香
事務局： 滋賀県大津市横木２-２５-１２
TEL/FAX： 077-527-2833
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お問い合わせ
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info@hira-satoyama.net
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