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What “Attractive Eco-tourism 

for young generation” be like?
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若者にとって魅力的な三方よしのエコツーリズムとは？
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1. Issue of eco tourism   エコツーリズムの課題

2. Idea to approach the issue 具体的な対処法・アイデア

3. Expected merits 想定されるメリット

4. Problems 問題点

5. Summary まとめ



1. Issue of Eco-tourism

Eco-tourism is not so popular around me

(Young generation)…

若者にはまだまだ人気が薄い
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My friend’s 

Instagram stories

Amusement Park 
遊園地

Karaoke カラオケ

Café & Restaurant
カフェ・レストラン

Less Eco-tourism

https://www.freepngimg.com/png/69722-logo-cinars-instagram-free-transparent-image-hq
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


To be accepted by young generation,

Eco-tourism should be…
（若者に受け入れられるための条件）

・Reasonable price 低価格

・Easy (No need to prepare) お手軽

・Exciting, creative ワクワク

・Easy to access 近場

・Time-efficent 時間効率が良い

・Image  今どきなイメージ、映え



2. Idea to approach the issue
（問題を解決するためのアイデア）

・Foreign recipe, Value＋Regional wisdom and resources＋student’s idea

海外のレシピ・価値観、地域の人々の知恵や地域資源、学生の価値観などの融合

・Cooking event or community of Foreigners, students and regional people

外国人・学生・地域の人々を対象としたクッキングイベント



Create a new recipe 

using blessings of Shiga
新レシピ作り

Taste blessings of Shiga
滋賀の恵みを味わう

Cook and 

communicate 

with each 

others
参加者皆で料理



Blessings of Biwako

Biwa-masu

琵琶湖の恵みービワマス

画像引用元：ビワマスを食べる幸せとはhttp://yochann.cocolog-nifty.com/something/2010/08/post-7afe.html

滋賀のおいしいコレクション http://www.shigaquo.jp/foods/4826.html
「第4回Fish-1グランプリ」開催！
https：//www.pride－fish.jp/F1GP/2016/news/f1.html

・Rich in good fatty acids 油が乗っている

・”jewelry of Biwako” 琵琶湖の宝石

http://yochann.cocolog-nifty.com/something/2010/08/post-7afe.html
http://www.shigaquo.jp/foods/4826.html


Freshwater clam

Suji-Shrimp

Juvenile of Ayu

Ayu

滋賀のおいしいコレクションhttps://shigaquo.jp/report/3232.html



Crunchy buns
カリカリのバンズ

Lettuce
レタス

Baked biwa-masu
焼きビワマス

Lotus root chips
レンコンチップス

Asparagus
アスパラ



Crunchy buns

Lettuce

Baked biwa-masu

Lotus root chips

Asparagus

Know about producer 

of foods in our region
地域の生産者の方々を知る



Producer
生産者

Lotus root: Kusatsu

Asparagus: Hikone



To fulfill the rest of conditions

・Reasonable price 低価格 ☑

・Easy (No need to prepare) お手軽 ☑

・Exciting, creative ワクワク ☑

・Easy to access 近場 → Hold it in school facility, community center or café 

学校の施設、公共施設、カフェで催行する

・Time-efficent 時間効率が良い→ Even after school 放課後開催可能

・Image  今どきなイメージ、映え→ Cook Instagramable menu インスタ映えを意識



How to advertise?

・Professor to students 教授経由

・Students to students (Social media)

学生から学生へ SNS, Instagram story

・Include highly-motivated student 

as a member of organizers
モチベーションの高い学生を主催者側に取り込む



3. Throw the event, What  is expected？
（想定されるメリット）
・Participants can interact with people who they rarely talk to in daily life

普段関われない人と関われる

・Make a good relationship between regional people and young generation

地域の人々と若い世代の間に良い友好関係を作れる

・By intersecting different cultures and generations, something new would be 

produced
異なる文化・世代の人が意見交換することで新しいものを生み出せる



Participants can interact with people 
who they rarely talk to in daily life
(普段関われない人と関われる）



Make a good relationship between 
regional people and young 
generation
（地域の人々と若い世代の間に良い友好
関係を作れる）

It’s a bit expensive, but I 

would like to buy local 

vegetables that my intimate 

farmers produced!
お世話になった農家さんの野
菜を買いたい→地産地消



Please reduce the amount of 

plastic garbage. Please do 

not throw them away.
ゴミを減らそう

So we can continue to 

provide safe and high-

quality fish.
安全で美味しい魚のために

I want to protect the amazing 

resources. It’s also for my intimate 

fisherman.
素敵な資源を守りたい、お世話になった

漁師さんのためにも！



Grow up



By intersecting different cultures and generations, 

something new would be produced
（異なる文化・世代の人が意見交換することで新しいも
のを生み出せる）

Utilize the new ideas 新しいアイデアを観光に活用する

Boost 

tourism 
観光業を
活性化



Problems

・Measures against coronavirus コロナ対策

・Small profit (In the long term, it would be 

profitable) 当分は薄利 長い目で見る必要

・Cook with appropriate knowledge 正しい知識
をもって調理する

Do not eat raw fish, some may have parasite

寄生虫を持つ魚もいるため生で食べない



まとめ

・エコツーリズムはもっと若者に浸透すべき

Eco-tourism should be accepted by more young generations

・手軽で、滋賀らしくて、いまどき

It should be easy, Shiga original and trendy

・滋賀の独自性を出して観光地としてより魅力的に

Show Shiga's originality and be more attractive as a sightseeing spot

・地域の人と仲良くなり、環境問題を身近に感じてもらう

Make friends with regional people and feel closer to environmental problem



参考サイト

滋賀のおいしいコレクション

https://shigaquo.jp/report/3232.html

ビワマスを食べる幸せとは

http://yochann.cocolog-

nifty.com/something/2010/08/post-

7afe.html

「第4回Fish-1グランプリ」開催！
https：//www.pride－

fish.jp/F1GP/2016/news/f1.html

https://shigaquo.jp/report/3232.html
http://yochann.cocolog-nifty.com/something/2010/08/post-7afe.html


Thank you！
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