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「アジェンダ 21」とは「21世紀への課題」という意味。
「京のアジェンダ 21フォーラム」では、市民・事業者・行政が力を合わせて
環境と共生できるまちの姿を描いていきます。

この印刷物は京グリーン電力を利用しています



生水の郷「針江地区」の暮らし
　ここは琵琶湖の北西部、滋賀県高島市新旭町針江地区※1。比良山系に降った雪、雨が伏流水となり非常にきれい

な水がコンコンと湧き出ます。人々はこの自噴する清らかな水を飲料や炊事といった日常生活に利用しています。

これが、この地区独特の珍しい水の文化です。

　このシステムをこちらでは川端（かばた）と呼び、飲料水、料理、野菜の洗い水、洗顔などに使われています。

湧き出たきれいな水は、一旦壷池（つぼいけ）に入ります。そこから一段下りた端池では料理後の鍋などを洗いま

すがそのままでは水が汚れてしまいます。そこで、端池内ではコイを飼い、野菜

クズや米粒をきれいに食べて貰っています。川端をお持ちのお宅では、このコイ

も家族の一員だとか。コイは人間と同じくらいの寿命があるそうで、針江内には

30年も川端に住んでいるコイもいるとか…。もちろんコイの為に洗剤も使わ

ず、水洗いのみでカレーの鍋もピカピカになるそうです。

　このように当たり前に生活の中にエコが浸透している事や美しい景色、地域の

人とのふれあいなどを求めて日本全国、海外からもたくさんの人が見学に来られ

るそう。見学ツアーの様子を少し

ご案内します。ツアーでは最初に竹の筒を手渡されます。これは地

域内の各川端の水を飲む為のコップ※2です。水を飲み比べてみる

と、川端により水の味が違うという事がよく分かります。このコッ

プは竹ヤブの整備の為、切った竹を捨てずに有効活用されていま

す。飲み口は、怪我をしないように丸く削ってあり、丁寧な仕事に地

元の方々のぬくもりを感じる事ができます。

　途中、地域のお店に立ち寄るのも見学ツアーのコースに含まれて

います。

　「おさかな旭」さんでは、琵琶湖でその日にあがった稚鮎や、い

かなごの佃煮を販売しています。稚鮎は時期のものですが、最近は

毎日漁に行ってもなかなか獲れずにいたそうで

す。取材に伺った日は久しぶりに稚鮎が取れ、

近所の方は「これを食べないと春が来ないよ」

と地物の季節の旬の味を楽しみにされている様

子が伝わってきました。また、この地区のお豆

腐屋さんでは、お豆腐といえば、“木綿豆腐”が

主流だそうで驚きました。京都在住の筆者、何

も言わなくてもお店の方は“絹ごし豆腐”を出

してくれます。木綿豆腐は、「マーボー豆腐」

「炒り豆腐」などで食べる事が多かったのです

が、この地区の方々はそのまま「冷奴」で食べ

るとのことでした。

　町を歩くと個人の家以外にも共同の洗い場も

あります。昔はこういった場所は、洗濯場とし

ても使われていたそうです。芋を洗ったり、洗

※1： 針江地区は里山の写真家・今森光彦さんが撮り2004年1月にNHKハイビジョンスペシャルで放映された映像詩『里山・命めぐ
る水辺』の舞台になった美しい景色と生命の輝きに満ちた滋賀県高島市新旭町針江という小さく静かな町です。

※2： 竹のコップを持っている事でツアー参加者である事が分かります。個人の川端で参加者以外の方が勝手に水を汲んだり利用する
事は禁止されています。

▲川端の様子

2



濯したりする地域の女性達が集い、所謂“井戸端会

議”や情報交換をする場であったそうです。

　針江地区の川や水路には清流でしか育たない梅花

藻（ばいかも）が自生しています。６月には、梅の

ようなかわいらしい真っ白な花が川一面を覆いま

す。それだけ水がきれいだということがわかり、川

の水も透明です。また、琵琶湖から上がってきたコ

イも沢山見ることができます。コイはこの梅花藻に

卵を産みつけます。

　他に、この地区の建物には「焼き板」が使われて

います。杉を焼く事で、防虫、防水効果が増し、建

物としても長持ちするのです。昔からの知恵が未だ

この地区では生き続けています。

　町を歩くと、畑で採れた野菜を水路で洗う女性もいらっしゃいまし

た。声を掛け合い、互いを思いやり

ながらの会話が昔からのこの地域の

温かい雰囲気なのだろうと感じまし

た。

　以前から地域の若者がどんどん都

会に出て行き、地域に戻って来ない

事が多いという話も聞きますが、こ

の地区には一旦は大学への進学や社

会人になり土地を離れる方もいますが、

離れてこそ分かるこの豊富な水や自然のありがたさを感じるとの事。また、電車（湖西線）もできたことも有り、

この地区から京都、大阪へ出勤・通学が楽になったそうです。そして、自分の育った自然環境の中で、子育てをし

たいと思う方が少なくなく、この地区の過疎化は今の所心配していな

いとの事でした。

　見学ツアーの他にも、川端のある生活が体験できる宿泊施設があり

ます。一軒家なので、仲の良い友人や家族で、又サークルの研修等で

夏休みに利用し過ごされる方も多いそうです。自炊生活なので、庭で

バーベキューしたりすると地域の方が声をかけてこられたり、食材の

差し入れもあったり、地域の方々との交流も楽しめる施設だそうです。

　京阪神1,400万人にも水を運ぶ琵琶湖の程近く、水の源へと足を伸ば

してみるのも良いかもしれません。

このツアーの参加費は、地域にお花を植えて観光に来てくだ

さる方々を癒したり、水力の力で灯りがともる灯篭の設置に

使われています。

▲「焼き板」を使った建物

▲水路で野菜を洗う女性 ▲透明度の高いきれいな水

▲ツアー参加費で設置された灯籠
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今日のアジェンダ21フォーラム総会を開催しました。京のアジェンダ21フォーラム総会を開催しました。

6月13日（月）京のアジェンダ21フォーラム 2011（平
成 23）年度総会を開催しました。
京のアジェンダ21（発展・補強版）を含む6議案はす
べて承認されました。
交流会「サロンdeエコ」では参加者どうしの交流を深め、
充実したものとなりました。

公共交通機関を使って、エコにグルメを楽しみませんか ? バスと電車でecoグル
メ ! は車を使わず、バスや電車で移動し対象店舗で食事をすると、特典が受けら
れるキャンペーンです。
京都市内の公共交通機関で使える定期券やトラフィカ京カード、スルッと
KANSAIなどが対象になっています。地球温暖化を防ぐため、バスや電車など
の公共交通を是非ご利用ください。詳しくは、京都市内の地下鉄構内、各区役
所等で配布しているパンフレットをご覧ください。
期間：4月25日（月）～ 7月31日（日）まで

公共交通機関を使うととってもエコ！当日の乗車券をお店で提示してお得にグル
メを楽しみましょう。バスや電車は各自が車を使うのに比べCO2排出量が少な
く、更にこの企画では特典も受けられるのでとってもお得 !お友達と、ご家族で、
会社の仲間たちと一緒に、どうぞグルメを楽しんでください。

実施中

　対象店舗、特典は
「バスと電車でecoグルメ！」で検索！
またはこちらから→→→→→→→→
バスと電車でecoグルメ!
携帯サイトトップページ
http://ma21f.jp/eco-gourmet/

使い方は簡単！
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「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト」とは、京都の各地域における事業者、学校、住民が「環
境保全活動」をキーワードに、協力し合いながら取り組む仕組みづくりを目指した活動の事です。参加者
の方々は、この活動を通して、地域に住まう異なる職業や異なる世代の方の環境保全への想いを理解し
合い、地域が一体となり環境保全活動に取り組むことができます。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトの2010（平成22）年度の活動報告書が出来上がりました。これまでの
活動報告の他、実際の活動中の写真なども掲載しています。

郵送をご希望の方は京のアジェンダ21フォーラム事務局まで
郵便番号・住所・お名前・電話番号・ご希望の報告書と部数をお書きの上、FAX：075-647-3536又は MAIL： 
ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp　京（みやこ）のアジェンダ21フォーラム事務局までお送りください。後日郵送させて
頂きます。（発送までに数日いただく場合がございますのでご了承ください）

※水源の森づくりチーム報告書2009（平成21）年度もございます。

京都環境コミュニティ活動（KESC）のパンフレットが新しくなりました。

初めてこの活動を知ったという方でもより分かりやすく、各チームの活動の様子や活動内容を知って頂けるように、紹介し
ています。地域で学校や企業、住民の皆さんと一緒に親しみの持てる活動となるように頑張っていきたいと考えています。
上記の各報告書と同様、ご希望の方には郵送させていただきます。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

KESC各チームの2010年（平成22年度）報告書が出来上がりました。

KESCの新パンフレットが出来ました！

自然エネルギー環境学習チーム（風チーム）報告書　 交通環境学習チーム報告書 市民共同おひさま発電所づくりチーム報告書

京都環境コミュニティ活動
（KESC）って
どんな事をしているの?

活動に興味がある、
参加してみたいけれど、
チームが何をしているのか
よく知らない…。
どうやったら入れるの?



6

　６月26日（日）に京エコロジーセンターで行われましたカエ
ルフェスタでの様子をご紹介します。今回から新しく、こど
も版「家庭の省エネ相談シート」が出来ました。自分の身の
回りに関する13の質問に答えると、どれ位環境について意識
が出来ているのかひと目で分かる診断シートが発行されます。
まだ試作段階ですが60名の方の診断を行いました。また、普
段何気なく使っている電気を使うために発電するにはどれく
らいの力がいるのか知ってもらう為に自転車発電装置も展示
しました。
　手回し発電では豆電球がひとつ増える度にハンドルが重く
なるのを実感でき、電気を作るのはとても大変な事なんだと
分かります。
　また、カエルフェスタでは通常通りの「家庭の省エネ相談」
も同時に行い、こちらは53名の診断を行いました。今後も家
庭の省エネ相談所では通常の「家庭の省エネ相談所」の開設
の他、ご依頼があれば、同様に子ども版の診断も行っていく
予定です。是非お越しください。

「家庭の省エネ相談所」とは
　チェック票に日々の暮らしについて当てはまる項目をチェックすると、その場で「エコライフ診断
書」を作成し、各家庭に合った省エネのアドバイスが受けられます。家庭の省エネ相談所の診断結果は、
ご相談頂いたその場でお持ち帰り頂けます。是非お家で省エネ術を実践してみてください!
　昨年（平成22年度）は年間を通し合計20回開設し、相談者数は1,000名となりました。沢山の方
にご来場いただきましてありがとうございました。
　また、今年度につきましても活動を行いますので是非お越しいただければ幸いです。
活動場所の詳細、会場等につきましては当フォーラムホームページ、又はメールマガジンにてお知ら
せいたしております。

☆[京都市内のイベント等で省エネ相談を行いませんか？]
家庭の省エネ相談所では出張診断も行っておりま
す。地域でのお祭やイベント等への出展も無料で行
いますのでどうぞご相談ください。

お問合せ：京のアジェンダ21フォーラム
Tel：075-647-3535
Fax：075-647-3536
メール：ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp

京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2011年夏（第31号）　　発行日：2011年6月29日　発行：京のアジェンダ21フォーラム事務局
〒612-0031　京都市伏見区深草池ノ内町13 京エコロジーセンター内　　開室時間：8時45分～ 17時30分（木・日・祝日休室）
TEL：075－647－3535　FAX：075－647－3536　E-mail：ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp　URL：http://ma21f.jp/

▲電気を自分で作るとしたら、どれくらい大変か知ってる?
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【季刊誌あじぇんだスタッフ募集】
一緒に季刊誌を作りませんか！！

当フォーラムでは3・6・9・12月の年間４回
季刊誌を発行します。事務局スタッフと一
緒に製作などのお手伝いいただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。
　※募集条件：Wordの基本操作のできる方
　　 メール、お電話にて当フォーラム事務局まで
　　お問合せください。

短信：社会が変わるには、意識が先か、仕組みや制度が先か。これまでもいろんな問題を解決するために論じられてきましたが、今回の震災と原発事故への対応については、変化と意識が先行し、
仕組みや制度が追いついていないと感じます。仕組みを作るには、社会の中の多様なメンバーが関わる必要があります。京のアジェンダ21フォーラムがその役割を果たせればと思っています。（井上）
夏場の節電について、さすがに今年は他人事と傍観出来ず改めて考えるようになりました。家庭での節電も積上げれば大きいと思います。しかし、街に出れば”競う”ように電気が消費されており、我々
が無意識のうちにそれを求め、それに麻痺してしまっている暮らしが気にかかります。（小西）皆さんは「水の日」があることをご存知ですか?日本では8月1日の、1年の中で使用量が多く、関心
が高まる8月の初日を「水の週間｣ と合わせて1977年に設定されました。世界では、1992年の地球サミット（環境と開発に関する国際連合会議）で提案され、1993年の国際連合総会の決議に
より3月22日が「世界水の日」です。「水の日」自然の恵みから生まれる水は、身近にあって当たり前ではないということを各自が自覚し、大切に使うことを改めて考える日だと思います。私は、
美しい自然から育まれる水に感謝し、いかに後世に受け継ぐことができるかを考えたいと思っています。（奥井）このたびの震災では、その日すぐに海外の友人からもたくさんの心配のメールをい
ただきました。被災地の方ができるだけ早く、平和な日常をとりもどせるために、みなで力を合わせていきたいですね。その際には、人のつながりが見えたり、再生可能エネルギーを使っていたり、
人にも自然にもあたたかい地域として再生していってほしいです。（石崎）今年は一般家庭でも15％の節電が求められる中、本格的な暑さを感じる日も増えてきました。まず自分に出来る事はな
んでしょう?消費電力の多いとされるエアコンは例年通り28度を目安に設定。冷蔵庫は温度設定を強から中にし、詰め込まないようにします。ご飯は朝炊いて冷蔵保存、夕食は電子レンジで温め
る方が保温よりも節約になります。身近で手頃な所から出来る事を家庭でも習慣的にやっていきたいですね。（岩城）

京のアジェンダ21フォーラム入会のご案内
「アジェンダ２１」 とは 「２１世紀への検討課題」 という意味。 「京のアジェンダ21フォーラム」 では、市民・
事業者・行政が力を合わせて環境と共生できるまちの姿を描いていきます。

【年間会費】 １口 1,000 円を単位として、 会員ごとに次の口数分とします。
⑴ 個人会員　１口　　⑵ 団体会員　２口以上　※会費は郵便振替または銀行振込をご利用ください。
◇郵便振替口座：００９６０-７-１４３５０８　京のアジェンダ２１フォーラム 
◇銀行振込口座：三菱東京 UFJ 銀行京都支店　普通　５４６８３８３　京のアジェンダ２１フォーラム（ミヤコノアジェンダ）

【会員の特典】 年４回の季刊誌、 月１回メールマガジン京えこめる配信、 各種案内資料の無料送付、 主催
行事への参加など。


