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京のアジェンダ21フォーラムから見る RIO+20
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公共交通機関でエコに楽しむグルメ
　FLAVOR’S　フレーバーズ

　SOHOLM..CAFE+DINING　スーホルムカフェ＋ダイニング

バスと電車でecoグルメ!
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「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。

この印刷物は京グリーン電力を利用しています



RIO+20

京のアジェンダ
21フォーラムから見る

みやこ

1992年の地球サミットでは、「環境と開発に関するリオ宣言」という未来への約束がなされ、そのための行動計画「ア
ジェンダ21」が採択されました。この「アジェンダ21」を地域ごとで取り組んでいこうと京都市でも「京

みやこ

のアジェ
ンダ21」が1997年10月に策定されました。京のアジェンダ21フォーラムの原点は、この地球サミットなのです。
リオ＋20は、20年ぶりにその原点を見つめなおし、これからの未来に向けて気持ちを新たにする機会となりました。

「京
みやこ

のアジェンダ21フォーラム」と「地球サミット」の関係

日本から見て地球の反対側にあるブラジル。今回リオ
+20の会場となったリオデジャネイロまでは、トランジッ
トも合わせると丸1日以
上かかります。まずは関
西国際空港から9時間か
けてドバイへ、そこから
リオまではさらに13時間
半かかります。空港では、
リオ+20のボランティア
スタッフが出迎えてくれ
ました。サミットへの参
加者も多く見られ、空港
のところどころに垂れ幕
やリオ+20専用のブース
があり非常に活気付いた
様子が伺えました。
会場への入場登録を終え、NGO連絡会を通して知り合っ

たメンバーと合流し、ホテルへ向かう途中立ち寄ったスー
パーは、日本と違って惣菜のような出来合いのものが少な
く、量り売りが主でした。夕食にレストランで食べたフェ
イジョアーダという料理は、煮込んだ豆をつかったブラジ
ルでは定番の料理でとても美味しかったです。
また、宿泊したホテルの周りは朝までみんながわいわい
しているにぎやかな地区で、日本とは違った雰囲気でした。
サイドイベントとして6月17日には日本パビリオンで

NGO連絡会主催の
イベントが開催さ
れ、京のアジェンダ
21フォーラムも協
力として参加しまし
た。このイベントで
は、日本のNGOら
しく「地域」や「人」

の視点を大切にした発表を
行いました。
このようなサイドイベン

トは、政府やNGO、自治
体など誰でも事前に登録す
れば開催できるため、リオ
+20では500を超えるサイ
ドイベントが行われ、多くの人・団体が参加して各々の活
動をアピールし、議論を繰り広げました。
市民の声を聞くためにブラジル政府が主催した『ダイア

ログ』では、インターネットで事前に公募した意見を元に
したパネルディスカッション等があり、さらに参加者が支
持する意見に投票するという先進的な試みが取り入れられ
ました。ダイアログでは立場の違うさまざまな人が参加し、
積極的な意見が飛び出しました。質問を受け付ける前から
手を上げたり、身振り手振りで意見を熱く伝えるなど、熱
心な参加者ばかりで大変な盛り上がりでした。
18日には、市民による市民のためのサミット『ピープ

ルズサミット』を見学しました。市民のためのサミットと
いうだけあって、歌あり、ダンスあり、デモ行進ありでみ
んなわいわいにぎやかでした。人々の伝えたい思いは、食・
農・人権・ジェンダーなど身近な生活や生き方にかかわる
こと。ピープルズサミットへ行く途中では先住民のデモに
遭遇しましたが、彼らもまた自分たちの住む森や人権を守
るために遠くからはるばるやってきたのでした。
リオ+20の本会

議では、各国の政
府の意見を元に今
後の活動方針とも
言える成果文書が
まとめられます。
この成果文書をも
とに今後の取り組

▲地球サミットから20年が経ち、
母親となったセヴァン・スズキが
改めてスピーチを行いました。
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地球サミット「リオ+20」とは、今年の6月にブラジルのリオデジャネイロで行われた国連の国際会議です。1992年に「地球サミッ
ト」と呼ばれる会議があり、「環境と開発に関するリオ宣言」という未来への約束がなされ、そのための行動計画「アジェンダ
21」が採択されました。そこではその他に「気候変動枠組み条約」や「生物多様性条約」といった多くの重要なことが決まりました。
そこから20年が経過した今、改めていま世界がどうなっているのか、私たちが今後の未来に向けて何を望むのかを考え、話し合っ
た会議が「リオ+20」なのです。

リオ＋20ってなに?

みが進んでいくの
で、すべての国に
とって事前の交渉
が欠かせません。
そのために話し合
いは難航し、個別
交渉が長引いた
為、会議は延期と

なり翌日に持ち越されました。
日を跨ぐ程長引いた交渉の結果を不安視する中、事前会合が
始まりました。しかし開始早々ブラジル政府による議長国提案
をすべての政府が受け入れたとのアナウンスが入りました。後
に「何かを始めなければ前進できない」とブラジルのルセフ大
統領は語りましたが、具体的目標に乏しく中身のない成果文書
にNGOをはじめとする多くの参加者からはブーイングが起こ
りました。各国代表が自分のスピーチを終えるとすぐに帰って
しまう中、最後にウルグアイのムヒカ大統領が行った「貧乏な
人とは少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があ
りいくらあっても満足しない人のことです。根本的な問題は私
たちが実行した社会モデルであり、改めて見直さなければなら
ないのは私たちの生活スタイルです。」というスピーチは、後
にソーシャルメディアなどを通じて話題となりました。
また、ボリビアのモラレス大統領とエクアドルのコレア大統
領は母なる大地の権利を保護しようと訴えました。このように、
一部の国からは化石資源依存型文明やグローバル市場主義経済
からの転換が必要だという危機感が生まれてきています。京の
アジェンダ21フォーラムのテーマである持続可能な社会づく
りに向けて、大切な事を改めて再確認しました。
未来へ向けて…
サミット終了後、アマゾンでブラジル現地のNGOが子ども
たちにおこなっている環境教育や、一緒に植林をするプログラ
ムなどに参加しました。子どもたちは木が大きく育つようにと
願って苗を植えていました。

私たちが美しい地球
を守っていくのは未来
の世代のためでもあり
ます。地球サミット・
リオ+20の会議は終わ
りましたが活動に移し
ていくのはまだまだこ
れからです。それに先
立ち、すでに世界各地でたくさんの人たちが未来に向けての活
動を始めています。
日本では報道も少なく、成果の少なさが印象に残ったリオ

+20ですが、現場では日々熱い熱気に包まれた話し合いやア
クションがなされていました。そこで日本とのギャップ、関心
の高さの違いを知る機会となりました。国家間の交渉が進まな
い現状で、これからの持続可能な社会づくりを担っていくの

はやはり地域でしょ
う。精力的に行動し、
やるべきことを主
張する各国のNGO、
女性、ユースグルー
プなどには刺激を受
けました。日本で
もNGO連絡会など
ネットワークを通し

た取り組みが生まれ、今後への期待が持てました。地球環境問
題は待ったなしの状況が続いています。それぞれ立場は違って
も、ひとつしかないこの地球で、いかに人々の幸せを考えなが
ら持続可能な社会を作っていくか、私たちひとりひとりに問わ
れているのだと思いました。
帰国後7月21日に大阪で、7月28日、8月17日に京都市内で、
3回のリオ+20報告会を行いました。約40名以上の方に参加頂き、
現地での様子を知ってもらう機会になったと思います。これから
自分達は何をしていくべきなのか、皆さんも考えてみてください。
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【所在地】
　〒600-8415　
　京都市下京区烏丸松原東入ル因幡堂728
【ＴＥＬ】
　075-351-7724
【アクセス】
　 市バス 烏丸四条より徒歩7分・烏丸松原
より徒歩1分/地下鉄 四条駅・五条駅より
徒歩5分

※大人数の場合事前に連絡をお願い致します。

地下鉄烏丸線五条駅と四条駅の丁度間という町中にあり
ながらも静かで落ち着いた雰囲気の因幡薬師 平等寺。病気
を治してくださる仏様、また、子授け、安産の仏様として
多くの方が参られますが、特に癌封じの薬師如来として信
仰されています。しかし、かつて目が不自由な方が多く参
拝されていたという記録が残っており、“眼”病の回復を望
む人々の信仰が人づてに伝わるうちに“ガン”に纏わる祈願
へと移り変わっていったのではないかと考えられているそ
う。これは癌が不治の病と思われていた時代、最後に因幡
薬師にすがられた方が多かったため、現在まで「癌封じ」
の薬師如来として残ってきたのです。
毎月8日には境内で「因幡薬師手作り市」が開催され、
地元や京都市内の方に限らず、様々な地域からの出店者が
集まります。本堂の周りにぐるりと40～50の店が並び、
午前中は30分程度のミニコンサートも行われています。
地域や宗派に関係なく、来られる方が楽しく見て回れる
ような憩いの場になっています。

◀【因幡堂平等寺 図録より　薬師如来】
創建当時から伝わるという本尊薬師如来
立像（国指定重要文化財）は因幡薬師と
して知られ、現在まで大切に守られてき
ました。そして、長野善光寺の阿弥陀如
来像、京都嵯峨の清凉寺の釈迦如来像と
共に日本三如来のひとつに数えられてい
ます。（現在非公開）

▲御朱印は7時～17時まで受け付けています。
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京都十二薬師霊場

因幡薬師 平等寺 平安時代より京の都では薬師参りが盛んに行われてい
ました。
特に信仰を集めた十二箇寺のお薬師様に、無病息災・
当病平癒・厄難消除・所願成就などの願をかけて、順
に巡る風習がありました。
江戸時代の『薬師霊場記』にその様子が詳しく書かれ
ています。
霊場の呼び名と札所も時代によって変わり、江戸時代
の天明の頃には、現在の十二箇寺になったようです。
霊場会としては80年の中断の後、平成24年5月12日
に新たに復興しました。

京都十二薬師霊場とは

因幡薬師 平等寺

▲御朱印は7時 17時まで受け付けています
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FLAVOR’S　フレーバーズ
錦市場の程近くにある京野菜スイーツ専門店FLAVOR’S

は地産地消や農園支援、また栄養価が優れて高い京野菜を
スイーツに取り込めないかという思いから生まれたお店。
商品は旬の野菜を使う為、季節ごとに違った味を楽しむ事
が出来ます。
焼き菓子はお取り寄せも可能ですがケーキやプリン等の

生菓子は持ち帰りのみの扱いなので、自宅用やお友達への
お土産等に是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

当日の日付入り乗車券（トラフィカ京カード、スルッとKANSAI等）提示で本日の焼
き菓子プレゼント!（11月末日まで）

錦ろーるはFLAVOR’Sの定番。季
節ごとに異なる野菜が練り込まれ
る生地には京都美山の平飼い卵が
使用され、濃厚な味わい。たっぷ
り包まれた甘さ控えめのクリーム
がたまりません。

野菜プリンの上にモンブラン風に野
菜クリームを飾りつけたモンプリン。
自然な野菜の色がほっこりと可愛ら
しい秋の新作は鹿ケ谷カボチャと紫
ずきん(枝豆)の2種をご用意。季節に
よって野菜が変わっていくのも楽し
みです。※素材がなくなり次第終了。

▶

◀

SØHOLM..CAFE + DINING
スーホルムカフェ＋ダイニング
アクセス抜群の烏丸線四条駅真上のCOCON KARASUMAビル内
2階にあるS0HOLM

..
CAFE + DINING。京都ならではのこだわり

として、全国的にもおいしいと有名な京都の野菜を使用していま
す。環境に配慮し毎月16日は電気を消し、キャンドルを各テーブ
ルに置いていつもと違った雰囲気での食事が楽しめます。食事は勿
論コーヒーやお気に入りのドリンクを飲みながらのお喋りも弾みそ
う。開店すぐの11時からランチが頂けるのも魅力的です。

当日の日付入り乗車券（トラフィカ京カード、スルッとKANSAI等）提示で5%OFF（12月末日まで）

日替わりでランチメ
ニューに登場するミート
ボールは北欧スウェーデ
ンの代表料理。

この秋からの新メニュー「加茂
茄子グラタン」はミートソース
と香ばしいチーズの風味が茄子
の甘みとよく合う一品。

▶

◀

京都市中京区柳馬場通錦小路上ル十文字町455-2　フィルストン1F
営業時間：11:00～19:00
TEL：0120-932-795 / FAX：0120-932-796
www.flavors-kyoto.com

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620　COCON KARASUMA　2F
営業時間：日～木曜日11:00～22:00、金～土曜日11:00～23:00
TEL：075-353-5644 / FAX：075-353-5646
www.soholmcafe.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乗車券を持ってお店にGO!お得な特典が受けられます♪
公共交通機関を利用した当日に乗車券を提示すると、レストラン・カフェ等での
飲食がお得にな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 1 日乗車券、トラフィカ京カード、スルッと KANSAI、京都フリーパス等を店
舗で提示すると、割引やドリンクサービス等のお得なサービスが受けられます。
10月31日( 水 )まで開催中。ぜひご利用ください !
冊子は地下鉄駅などで配布中。

京都十二薬師霊場 因幡薬師 平等寺から歩いて行けるお店をご紹介。秋めく京都の街中を
ゆっくり歩いてみてみると、普段気付かないような新しい発見があるかもしれません♪

特 典

特 典
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◆京都市立明徳小学校にLED電球を設置しました。
株式会社立花エレテックは、「京都環境コミュニティ活動（KESC）

プロジェクト　自然エネルギー環境学習チーム」への参加を体験
し、６月28日（木）にローム株式会社と共に「環境エネルギーチーム」
として独自に京都市立明徳小学校の放課後まなび教室内で出前授業
を行いました。授業を行った記念として８月８日（水）にまなび教室
でも話をしたLED蛍光灯を設置しました。

◆京セラ夏祭り風力カー
８月４日（土）パルスプラザで行われました京セラ夏祭りにて、うちわ

で扇いで電気を蓄えて走る風力カー体験を行いました。１分間思い切り
扇いで効率的に羽を回せば１m以上走るものもありました。体験した子ど
もや親御さんは「思っていたよりも１分を長く感じて疲れた」「電気を自
分で作るのは大変だと分かって良かった」と感想を書いてくれました。
隣では省エネ相談も行われ、とても賑わっていました。

◆「歩くまち・京都」公共交通センターでも季刊誌あじぇんだの配布を開始しました。
今年6月に新しく京都駅前メルパルク京都1階にオー

プンした「歩くまち・京都」公共交通センターで配布
が始まります!
「歩くまち・京都」公共交通センターの主な業務
目的地まで最短時間で行ける交通手段の組合せや

ルート、乗継ぎのためのバス停の場所などの情報をわ
かりやすくご案内します。
モビリティ・マネジメント※をはじめ、公共交通の利

用促進に資する事業を展開します。

※ モビリティ・マネジメントとは、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含め
た多彩な交通手段を適度に利用する状態」へ自発的な交通行動の変化を促す取組のこと。

開所時間：8:30～17:00　年中無休（但し1/1～1/3を除く）
〒600-8216　京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
メルパルク１F<JR京都駅 烏丸中央口から東へ１分>
TEL：075-343-2555 / FAX：075-343-2556
E-mail：info@arukumachi-kyoto.jp　URL：http://www.arukumachi-kyoto.jp/

アジェンダのその他の活動

LEDを見て、授業を思い出して貰える
と嬉しいです。

記録や感想を沢山の方に書いて頂きました。

短信：川の水を本流から少し迂回させて発電する小水力発電が再生可能エネルギーとして注目されています。水という地域の貴重な資源だけに、権利や管理など手続き
が煩雑なのが課題とされているのですが、関西にもできた小水力利用を推進する団体の方が「多くの人が関わらないとできないからこそ地域に根差した取り組みになる」
とおっしゃっていたのが印象的でした。（井上）秋といえば、文化祭。今年は、次男の学校のクラス役員として「母の会」に属し、主に制服のリサイクルなどを担当して
います。「まだ着れる制服を誰かに使ってもらえないか?」という想いがきっかけで始まった制服リサイクル。卒業生から受け取った制服を必要としている生徒に譲る活
動を行いながら、「いらなくなったらすぐに捨てる」という視点を見直し、古くなっても誰かに喜んで使ってもらえるように次に使う人の為に大事に使うことを息子た
ちも意識しはじめています。（奥井）季刊誌でもご紹介しましたとおり、6月にブラジルのリオデジャネイロで行われた地球サミット・リオ+20に参加してきました。報
告会では、日本であまり報道がなされなかったリオ+20の生の声をお伝えしましたが、幅広い世代の方にご参加いただき、みなさんの関心の高さが伺えました。これか
らも持続可能な社会づくりに向けた取り組みを地域で実現していきたいと思います。（石崎）五月雨、時雨、小糠雨、驟雨、白雨、村雨、はたまた遣らずの雨。雨には風
情があり私達は色々な呼び名で雨に親しんで来ましたが、最近の雨は降ったかと思えば「ゲリラ豪雨」で大災害、風情どころではありません。また台風の季節、雨はほ
どほどに台風一過で爽やかな秋空をもたらしてくれることを楽しみにしています。（小西）今回取材で京野菜や旬の野菜・味覚について知ることが沢山ありました。最近
では年中常に様々な野菜が出回っていますが、本来どの野菜にも旬があります。旬の時期というのは野菜自体の栄養価が高く、味も美味しいのが特徴だそうです。皆さ
んは普段口にしているものの旬を知っていますか?調べてみると面白い発見があるかもしれません。（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。


