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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
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2月22日(水)に京のアジェンダ21フォーラムと京エコロジーセンターが主催の
『事業者向け環境出前講座フォローアップ・セミナー』を開催しました。
「自社の特性を活かした環境出前講座のプログラムを作りたい！」「現在取り
組んでいる環境出前講座をブラッシュアップしたい！」「地域に貢献する環境出
前講座を仲間と一緒にやってみたい！」そんな思いをお持ちの事業者の方を対象
に、環境出前講座の企画セミナーを行いました。
本セミナーは、2011年11月に京エコロジーセンターで開催した「事業者向け
環境出前講座スタートアップ・セミナー」のフォローアップとして行いました。
事業者の皆さんが学校や地域社会にて「環境出前講座」を企画実施するためのプ
ログラムを、各組織や参加される方々の個性を活かすとともに、現状の課題をふ
まえながら考える実践的なセミナーです。環境出前講座を始めるには、「実践す
るプログラム」と「実践する人」と「実践する場」が最低限必要です。今回のセ
ミナーでは特に「プログラムづくり」に焦点を当てました。
セミナー内では3つのグループにわかれ、実際に短いプログラムを作り発表す
る場を設けました。
セミナーの後には交流会を行い、異業種間の交流をもつことができました。
ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

主催：京のアジェンダ21フォーラム・京エコロジーセンター

［アンケート感想より］
・今回の企画に、社内全体が興味があり、社内の期待にそえる内容であった。
・メンバー、講師共々熱心な態度に好感
・初めて参加させて頂きましたが、異業種の方とグループでプログラムの作成が
出来たことがとても楽しく、有意義に感じました。
・初心に戻れた気がします
・実際に実習ワークで作業プログラムが出来たのが良かった
・プログラムの流れを実際に考えていくことを体験できた

事業者向け環境出前講座フォローアップ・セミナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　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。

　◉2月16日 ( 木 )から5月 16日 ( 水 )まで開催中。ぜひご利用ください !

対象店舗、特典については「バスと電車でecoグルメ!」で検索 !　URL：http://ma21f.jp/eco-gourmet/

お得に美味しく!京で楽しむエコなこと



今年度も沢山の方にお越し頂きました。
（2011年4月～2012年3月迄）

3月24日（土）13時より地球サミット「リオ＋20」に向けて ～私たちが、望む未来とは～、特
別シンポジウム（会場参加型）を行います。
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連地球サミットから20年。環境問題や貧困
問題は解消したでしょうか。地球温暖化や生物多様性の問題、水や食料の不足、資源の奪い合い、
１日１ドル未満の生活を強いられる多くの人々の存在など、様々な問題が未解決のままに、世界
の人口は70億人を超えました。
そして、今年、2012年6月、再び世界はリオに集います。地球サミット「リオ＋20」では、過
去の20年を振り返りつつ、人類はどのような未来を望むのかが議論されます。　　　
各国政府や企業、NGOなど多くの人々の参加が見込まれる中、昨年3.11に未曾有の大震災を経
験した私たち日本人は、リオに、世界に、どんな思いを伝えていくべきでしょうか。
ぜひ、会場に参加の皆さんと一緒に、考えていきたいと思います。そして、集まった声を、リオ
に届けていきたいと思います。

主催：一般社団法人環境パートナーシップ会議、地球サミット2012 Japan、
　　　京のアジェンダ21フォーラム
※この企画は「独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金」の助成を受けて開催されます。

家庭の省エネ相
談所

地球サミット「リオ＋20」に向けて
～私たちが、望む未来とは～

実施回数：28回
通常版、夏・冬の節電：811名
こども版：243名
合計：1054名の方に省エネ相談を受けて頂きま

した。お越し頂きました皆様ありがとうご
ざいました。

今年度の家庭の省エネ相談は子ども版に加え、
夏の節電や冬の節電バージョンも新たに作成し、
以前よりも季節に合った省エネ方法をお伝えす
る事が出来ました。また、秋に行いました省エ
ネアドバイザー養成講座を受講されました方か
ら25名の方が新規アドバイザーとして認証され
ました。
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「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト（以下 KESC）」は、京都の小学校を基本としたそれ
ぞれの地域で、地域の事業者、学校、住民などの各主体が協力して、環境問題に取り組む仕組みづくり
を目指しています。
当プロジェクトは、事業者の地域での環境 CSR 活動をサポートするのを目的に、みんなではじめる環境
コミュニティづくりを行い、現在は、自然エネルギー環境学習、交通環境学習、環境かみしばい学習（お
ひさま発電所づくり）、水源の森づくり、里山保全の５チームがあり、それぞれチームごとに活動を行って
います。各チームには、企業や行政、学校など数社が集まり、それぞれ環境に優しい取組や活動を実施
しています。

今年度は安朱小学校 5 年、修学院第二小学校 5 年、南太秦小学
校 5年にて 3 回の出張出前授業を行いました。
導入部分では各事業者が自己紹介を兼ねた芝居や、衣装を着替え
てカゴをかついで登場したり、江戸博士に扮し、子ども達に興味を
持って貰うとともに授業を盛り上げました。
カゴは現代で例えるとタクシーのようなものだと説明し、江戸時代
は京都から東京まで歩いて移動していた事などを説明すると「大
変そうだと思った」「今は車があるからとても便利」と子ども達から
声があがりました。
毎回の授業の中で気になった点などを次回に活かしながら活動して
います。

2012 年 1 月より自然エネルギー環境学習チームに株式会社立花エ
レテック、大電社株式会社の2社が新たに加わりました。新メンバー
を迎えて、初めての出前授業は京都市立藤ノ森小学校 4 年生の授
業でした。LED や電球をキャラクター化し、楽しみながら子ども達も
授業を受けられるように工夫を凝らしました。また、6 年生対象の藤
城小学校とあわせ、今年度は2回の出張出前授業を行いました。

コメント：わが社は電機・電子の技術商社で、昨年創立
90周年を迎えました。社会に貢献すべく「地球温暖化防止」
をテーマとした省エネ製品も扱っております。
わが社が照明を取り扱う事がきっかけとなり、自然エネル
ギー環境学習チームに参加させて頂く事になりました。生
徒さんに省エネルギー製品を実際に体感していただき、
楽しみながら「地球温暖化」について学んで欲しいと思っ
ております。

株式会社立花エレテック　竹中氏

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に新しいメンバーが加わりました。

交通チーム

▲初の出前授業に熱が入ります。

▲体験コーナーは主張出前授業で毎回大人気 !

▲江戸博士のクイズに子ども達は興味深々

▲自分たちにはなにができるかな?
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保育園や環境イベントなどで環境紙しばいの上演を行っています。今年度は 4
回の上演を行いました。
また、新しく紙しばいを 1 作品作成し、現在『スーパータヌキ環境くん』『しろ
くまのころすけ』『ぺんたくん』『うさぎのらびちゃん』の 4 作品の上演を行って
います。
新作の『うさぎのらびちゃん』は、電気の使いすぎはいけないというお母さん
の言いつけを破ってしまった子うさぎ “らびちゃん” のお話。注意する人がいな
ければ約束を守らなくても大丈夫…?らびちゃんは約束を破った夜に、おばけが
出てくる怖い夢を見てしまいます。こんな夢を見るのはどうして ? 子ども達にも
一緒に考えてもらえるように参加型の紙しばいを意識しています。また、紙しば
いの上演後に一緒に体験できる手回し発電やソーラーパワーで動くおもちゃも
子ども達に大人気です。

おひさまチーム －環境紙しばい－

▲キャラクターになりきって臨場感
　たっぷりに演じます。

▲自分で電気を作る手回しおもちゃ
　は動かすのが大変！

2011 年度の活動プランとして京都市左京区の山にて竹林の整備（3 年間は
継続予定：現在1年半の活動期間）、常緑樹の間伐や、松くい虫による被害抑制、
アカマツの保護、育成などを目標として活動しました。
今年度はフィールド活動として、これまで2回竹林間伐作業を行いました。また、
3月17日には京北合併記念の森の式典にて作業に参加する予定です。
イベント等での講座実演、パネリストとしても参加しました。今後活動の場を広
げると共に、継続してこれまでのフィールドの定期的な手入れをしていく事も考
えています。

水源の森チーム

▲力を合わせて作業を行います。

▲竹で遮られていた光が入るように
　なり明るくなりました。

2011 年 4 月に誕生した里山保全チームでは活動の場となる脇の山の見学会
や活動を始めるにあたっての勉強会、今後に向けてプレ出前授業などを行いま
した。小学校と事業者、地域の方々で協力しながら山に入り、竹の間伐や学び
をすすめています。
地域に密着した里山のあり方や以前の山の様子なども知り、地域の方をお借り
しながら活動していきます。

里山保全チーム

▲見学会で実際に山の現状を確認し
　ました。

▲初のプレ出前授業の様子
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●既存住宅のエコ化
　京都に多く存在する既存住宅が、あらゆる人にとって暮らしやすく改善され
る中で、省エネを始めとする環境に配慮した住宅になって行く仕組みを検討し
ています。現在は、京都市都市計画局の住宅関連部署や地球温暖化対策室
などと一緒に、京都市の取組や国の制度等の勉強会を開催しながら意見交換
を行っています。

●再生可能エネルギーの普及
　再生可能エネルギーワーキンググループにおいて、京都での普及策を検討
する基礎となる「京の再生可能エネルギービジョン・市民版」を作成しています。
具体的な取組としては、より多くの人が太陽光発電システムの普及に関われる
ような「市民協働発電制度」について、次年度から実施できるよう検討して
います。

●観光と交通のエコ化
　京都ユースホステル協会や京都市景観・まちづくりセンター、京エコロジー
センターなどと共同で、京都市内において、自分の住む町を市民自らが紹介
する新しい観光のスタイルを普及させる枠組みをつくるプロジェクトを進めてい
ます。
　また、京都市の歩くまち京都推進室のモビリティ・
マネジメント事業として、京都交通株式会社、京都
大学低炭素都市圏政策ユニット、京都市交通局と共
同で、舞鶴から京都への移動に際し、公共交通の利
用を促進するキャンペーンを実施しました。

その他の取組
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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：わが家の子どもが幼稚園を卒園し、この春から小学生に。小学生になったらこんなこともできないと、といろいろがんばっています。親の方も小学校の保護者と
いう新しい地域コミュニティにデビュー。一緒に入学ですね。（井上）　「一年の始まりは立春から」ともいいますが、「立春」とは、旧暦の節分の日の次の日から雨水（2
月４日頃～2月19日頃まで）の事を示しています。立春の意味は、「寒さが明けて春に入る、春の初日」ということでしょうか。「春」は、立春から立夏の先日までの事
で、冬至と春分の間のことを示しているとのことです。この時期には梅が咲き冬の厳しい寒さから開放され暖かい日差しが待ち遠しい様子が伺えますが、現在の「春」
のイメージは、「花粉症」、「桜の開花予報の時期の早まり」などが先に思いつきます。誰もが穏やかな良き春のイメージが先ず思うようになるにはどうすればいいかと思っ
ています。（奥井）　あるご縁で訪れた大阪の小学校で、環境問題をネタにした漫才を児童に披露してもらいました。よく練られたネタと芸人顔負けの演技にたくさん笑
わせてもらいました。環境と漫才という斬新な組み合わせ、さすが大阪です。（石崎）　今年の冬は実に長く厳しかったですがようやく春めいて来ました。「啓蟄」とい
う言葉があり、地中に冬眠していた虫が地上に姿をあらわすことを言いますが、未だちょっと先のようです。例年はあまり気に掛けていなかった私ですが、今年ばかり
は “そろそろ起きろ～” と土をほじくってみたい気持に駆り立てられています。（小西）　少し寒さがやわらぎ、日差しがあたたかい日も増えてきました。寒さがゆるむ
のは勿論嬉しいのですが、この時期はどうしても花粉を懸念してしまいます。花粉症対策をしながらあたたかい毎日を楽しみたいと思います。（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。


