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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



5月23日に京のアジェンダ21フォーラムの幹事会を開きました。
総会に向けて報告内容の確認や今年度の活動方針などについて
話し合いました。

幹事会

6月15日に京のアジェンダ21フォーラム総会を行いました。
昨年度の活動報告や今年度の活動方針など、全ての議案が承認されました。
また、今年度以降も継続して活動を行っていくリーディングプロジェクトにつきましては発展補強版、京のアジェ
ンダ21フォーラムの冊子にも詳細が掲載されております。（ご入用の際はアジェンダ事務局にご連絡ください、冊子を

送付させて頂きます。）

交流会サロンdeエコでも会員様との交流を図ることができました。
ご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました。

総　会

6月9日、京都市中京区の釜座町町家で開催された、NPO法人環境市民主催の「夏の京町家で、いにしえ
の知恵を科学の目で見る」というセミナーで、講師の松原斎樹教授（京都府立大学）から、電力に頼らない
“涼”のとり方の紹介がありました。
ところで、室内で「暑い」とか「涼しい」と感じる要素は、室内の温度だけでしょうか？　温度計を見て、

気温が高いからエアコンのスイッチを入れて温度を下げる、ということだけが解決策でしょうか？　例えば、
皆さんも実感できると思いますが、毛足の長いじゅうたんと畳ではどちらが涼しげでしょうか？　座布団も
夏用と冬用とで表面の素材や中綿で違うものに変えませんか？　京町家でも仕切りの障子やふすまを、夏に
は隙間から風の入る葦戸にするそうです。また、松原先生が行った、室温と色や音の組み合わせで、暑さを
どう感じるかという実験でも、暖色と寒色、風鈴の音や秋の虫などで有意な違いが見られたそうです。住ま
いの快適さは温度だけではなく、光や音、肌触り、香りや食べ物など五感で感じるものというお話が印象的
でした。
また、会場におられた京都府立大学の宗田好史准教授によると、京町家ではできるだけ室内に余計なもの

を置かず、蔵にしまう習慣があるそうです。ものがごちゃごちゃしていない室内も、快適さに影響があるよ
うに感じました。皆さんも、涼しげに見えるものを飾る、風鈴や涼しげな音楽、模様替えや片付け、お香、
季節の食べ物、打ち水、夕涼みなどで、“涼”を感じる工夫をしてみませんか？　心地良い暮らしの中で電気
使用量の節約ができるかもしれません。
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京のアジェンダ21フォーラム 幹事会・総会

夏を涼しく過ごすコツ



特別シンポジウム特別シンポジウム 地球サミット「リオ＋20」に向けて ～私たちが、望む未来とは～地球サミット「リオ＋20」に向けて ～私たちが、望む未来とは～
2012年6月20～22日の3日間に渡ってリオデジャネイロ（ブラジル）で行われるリオ＋20
に向けて、意識を高めていきたいという思いから京都でもセミナーが開かれました。
スカイプを使い、現地の様子を生放送で中継も行いました。

100人以上の方にご参加いただき、意見を出し合いディスカッション等も行いました。

● 連続講座 ●

サイクリスト入門講座
「Slow “Mobility” Life Project」は、「移動する」という視点から、ライフスタイルを
環境負荷の少ない「スローライフ」へパラダイムシフトすることをミッションに、過度
に自動車に依存しない、徒歩・公共交通利用・自転車利用による、持続可能な低炭素都
市である「コンパクトシティ」の創出と、市民が安寧に生活を送り、豊かな生活文化を
創造することへの寄与を目的として活動を始めました。

自転車は環境にやさしい乗り物と言うだけでなく、都市における重要な移動手段の1つでもあります。しかし、自転
車を巡る環境整備やマナー・ルールには課題が多いことはご周知の通りです。そこで今回、スマートで楽しい「自転車
ライフ」を促進するために、京のアジェンダ２１フォーラムが後援する、連続講座「いまからワタシも！サイクリスト
入門講座」を開催することになりました。
6月10日、第1回「乗り方と整備の基本」が、東山いきいき市民活動センターで開催され、自転車を買って間もない方、

これから自転車を買おうと考えている方、久々に自転車に乗ってみようと思っている方など様々な動機で、京都市内か
らだけではなく、大阪府、兵庫県、滋賀県からもご参加いただきました。今回は、バッチグーバイシクル店主のタクヤ
氏を講師に迎え、3部構成で進行しました。
「ワークショップ１　imagin」では、参加者に自転車の絵を描いて貰い、
自転車の構造を確認しました。ブレーキやライトが描けていないなど、意外
と「自転車」を正確に描けないということが判りました。また、「動力であ
る人間が描けていない」という指摘もあり、改めて人と自転車の関係を考え
る契機になりました。
「ワークショップ2　整備の基本」では、自転車の掃除・メンテナンスの基
礎をタクヤ氏が軽妙なトークと共に実演し、参加者の皆さんも、掃除やメン
テナンスのコツを楽しく学ぶことができました。
「ワークショップ３　街乗りの基本」は、ケーススタディで、細街路、一旦停止、歩車分離信号、左折レーンなど、
実際の現場の写真を提示し、どこを走れば良いか、ルールはどうかを学びました。
参加者のみなさんから「とても楽しかった」「もっと自転車のことを知りたい」とご感想をいただきました。第2回

目は今回学んだことの実践編で伏見へ自転車散歩を行います。
お問い合わせ、ご参加の申込みは、NPO法人環境市民事務局までおたずねください。

NPO法人環境市民事務局   電話 075-211-3521　FAX 075-211-3531

自転車：講座の様子
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KESC自然エネルギー環境学習チームの出前授業を行ったの
をきっかけにこの案があがり、授業内で学んだ事をこのLED照
明を見る度に思い出して貰えれば、という思いから㈱立花エレ
テックが寄贈しました。
出前授業内では風力発電や蛍光灯とLEDの違い、電気を作る

事の大変さを知って貰う体験など、エネルギーに関する事を中心
に授業を行っています。
授業内で蛍光灯とLED照明の明るさの違い等を実際に見て、

子ども達は「明るさが全然違った」と感想を書いてくれました。
その他にも身の回りで電気を使う電化製品の多さにも改めて

気付き、普段から沢山の電気を使っている事に驚いたようです。

　５月19日に、音戸山で雑木林の中の竹の伐採作業を行
いました。今回で４回目の作業となります。 毎月１回定期的にメンバーが集まり、新作のか

みしばいの案を出し合っています。かみしばい
は年に１作品の完成を目標にしています。

▲なれた手付きで作業をすすめていきます

◀取り付け作業は
　約1時間で終了

里山保全チームは「脇の山再生推進委員会（仮称）」として京都市
立明徳小学校学校運営協議会の中で部会が生まれ、地域の老人会等
とも協力し、地域の方々にも興味を持って頂いて共に活動しています。
チームを立ち上げてから準備も整いつつあり、学校と地域が中心

となって地域企業も加わり本格的に活動が始まりました。
また、活動内で困った事等があれば当フォーラムにご相談頂き、

一緒に活動する事で個人では出来ない活動も可能となりました。地
域、学校、企業が連携し、三者の主体的な活動が進められています。

日を遮っている竹や木の間伐を行いました 間伐後の有効利用も考えています

取り付けたLED照
明を見て、授業で
学んだ事を思い出
して貰えれば、と
笑顔

▶

地域との連携を図りながら活動をすすめて
いく上で使って頂けるように活動報告も含め
たマニュアルを作成しました。活動の場が京
都市立明徳小学校の観察林という事もあり、
授業で子ども達が山に入る時にも使えるよう
にと考え、分かりやすいマニュアルを目指し
ました。授業でも活用して頂いています。
水に濡れても大丈夫なストーンペーパーを
使い、ポケットに入れられるサイズに作成し
ました。

活動報告マニュアルを作成しました。
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水源の森づくりチーム 環境かみしばい学習チーム

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

里山保全チーム

京都市立藤ノ森小学校にLED照明をプレゼントしました。



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。
霊場の呼び名と礼書も時代によって
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。

今回取材に訪れたのは京都十二薬師霊場の第8番、鍬形薬師 大超寺。
12の霊場からなる薬師霊場という形で80年ぶりに復活した。
丁度梅雨入りを果たしたばかりの空は少し曇りも見えたが、取材中には

雨が降ることもなくなんとか持ちこたえてくれた。日が差せば蒸し熱さを
感じる天気のなか、叡山電鉄八幡前
駅から徒歩で20分弱、大超寺へと辿
り着いた。
サツキの生垣を両脇に見ながら階

段を登り切り、振り返ると岩倉地域
を見渡すことが出来た。
階段をあがると正面に本殿があり、まるで「ようこそ」と出迎えてくれ

ているかのような気持ちになる。門をくぐると四角い芝生があり、不思議
な空間が広がっている。これは庭に拘りを持っていた前住職が入口に木を
植えてしまうと風や気の通りが悪くなり、入ってすぐに本殿が見えなく
なってしまうのをきらった為だという。

▲鍬形薬師の名前の由来ともなって
いる薬師如来。珍しい銅像で、田を
耕していた際に鍬がぶつかり田んぼ
の中から発見された。その時当たっ
たクワの跡が背中にあるという。左
手に薬壷を持っている。

▲阿弥陀如来は鎌倉時代のものと言
われており、やわらかな表情をして
いる。服に細かな模様が入っている
のが非常に珍しいのだそう。

▲本殿にある宮殿（くうでん）は徳川家から贈
られたもので、細かな細工の中には三つ葉葵
の紋が飾られている。十六菊紋も入っている
事から天皇家との関わりもあったよう。木製
の宮殿には金箔が貼られており、32年前に貼
り替えられたが今でも神々しく輝いている。

所在地：〒606-0024　京都市左京区岩倉花園町640-2
ＴＥＬ：075-711-3166
交　通：京都バス 花園町より徒歩10分　　叡山電鉄 八幡前駅より徒歩20分

平日参拝は要予約

◀ 大超寺にて購入した十二薬師霊場の御朱印帳と
大超寺の御朱印。
御朱印帳には各霊場にまつわる物語等が書かれ
ており、どんないわれがあるのかを知ることが
できる。

▲ 花園町バス停
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京都十二薬師霊場～大超寺～
京都十二薬師霊場とは
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4月22日に行われました京エコロジーセンター開館10周年記念イベント「ここからエコ
はっしん!」に京のアジェンダ21フォーラムもリオ＋20の話題で参加しました。
2012年6月に行われるリオ＋20に向けて3月24日に特別シンポジウム地球サミット「リオ

＋20」に向けて～私たちが、望む未来とは～を行った事もあり、“リオ＋20”とは何か、また
世界の現状はどうなっているのかをパネル展示しました。立ち止まり、気になった写真を見つ
める方、ぐるりと一通り見渡した方…各々どのような事を
感じ、思い巡らせたのでしょうか。
また、当フォーラムではリオ+20に向けて「The future 

we want あなたの望む未来は?」というテーマで来場者
の方にメッセージを書いて頂きました。子どもは思うまま
に、大人は思い悩みながらの記入が多かったようです。
頂いたメッセージは日本からの声のひとつとしてリオ

に届けさせて頂きます。
他にも省エネ相談やベロタクシー乗車体験、ペレット

グリルを使い小さなピザを焼いたりと個性豊かなブース
出展があり、子どもから大人まで様々な体験をして頂ける
イベントになりました。
当日会場には約2,800人以上の方にお越し頂きました。

ご来場くださいました皆様、ありがとうございました。

1日で112件のメッセージ
が集まりました

自分の望む未来ってなんだろう?

色々な催しがあり大人気でした

沢山の方の協力があり、無事イベント
を終える事が出来ました

約2,800人の方に来場して頂きました

短信：（井上）わが家のゴーヤがみるみる伸びて身長より高くなりました。妹に赤ちゃんが産まれました。リオでは世界中の人たちが集まって持続可能な社会づくりのた
めに話し合いが行われました。自分ができることと、自分以外のひとのこと、そして大きな枠組みを決めること、これらをわくわくするような未来のために、うまく結
び付けられればいいですね。（奥井）東日本大震災以降、電気使用量の制限となった地域もあり、実際の私たちの生活にも影響があったり、個々に真剣に考えなければい
けない問題となってきている。「節電」と「節水」一見、つながりが無い様に考えがちだが、密接な関わりがある。日本全体の電力の内、約１％が浄水・下水に使用さ
れているのをご存知だろうか？「節水」することで節電につながる。物事の目線を変えてみる事で、日頃と違った取組や発見もあり、今まで以上に楽しく長く続けられ
ることもあるかもしれない。そんな事を未来の担い手である子どもたちに伝え、一緒に考えて行けるような仕組みを作って行きたい。（石崎）一緒にNGOの活動をして
いる友人（日本人女性）がマレーシア・ボルネオ島の先住民の若者と結婚することになり、村へ結婚式にいきました。日本からも数多くの出席があり、タパイという米の
お酒あり、ダンスありの大騒ぎ。でも指輪交換には感動しました。末永くお幸せに!（小西）あの大震災で海に流されてしまった一見大量のゴミ、しかし被災者にとって
は代え難い思い出の物が最近北米などの沿岸にたどり着き、それを拾った沿岸の人はそれを迷惑なゴミとして処分せずに、日本の持主に送り返して頂いているニュース
を最近よく耳にします。国、民族、文化の違いがあっても世界の人々の心はこれほどにまで優しく繋がっているんだと思うと、世界の紛争、飢餓、自然災害に、自分ももっ
と目を向けなければならないと痛感しています。（岩城）梅雨時期に入り、ジメジメとして気温も高くなってきました。例年に比べて遅かった梅雨入りですが、台風とも
重なり全国的に大雨となりました。梅雨に雨が降らないと夏の水不足が懸念されますが、それと同時に木の過剰な伐採等も要因となり、大雨で地盤がゆるむと土砂崩れ
等が起こりやすくなっています。もしもの時の為に身の安全を確保出来るように備えたいものです。

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。

京エコロジーセンター
10周年記念イベント


