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公共交通機関を利用して、エコに楽しく出かけよう！

イベント“京都カーフリーデー2013”

あじぇんだの気になるもの

十二薬師霊場　日限薬師　地福寺

十二薬師霊場　峰薬師　福勝寺

十二薬師霊場の近くにあるお店の紹介　そば処 大膳

“再生可能エネルギーワークショップ”を行います！
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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。



秋は快適に過ごせて旅行に最適のシーズン！景色を楽しみに紅葉を眺めたり、秋の味覚に舌鼓を
打ったり、旅行をすると楽しい事がたくさんあります。そういったお出かけも、少し工夫する事で楽
しいだけではなく環境にやさしくなる事をご存知ですか?この秋は是非エコなお出かけにチャレンジ
してみてください♪

Q
自家用車で出かけると、各家庭に一台ずつ車が必要になります。それに対し、例えばバスを利用す

る事によってバス一台分の燃料で済みます。ドイツで行われた普段自家用車を利用している人がバス
を利用する実験によると、CO2の削減だけでなく、車の台数が減った事により渋滞の緩和にもなりま
した。こうした取り組みが環境を守ることに繋がっていきます。

A

近くへのお出かけは車よ
り自転車！爽やかな風を感
じながら秋の景色も楽しめ
て、渋滞もなく細い道でも
スイスイ♪

水筒等マイボトルを使うと
ペットボトル等のごみが出ない
だけではなく、冷たさや温かさ
が長続きするので最後まで美味
しく飲む事が出来ます。

イベント“京都カーフリーデー2013”
９月23日にイベント“京都カーフリーデー2013”を行います。
歩いたり、自転車や電車・バスでの移動で「まち」の魅力を発見し、環境にやさしいライフス

タイルを考える。それが世界2,000都市以上で同時に行われる「モビリティーウィーク＆カーフ
リーデー」です。京都では初開催になります。車を置いて、お出かけしてみませんか？
このイベントが、京都での交通や車のあり方について考えるきっかけになればと考えてい

ます。
車を使わずに、1日生活をしてみると、普段とは違った過ごし方が見えてくるかもしれません。

その他に手軽に出来るエコなこと

◆知っとこ街道（BiVi二条会場）
環境や交通を学べる・感じるブースが出展します。
環境にやさしく人にやさしい「ライフスタイル」を考えてみませんか？
○ 鉄道ジオラマ出発進行！
○『KON'S CYCLEの自転車相談所』無料点検できますよ！
○ 乗ってみたい！自転車試乗体験
○ 京都の道を安全に　ヘルメット試着体験
○ くるまいすでまちを見てみよう
○ エコツアー「W

ワ イ ル ド

ILDを探せ！～二条駅かいわいを歩こう～」
○ 空き缶アカンゲーム あなたもグリーンコンシューマー！
○ 比べてみよういろんなのりもの
○ きづき・つながるコーヒー講座
○ 「目は口ほどにものをいう？」～視線を使ってお話しをしてみよう～
○ ヨーロッパモビリティーウィーク＆カーフリーデーパネル展
　・・・ほかにもいろいろあるよ！

◆二条歩きま町
ちょう

（佛教大学敷地会場）仮想トランジットモール
歩いて楽しい、鉄道やバスで賑わう仮想トランジットモールです。
人が主役の「まち」を体験してみませんか？
○ yotte cote DO!（寄って買うて堂）まちの賑わいステージ
○ cote roji・yotte roji（買うて路地・寄って路地）京都カーフリーデーマルシェ
○ バスに乗りたいプロジェクト　
　 ミニバスシミュレーターでバスの運転手さんを体験しよう！
○ ミニSLに乗ろう

◆ 全体企画 
○ 二条駅かいわいスタンプラリー
　 スタンプを集めて、ガラガラ抽選にチャレンジ 
○ ぐるっとベロタクシー
○ 京都ちょこっとサイクリング（要予約）
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-小さな村の大きなゴミ騒動-
映画

トルコ北東部トラブゾンの緑豊かな村にゴミ処理場が建設された！
政府の役人と反対する村の人々の対決をユーモラスに描くエコロジカル・
ドキュメンタリー“トラブゾン狂騒曲‒小さな村の大きなゴミ騒動‒”。

ベルリン国際映画祭グランプリ『愛より強く』、カンヌ
国際映画祭脚本賞『そして、私たちは愛に帰る』、ヴェネ
チア国際映画祭審査員特別賞･ヤングシネマ賞をＷ受賞し
た『ソウル・キッチン』。世界三大映画祭を30代にして
制覇したファティ･アキン監督の最新ドキュメンタリーは、
彼のルーツであるトルコの小さな村の“ゴミ騒動”。
2005年、在ドイツ・トルコ移民であるファティ・ア

キンは祖父母の故郷であるトルコ北東部の黒海沿岸に位
置するトラブゾン地域の村チャンブルヌを初めて訪れ
た。「ここは天国だ！」とそのあまりにも美しい風景に
感動を覚えたが、同時にそこにはゴミ処理場の建設が予
定されていると知り強い衝撃を受ける。この事実を記録
しなければという使命感にかられ、地元の写真家の協力
も得て撮影を敢行する。普通のビニールシートで土への
汚染を防ごうとしたり、素人が見ても溢れてしまうとわ
かるほど、小さな汚水処理槽を作ったり、あまりにも「ず
さん」過ぎる政府の計画に呆れながらも、時折り視察に
やって来る役人たちに立ち向かってゆく住民の姿を、足
掛け5年に渡り撮りためる。集まった膨大な映像をもと
に、茶畑があふれる美しい村が汚されてゆく過程と、そ

こに住む人々の悩みや苦しみを浮き彫りにする渾身のプ
ロテスト・ドキュメンタリーが誕生した。
映画監督ファティ・アキンが、故郷の現状を世界に訴

えたいという一心で完成させた非常にパーソナルな作品
である。しかし、この遠い国トルコの小さな村の騒動を
観ているうちに、決して他人事ではないことに気づかさ
れる。中央の論理・利便が優先され、地方がそのしわ
寄せを受ける構図は、いまの日本と同じではないだろう
か?それは、そこに映っているのが、ファティ・アキン
が住民に心も寄り添って拾いあげた本物の「声」だから
だ。それは「もうこの土地には住むことはできない」「昔
は緑が豊かな土地だった」「若者が村を離れてゆく」な
ど、私たちが生活の中でTVニュースなどを通じて聞い
ている「声」と同じ悩みだ。そしてまた、そこに生きる
人たちの逞しさも同じである。時にユーモアを交えなが
らこの騒動をやさしく見守るファティ・アキンは、食べ
て、働いて、歌って、家族を守り、生き抜くために戦う、
彼らの日常生活は私たちと変わらないと教えてくれる。

公式サイト　http://www.bitters.co.jp/kyousoukyoku/

カーフリーデーとは？
…カーフリーデーは1997年に行われたフランス、ラ･ロッシェルの｢車のない日｣が発端となっています。その名の通り、車

を使わない日のことです。1998年からはフランスの催しとして"En Ville, sans ma voiture "(街ではマイカーを使わない)と
いう名称で行われ、2000年からカーフリーデーという名称が一般的に使われるようになりました。フランス語を基礎とした、
"In town, without my car!"も使われています。
カーフリーデーは、車を使わず都市で生活をしても影響がないことや、普段車を使う人が他の交通機関を利用することで、

地球環境や都市文化・都市生活の質の問題等を考えるきっかけにしようという企画です。
市民が｢車の使い方｣や交通行動の変化への必要性について、広い視野で楽しみながら考えるきっかけになることに期待して

います。新しい交通施策を実施することと、社会啓発するという点で日本のイベントなどで行われる歩行者天国とは、目的・
内容がまったく異なります。
＊フランスでは、この数年の努力の成果が、必要な交通施策を講じる際の様々なセクター、市民との軋轢も少なくなり、都心部の車の使い方について市民は十分
に理解を示したとして、カーフリーデーに変わり2004年からは"Bougez Autrement:いつもと違う移動をしよう"という名称で1日だけのイベントから新しい交
通施策の恒常化を目指した取り組みに発展しています。

カーフリーデーの目的
・大気汚染の問題を認識する(現在の都市内での移動方法が、いかに環境や生活の質に大きな影響をもたらしているかを理解する)
・人や自転車の空間を優先する
・公共交通を推進し強化する 　など

ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー日本公式サイトより引用　http://www.cfdjapan.org/index.html(2013/8/20)
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▲ 本堂に祀られる本尊の薬師如来像
（日限薬師）

上京区七本松通出水下る七番町にある地
じ

福
ふく

寺
じ

の周辺には、小
さな寺院が密集しており、静かで落ち着いた雰囲気です。それ
ぞれの寺院には立て看板等もあり、様々な逸話を知る事ができ
ます。
弘仁14年（823年）、弘法大師の十大弟子の一人である真済
上人が太秦安井の地に嵯峨天皇の勅願により開かれた地福寺は、
1727年に道空和上が現在の地に移転し、道空和上の念持仏で
あった薬師如来が本尊となり現在に至ります。
地福寺は、日

ひ

限
ぎり

薬師とも呼ばれています。日
限薬師の“日限”とは、日を限ることからきてお
り、日を限ってお参りすると願いが叶うことか
らそう呼ばれるようになったのではないかと
言われています。耳の仏様としても知られてお
り、穴が開いた小石を奉納して、日を決めて祈
願すると耳の病が治ると伝わっています。小石
は自然に穴の開いたものでしか効果が得られ
ず、見つけるのも難しいと言われています。境
内には、耳に関するお守りもあります。

京都十二薬師霊場とは…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。

京都十二薬師霊場京都十二薬師霊場

地元の方に愛され、50年近く続
くそば屋さん大膳。店舗の裏に工場
があり、出来立てのそばが味わえま
す。そばの他うどんや丼物、セット
も楽しめます。観光客に人気なのは、
大きなニシンの甘露煮が乗ったニシ
ンそば。定番のとろろがかけられた
山かけそばもおすすめ。　

日
ひ

限
ぎ り

薬師　地
じ

福
ふく

寺

▲ 鎌倉時代に作られた仏様と伝えられ
ています。

▲ 奉納された小石

そば処 大膳十二薬師霊場の近くにあるお店の紹介十二薬師霊場の近くにあるお店の紹介

住　　所：〒602-8359  京都市上京区
　　　　　七本松通出水下ル七番町356
Ｔ Ｅ Ｌ：075－841－7630
　　　　　（参拝前に電話予約を）
アクセス：市バス丸太町七本松より徒歩5分
　　　　　JR 二条駅から徒歩15分
御朱印は10時～16時まで受け付けています。

▲ ごはんの上に豆腐、明太子、じゃこ、かつお節、ねぎ、
海苔が乗った豆腐丼とそばがセットになったお楽しみ定
食。豆腐は大豆の味がしっかりとしていて美味。
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峰薬師 福勝寺は、通称「ひょうたん寺」として親しまれています。福勝寺の門は普段は閉じられており、お参
りの際は門の左側にある通用門を使用します。この門が開かれるのは、毎年2月3日の節分の日だけです。当日は、
「ひょうたん」のお守りの授与のため大変な賑わいになるそうですが、普段はお参りの方が通われる静かな寺院です。
かつて豊臣秀吉が信仰を寄せ、出陣の度に武運長久を祈りひょうたんを奉納し、戦勝の後に頂いて帰り千成ひょう
たんを作り旗印にしたと伝えられています。
本堂も普段は閉ざされていますが、毎月1日と16日にはお聖

しょう

天
てん

さんの縁日があり、本堂に
上がりお参りをする事ができます。お聖

しょう

天
てん

さんは非常に気性が荒く、事業の障害を起こす強
い力を持つ一方、悪いも
のを取り除き、良い結果
を導き出してくれると言
われています。夫婦が和
合し、子宝に恵まれると
共に、財を呼び寄せる事
から「融

ゆう

通
ずう

さん」とも呼ばれています。
御本尊の薬師如来像は秘仏となっており、御
開帳は50年に一度だけ。前回が昭和60（1985）
年であったため、2035年の開帳までその姿を
見る事は叶いません。背丈が約30センチで脇
仏として日光・月光の両菩薩を従えた木彫りの
立仏だそうです。前回の御開帳ではその御利益
に預かろうと多くの方が参拝されたそうです。

▲ 京都で最も古い観音菩薩と言われて
います。

峰薬師　福勝寺

住　　所：〒602-8164 京都府京都市上京区
　　　　　千本通出水下ル西側
営業時間：11:00～20:00
Ｔ Ｅ Ｌ：075－821－0126
定 休 日：火曜日(祝日の場合は翌水曜日)

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％引。11月末まで

特 典

▲ 京都宇治産の抹茶を使用したざるそば。

住　　所：〒602-8359  京都市上京区出水通
　　　　　千本西入七番町323-1
Ｔ Ｅ Ｌ：075－841－5818
アクセス：市バス千本出水より徒歩1分
　　　　　JR 二条駅から徒歩15分
御朱印は10時～16時まで受け付けています。
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京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2013年秋（第40号）　　発行日：2013年9月20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/

短信：京都市では、今年度中に生物多様性プラン（仮称）を策定する予定だそうです。京都は古くから都会だったので、その暮らしと生き物との結びつきの歴史も深く、文化の中に息づ
いています。祇園祭のチマキザサや京野菜と京料理など、文化とともに生き物について考えることができるのが京都の特徴かもしれません。（井上）庭の萩が色づき朝夕も随分過ごしやす
くなってきました。「秋の野に咲きたる花を　指折りかき数ふれば　七草の花　萩の花　尾花葛花　撫子の花　女郎花　また藤袴　朝貌の花」万葉集（山上憶良）の歌です。秋の七草の語
源と言われ今に至っています。萩、桔梗、葛、撫子、女郎花、藤袴、朝顔の花。時代は変われど昔と変わらず秋の花として今もこれらが健在していることに安堵しつつ、一方で後世にも
残し伝えなければという気持ちになりました。京都の山々を赤く染める紅葉。秋の京都の魅力の一つです。それも気温の変化に伴い紅葉の季節も段々と遅くなってきているようです。紅
葉も秋の季節のものとして残り伝えていけますように…。（奥井）シニアの方3名を含む7名と一緒にボルネオ島へ行ってきました。みなさんとてもお元気で驚きました！来るべき超高齢
化社会を支えるのは、年齢に関係なく自ら元気に行動できる“若”シニアの方々かもしれません。（石崎）9月1日、防災の日。毎年この時期になると、何か起こるんでないかと不安な気持で
この日を迎えるのですが、今年は特に何も無くやれやれ。と思いきや、翌2日に埼玉・千葉県の住宅街を襲った特大竜巻、今までの自然災害にまたひとつ大きな脅威が増えました。折りし
も最近、人工雨を降らせる実験の様子をテレビで見ました。何ミリか降ったようですが、自然の猛威と比べると人間のなせる技は余りにもちっぽけとつくづく思い知らされます。（小西）
9月に入り、夏の暑さが少し和らいできたように思います。しかしこういう時期こそ夏の間にたまった疲れが取れず、体力が落ちて風邪をひきやすいのだそう。夏の間に冷たい物を飲んだ
り、冷房のきいた部屋にいた事での体の冷えが原因とも言われています。まだ暑い時期が続くかもしれないからと夏の気分のままの生活は控え、お風呂にじっくり入って温まるなど体を
秋モードに切り替えていきたいですね。（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。

アジェンダのその他の活動

“再生可能エネルギーワークショップ”を行います！

◉左京ワンダーランド　『糺
ただす

の森ワンダーランド広場』
左京ワンダーランド　糺の森でのイベントに出展します。
9月29日（日）に下鴨神社の糺の森で行われる左京ワンダーランド『糺の森ワンダーランド

広場』に、再生可能エネルギーワーキンググループとしてブース出展し、ワークショップを行
います。
ペレットグリルを使った地産地消食材の料理を提供したり、バンブー自転車での発電体験

コーナー等を設ける予定です。料理など身近な体験に再生可能エネルギーを取り込むことで、
わかりやすく楽しみながら再生可能エネルギーの種類や利用方法を知っていただける機会にな
ればと思います。糺の森ワンダーランド広場には、飲食、手作り、雑貨、古本など約150店
舗が参加予定です。

出展：京のアジェンダ21フォーラム　再生可能エネルギーワーキンググループ

★左京ワンダーランドとは
今年で4 回目の開催になります左京ワンダーランドは、京都市左京区を中心に72店舗

のお店で開催されるイベントです。左京一帯は鴨川や大文字山などの豊かな自然に囲まれ
ており、寺社仏閣も多い地域。大学も点在し、演劇や音楽、アートなどといった文化的な
豊かさ、そして生活圏としての魅力にあふれています。そんなこの町のさまざまなお店間
をつなぐスタンプラリーが基本となって開催されます。今年は、時期を改め、昨年好評だっ
た「糺の森ワンダーランド」に加え、イベントも多数開催します！

HP http://sakyo-wonder.com/

◀煙突がキリンの長い首のよう
に見えるペレットグリルきり
んくん。地産地消食材の料理
は、このペレットグリルで行
います。

　ペレットグリルの燃料のペレッ
ト。廃材等の木を細かく粉砕し
て、乾燥・圧縮して作られてい
ます。おがくずやかんなくず、
端材も材料になります。取り扱
いが容易で、燃焼時の煙も少
ないのが特徴です。

▶


