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京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト活動報告

十二薬師霊場　東山薬師　雙林寺

十二薬師霊場の近くにあるお店の紹介　祇園あべや

ほんびょうさんの朝市をめぐろう！
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再生可能エネルギー情報交流会
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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



京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

　「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト」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、京のアジェンダ21
フォーラムが各事業者との連携を図り、みんなではじめる環境コミュニティづくりを行っています。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、環境エネルギーの6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。

環境エネルギーチーム

2月6日に藤ノ森小学校、2月20日に祥豊小学校で授
業を行いました。
身近にあるエネルギー、電気の事を考えた事はありま

すか？何気なく普段使っている電気ですが、それを生み
出す為に行われている発電方法には様々なものが存在し
ます。日本では主に火力発電や原子力発電、水力発電が
中心となっています。風力発電や太陽光発電等の再生可
能エネルギーは、現在は全体のまだほんのわずかです。
今回は、発電方法の大部分を占める火力発電について

学んでいただくと共に、発電によって作られた電気を効
率よく使う事の出来るLED照明の紹介を行いました。
火力発電とは具体的にどういった発電の事なのか、ど

うやって火力で電気を作るのか。問いかけると子ども達
も最初は首をかしげていましたが、簡略化したイラスト

を見せるとイメー
ジが湧いてきたよ
うで興味津々に耳
を傾けてくれまし
た。

火力発電は燃料を
燃やしてお湯を沸か
し、発生した蒸気の
力でタービンを回転
させる事で電力を発
生させます。燃料と
して石油、石炭、天
然ガス等が使われる
為、資源の確保が必

要になる事やCO2が発生する問題がある事についても説
明しました。
LED照明と通常の蛍光灯を並べ、明るさの違いを目視

で確認するのと共に、ワットチェッカーを使い数値とし
てのそれぞれの照明の使用電力の違いの見える化を行い
ました。蛍光灯に比べ電気代がかからない事や、紫外線
の量も少ない為、LED照明には虫が寄って来ない事も利
点として挙げました。
最後に照明を当ててソーラーカーを走らせるレースも

行いました。

これまでのパワーポイントを使った授業とは違い、目
の前で実験を行い興味を引き出す事で、集中力を切らす
事なく楽しみがら学べる授業を心掛けました。実際に“触
れて・見て・考える”を中心とした授業は、子ども達の
反応が良く、手ごたえを感じられました。
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火にかけて沸騰したお湯
が蒸気になってやかんの
口から出て、その蒸気で
風車が回転するイメージ
です。

火力発電の装置を使った実験の様子

◀どれがLED照明かな?見れば
すぐに分かる位に明るさには
違いがあります

ソーラーカーを使っての▶
レースの様子　

◀授業の様子



環境かみしばい学習チーム（おひさま発電所づくり）

12月5日のつくし保育園での上演に続き、2月26日
に向島保育園でかみしばいの上演を行いました。ともに
おひさま発電所のある保育園です。
今回の向島保育園では、電気の使いすぎに注意をして

欲しいという思いで作られた“うさぎのらびちゃん”と、
ごみの分別やリサイクルの大切さと分別するとごみが物
に生まれ変わる事を伝える“オサルのきっきくん”の2作
品を上演しました。かみしばいの合間に設けた問いかけ
や質問には、みんな元気いっぱいに返事をしてくれまし
た。牛乳パックがトイレットペーパーに、ペットボトル
が服や帽子に生まれ変わるという事を知っているお子さ
んもいたのが印象的でした。

上演後には前回同様に太陽光で充電した電池を使用
したソーラー電池のおもちゃや、普段目にする色々な環
境マークの展示をする等学びを深めました。他にもソー
ラーカーやソーラーパネルで動くおもちゃで、太陽の光
の力を知ってもらえる体験ができました。
今後も毎月定例会議を行い、次回作にも意欲的に取り

組んでいく予定です。

交通環境学習チーム

2月13日に南太秦小学校、2月18日に朱雀第四小学
校で授業を行いました。
授業ではタクシーとカゴの違いに始まり、エコロ21の

タクシーの話や、Honda Cars京都の考える未来の車と
生活、京都市からは地球温暖化の話、歩くまち京都は歩
く事の大切さや健康にもエコにも繋がる事を伝え、江戸
博士はクイズを行うなど、盛り沢山の内容の授業でした。
これまでの授業でも衣装や小物を取り入れるなど工

夫をしながら活動を行ってきましたが、今年度からは更
に充実した内容になるよう、実車見学を授業に取り入れ
ました。ふたつのグループに分かれ、ハイブリッド車と
電気自動車を作成したふりかえりノートを手にしながら
それぞれ違いを学びました。見た目は勿論どちらも車で

すが、使用しているエネ
ルギーと走る仕組みには
違いがあります。ハイブ
リッド車はエンジンだけ
でなくモーターも搭載して
おり、ふたつの異なる力を
使い分けながら走っています。電気自動車は充電する事
でモーターを動かし走っています。実物をじっくり見る
事によって、ガソリン車とのエンジン音の違い、電気自
動車にはエンジンが無いためマフラーがない事等子ども
達には様々な気付きがあったようです。今年度からの新
たな試みでしたが、好奇心を上手く引き出すきっかけに
なるのではないかと思います。
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◀かみしばいの合間にごみの
分別やリサイクルについての
問いかけを取り入れました

太陽光で動くおもちゃで▶
太陽光の力を知ってもらいます　

◀ソーラーカーの体験では
皆がわくわくしている様子
でした

▲このマーク見た事あるかな?捨てるとごみ
になるものも分別をすると、もう一度生ま
れ変わる事ができます

実際に車を見てみると色々な発見があります 導入で行う寸劇も好評です 普段子ども達が見る事の少ないエンジンやモー
ターも確認しました

チェックシートで車の違いを確認、
復習しました



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

地域と協力しながら順調に進めてきましたが、これま
での間伐作業の中で出た間伐材の使い道がまだ決まって
いませんでした。そこで、チームや地域の方と話し合い
を行う中で、間伐材の有効活用の為、新たな試みとして
薪を作る事にしました。まず、2月9日から3月2日にか
けて薪を置く薪棚の作成を行い、10個の薪棚を作る事
が出来ました。

3月9日に京都市立明徳小学校のわきの山で行った「み
んなで！マキ作り」セミナーでは、天候にも恵まれ晴天
の中活動を行う事が出来ました。明徳小学校の校長先生、
教頭先生をはじめ、企業、地域の方々、小学校に通うお
子さんなど29名の方にご参加頂きました。参加者は2班
に分かれ、作業を行いました。まず、切り倒した木を割
りやすい長さ（今回は約30cm）に玉切りし、斧で割り、
薪棚で乾燥させるというのが薪作りの一連の流れです。
ノコギリで木を切った事はあっても、薪を割るのは初め
てという方が多い中、指導を受けながらの挑戦でした。
最初は振り下ろしてもなかなかうまく当たらず、割るの
に苦労したようです。しかし、最後には皆さん狙いを定
めて振り下ろす事が出来るようになりました。

今回の2時間程の活動で、おおよそ薪棚2台分の薪を
作る事ができました。「なかなか出来ない体験が出来て
楽しかった」、「充実感があった」、「すがすがしい気持ち
になった」と皆さん笑顔で終える事が出来ました。
この薪は、明徳小学校で行われる行事(炊き出しやキ

ャンプファイヤー)で使用される予定です。また、アン
ケートで薪の使い道をご提案頂くなど、今後の積極的な
活動、広がりに期待が持てました。今後も活動の中で出
た間伐材を無駄にせず、地域のイベント等で活用してい
けるように方法を考えていきたいと思います。

水源の森づくりチーム

毎年春と秋の年2回竹の間伐
作業を行い、チームでの活動を
行っています。11月24日に今
年度の秋の活動を怪我もなく無
事に終えました。この場所では
次回の春の作業で、開始時に予
定していた丸3年の活動がひと
段落となります。当初は鬱蒼としていた竹林は管理してから整い、
足を踏み込めるようになりました。次回の春以降は次のステップへ
移るため、新たな目標を立てていきたいと思います。

自然エネルギー
　環境学習チーム

KESCプロジェクトとして6年出張出前授
業を行ってきましたが、今年度は企業との調
整が難しい為、小学校への出張出前授業の活
動を休止する事となりました。
次回のチーム会議では各企業の状況報告を

行い、2013年度の活動方針を検討していき
ます。

　今年度も京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトの活動を無事に行う事が出来ました。ご協力
くださいました皆さま、どうもありがとうございました。次年度もより活動の幅を広げていければと考え
ております。
　また、京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトでは、協力・参加くださいます企業・団体さま
も随時募集しております。地域との繋がり、環境活動にご興味がございます方はどうぞお声がけください。
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雪がちらつく中での作業。立派な薪棚が出来上がりました！

▲狙いを定めて、まっすぐ腰
を落とすように振り下ろして
薪を割ります

▲自然の風に任せて
半年以上乾燥させていきます

割り易いように▶
約30cmに切ります　



祇園あべや

ようやく暖かさを感じるようになった京都の春。昔ながらの京都が
感じられる祇園や、散歩にもちょうど良い円山公園の近くに東山薬師は
あります。ひっそりと地域の方に参拝されてきたこの東山薬師は、脚気
薬師とも呼ばれていました。栄養失調の方も一般的に多かったため、救
いを求めてすがられた事も多かったようです。
雙林寺は、かつて皇室との関わりもあり、17の塔頭支院がある東山

屈指の名刹で、非常に栄えていました。しかし、円山公園が設置された
際に多くの寺地を失い、今では本堂と離れにある西行堂を残すのみと
なっています。
本堂に安置されています御本尊の薬師如来は、頭から体の部分を一

材で彫り出した一木造りです。平安時代に作られ、国の重要文化財に指
定されています。高さは約90cmあり、人間とほぼ等身大のやさしいお
顔の座像です。
いわゆる祈祷寺ですので、心静かにお参り・おつとめされる方がほ

とんどで、薬師如来の縁日である毎月8日には、午前11時から護摩祈
祷を行っているそうです。
西行堂は、西行法師ゆかりの小さな庵で、本堂の西南、円山音楽堂

の南側、小さな門をくぐった、正面突き当りにあります。堂内には、西
行法師像をお祀りしてありますが、非公開となっています。また、隣接
するお茶室、民家とは別になっています。

▲本堂

▲西行堂

朱印▶
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東山薬師　雙林寺 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。

京都十二薬師霊場京都十二薬師霊場

砂糖の専門店である中央砂糖㈱が展開している祇園あべや。本店はビルの前にのれんをさげ、
“自分に出来る範囲で”と始められた簡易店舗で販売を行っています。

棚に並ぶのは京野菜の粉末やペーストを練りこんだ“京野菜のど飴”。聖護院だいこん、金時
にんじん、九条ねぎ、丹波くり、賀茂とまと、鹿ケ谷かぼちゃ、丹波黒豆の7種類に、抹茶のど
飴を加えた8種類が販売されています。それぞれの京野菜の風味が生かされつつも素材の味を
邪魔しない、控えめな甘さも魅力です。初めて口にされる方はその豊かな風味に驚かれるそう。
美味しく食べてもらう為に試行錯誤を重ねた飴には、京野菜だけではなく、ハーブも練りこま
れているのでスッキリと爽やかな風味です。
舞妓さん達も好まれているという京野菜のど飴、是非一度試されてはいかがですか?

住　　所：〒605-0078 京都府京都市東山区富永町107-3
ＴＥＬ：075－312－4654／ＦＡＸ：075－312－8275
営業時間：11:00～17:00／土・日・祝日10:30～17:30
定 休 日：月～水曜日(祝日の場合営業)
E－mail：info@gion-abeya.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.gion-abeya.jp/

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）提示で京野菜のど飴ひとつプレゼント 2013年6月末まで特 典

住　　所：〒605-0072
　　　　　京都市東山区下河原鷲尾町527
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.sourinji.com/
アクセス：市バス 祇園・東山安井より徒歩10分
御朱印は9時～16時まで受け付けています。

十二薬師の近くにある店舗の紹介十二薬師の近くにある店舗の紹介

▲京野菜を気軽に、しかも美味し
く味わい、多くの方に親しんでもら
えるものを作りたい！という思いか
ら生まれました。
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京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2013年春（第38号）　　発行日：2013年３月30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：最近、事務所のある伏見区の歴史や地域資源などに接したり学ぶ機会があり、新しい発見が多くありました。ここ数年、京都市も区ごとで特徴ある事業が進められているようです。
京のアジェンダ21フォーラムも地域に根差した活動を進めるにはどうしたらいいか考えています。アイデアがあればどうぞよろしくお願いします。（井上）里山の整備の中で竹の話題が
常に出ていきます。昔から住まれている地元方からお話を伺うと竹は笊、竹竿、土壁の材料等での収入源にもなり各自の裏山に植えてたと聞きました。また春の時期には、旬の食材の竹
の子掘りが恒例であったそうです。今は、竹の子を掘りに行きたくてもそこまで入れない手入れ不足の里山が増えてきているようです。KESCで里山保全を進めている明徳小学校学校観
察林も当初はうっそうと茂った竹や木々で入口が分からないほどでしたが、最近は学校、地域、地元の企業の協力もあり、「入りたい」と思える山になってきました。地域の方からもわき
の山についての提案や、綺麗になってきている様子を伝えてくださる声も増え地元の方の関心も高まってきています。（奥井）暖かくなるとともに、結婚式や送別会に出席する機会が多くなっ
てきました。新たな出会いの喜びや別れの寂しさは、生きているからこそ感じられるものです。そして、僕たちは美しい自然やたくさんの生きものに囲まれているからこそ生きていられ
るんだということをいつも忘れずにいたいと思います。（石崎）舗装道路の割れ目から生えたど根性大根などよく話題になりますが、私の家の近くでも道路の隅に人が植えたとは考えられず、
誰も手入れをしていない紫陽花が今年も芽を付けました。東日本大震災からの復興はなかなか進んでいないようですが、そこに暮らす人々は他人の援助に頼ることなく自ら立ち上ってお
られ、「命」そして「生きる」ということの素晴らしさを改めて教えられます。（小西）取材に出かける時にはまだコートは手放せなくても、梅の花や桜のつぼみなどを目にする機会も多
くなり、春めいてきたのを感じます。これから暖かい日が増え、桜が咲くと考えるだけで何故かワクワクしてしまいます。花には見ているだけで心を動かす不思議な魅力があるように感
じます。そんな素敵な春の訪れと同時に、また今年もやってきた辛い花粉の季節…。（岩城）

京のアジェンダ21フォーラム入会のご案内京のアジェンダ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。

◉ほんびょうさんの朝市をめぐろう!
京のアジェンダ21フォーラムのリーディングプロジェクトの一つ

「交通と観光のエコ化」では、京都の特徴を活かしたエコな観光スタ
イルとして、市民が主体的に参加することにより地域の魅力を再発
見し、まちや暮らしの価値観を見直すような視点を定着させること
を目指し、京都たびたび実行委員組織に参加しています。
京都たびたびのプログラム企画として今回訪れた「ほんびょうさ

んの朝市」は、お宿吉水の名物女将中川さんが、安全・安心な食に
こだわった生産者と消費者をつなごうと2011年９月から東山五条
大谷本廟で始めた小さな朝市です。手作りで安全・安心なものを提
供するだけでなく、作り手さんと人と人との関わり・ふれあいを大
切にしています。そんな朝市を実際にフェアトレードコーヒーのお
店を出店している日下部さんのガイドで巡り、他の出店者との交流
を通してそれぞれの思いが伝わるものになればと企画しました。参
加者は、朝市出店者の思いを聞き、コーヒーを飲んで団欒した後、
中川さんのお話を聞き「ほんびょうさんの朝市」の魅力を存分に感じられたようでした。参加者
の中からは「参加者同士の交流の場がもっとあればよかった」という提案もいただきました。今後、
京都たびたびの活動を広げていくのに貴重な意見もいただけたイベントとなりました。

◉健康×省エネ 住宅セミナー
ずっと住み続けられる「住まい」につ

いて考えてみませんか？健康×省エネ 
住宅セミナーを２月19日と２月25日の
２回行いました。それぞれテーマは「今
知っておきたい住宅の省エネ化の動き－
省エネ基準改正・低炭素建築物認定制度
など」、「健康に過ごせる住まいと省エネ
について－室内の温度変化が命にかかわる!?」とし、各回約30名の方にご参加頂きました。
誰しも関わりがある住まいと健康について、省エネの視点からも改めて考え直す機会になったと

思います。

◉再生可能エネルギー情報交流会
今注目されている再生可能エネルギーをテーマに、再生可能エネ

ルギー情報交流会を３月12日に行いました。京都市内で活動をされ
ている方や他都市の方など、57名の方にご参加頂きました。今回の
情報交流会では、特に市民協働発電についての取り組みが注目を集め
ているという印象を受けました。様々な意見、疑問が共有できるよう
にパネルディスカッションの時間を設けましたが、もっと意見交換の
時間が欲しかったという積極的な意見も寄せて頂きました。私達が再生可能エネルギーについてもっ
と身近に関われるよう、これからも様々な方と情報を共有しながら考えていければと思います。

アジェンダのその他の活動
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