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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。



京のアジェンダ21フォーラム　総会・交流会サロンdeエコを行いました!

　６月11日に職員会館かもがわ大会議室にて2013（平成25）年度京のアジェンダ21フォーラム総会を行
いました。議題は、2012(平成24)年度事業報告・決算について、2013（平成25）年度事業計画・予算に
ついて、役員の選任です。
　当日出席者29名、委任状246名、合計275名の個人・団体会員の出席を得て、会員数472名の過半数
236名の定足数を上回り、総会の成立が確認されました。
　また今回は総会の時間を少し延長し、意見交換の時間を設けました。総会は無事滞りなく終える事が出
来ました。
　今年度も気分を新たに持ち、活動を進めていきたいと思います。
　総会・交流会サロンdeエコにご参加頂きました皆様、どうもありがとうございました。

　５月27日に行いました環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトリーダー会議では、2012（平成
24）年度のまとめ、2013（平成25）年度の目標などについて、各チームのリーダーが集まり報告をしました。
会議の中で昨年度の各チームでの活動報告を行い、振り返ると共に、今後の課題や今年度の活動方針を共
有しました。また、新チームのメンバーとの顔合わせを行いました。

交通環境学習チーム

年に４～５校の出前授業の実施を予定しています。メ
ンバー内を班分けしそれぞれ対応していきます。前年度
実施校の校長先生の変更があった為、学校訪問を実施予
定です。

環境かみしばい学習チーム(おひさま発電所づくり)

今年度も新作を１作完成予定です。発表は、保育園２
校、未来フェスタ、環境フェスタでの実施を予定してい
ます。

水源の森づくりチーム

年２回＜春(雨天中止)・秋＞「京大の竹の輪」にメン
バーに呼びかけ参加、音戸山の作業も秋頃に予定してい
ます。その他、勉強会、イベントなどがあればメンバー
に呼びかけ、共に参加予定です。

里山保全チーム

月１回の作業（７月～８月除く）と、秋か冬の大イベ
ントを計画しています。明徳小学校と学校運営協議会、
企業と共に参加していきます。

　 自然エネルギー環境学習チーム

昨年度実施した祥豊小学校と他１校での出前授業を予
定しています。出前授業を実施した学校にはLEDを寄贈
していきます。

環境エネルギーチーム

2012年度に続き活動休止。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト リーダー会議を行いました
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新チーム



　「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、交
通環境学習チーム、環境かみしばい学習（おひさま発電所づくり）チーム、水源の森づくりチーム、里山
保全チーム、自然エネルギー環境学習チーム、環境エネルギーチームの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。

交通環境学習チーム

車と二酸化炭素、地球温暖化
との関係と、最近話題のエコな
車についても学びを深めます。
また、今年度からは、普通自動
車のエンジンの写真を見て、ハ
イブリッド車や電気自動車と何
が違うか実物を見ながら直接知
って学べる時間を新しく取り入
れています。他にもエコドライ
ブとはどういった運転の事なの
か、アイドリングストップとい
う言葉の意味や、どのような効
果があるのかなど分かりやすく説明します。

環境かみしばい学習チーム(おひさま発電所づくり) 

毎月１回集まり、会議を行っています。今年度もテー
マを考えながら、チーム全体でシナリオやかみしばいの
完成を目指していきます。上演を見てくださった方には、
かみしばいに登場するキャラクターのオリジナルシール
を配布しています。

水源の森づくりチーム

毎年春と秋の年２回竹の間伐
作業を行ってきました。開始時
に予定していた丸３年の活動が
終了となります。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。

里山保全チーム

昔から人々の生活に必要不可欠だった里山。本来の里
山の姿を取り戻していく為には、継続して管理していく
事が必要になります。今後も定期的に山の様子を見なが
ら作業を行っていきます。また、里山の役目や間伐の理
由を地域の方にも正しく知って頂けるように勉強会・イ
ベントなどを行います。里山の役割を知り、学んでいけ
る場を今後も作っていければと思います。

環境エネルギーチーム

昨年出来た新しいチームです。何気なく使っている電
気を生み出す火力発電の仕組みについて、装置を用いて
学びを深めます。また、これまでの電球よりもエコだと
言われているLED電球について何が違うのか知って貰い
ます。触れて、見て、一緒に考える、体験を中心とした
授業を目指しています。

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年間続けて出前授業を
行ってきました。これまでの経験を活かし、独自で小学
校への出前授業を主体的に行っている企業もあり、調整
が難しい為、今年度は昨年に引き続き、チームとしての
活動を休止しています。

　京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトメンバーのスキルアップを
図ると共に、企業と地域のパートナーシップについて興味がある方を対象に
2013年（平成25）年度11月13日（水）にCSRセミナーの開催を予定しています。
　事例発表等の他に、月桂冠株式会社の施設見学と交流会を予定しています（セ
ミナー参加者に限ります)。参加費は無料です。
　詳細は、今後京のアジェンダ21フォーラムのホームページにて更新していき
ます。興味の御座います方は是非お申込ください !

CSRセミナーの
開催のご案内
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京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトとは



沖縄居酒屋＆音広場　大新

▲ 本尊薬師如来像は毎年10月8日に開
扉され、法要が13時から行われます。
当日には限定の御朱印と御詠歌を準備
されています。

その昔、薬売りの露店が軒を連ねていた名残を残し、漢方薬など
の店も多い二条通。
二条城の東、閑静な街中に不来乎薬師 薬師院はあります。釜座通

り沿いに歩いていくと、『こぬか薬師』と書いた青いのぼりが目印に
なります。敷地に入ると『こぬか薬師』の青いのぼりと、『十二薬師
霊場』の赤いのぼりが目に入ります。広い土地を有していたという昔
の面影はほとんどなく、現在は本堂があるのみとなっています。
『不

こ

来
ぬ

乎
か

薬師』の名前は、昔疫病が流行した際にお寺の住職の夢に
薬師如来が現れ、「病の者はわたしの所に来なさい、そうすれば一切
の病苦を取り除きましょう。来ぬか、来ぬか」と
告げたことが由来だそう。
本尊の薬師如来は、伝教大師が16歳の時に彫っ

た薬師仏７体のうちのひとつです。現存するのは、
同院と比叡山延暦寺のものだけとなっています。
比叡山で彫られた薬師如来を、斉藤道三から譲り
受けた織田信長が京都に持ち帰り、現在の地に祀っ
たと言われています。

▲ 御詠歌 ▲ 御朱印
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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

お店に入れば気分は沖縄!!沖縄料理を食べながら、沖縄ライブを楽しめるのは
京都でここだけ!
店長が沖縄の音楽に惚れ込んだのをきっかけに、京都でも沖縄音楽に触れられ

る場所になればと毎日生ライブを行っています!ライブには沖縄出身のアーティ
ストの他、店長自らも出演しています。沖縄大好きな店長の料理と音楽で笑顔に
なれるお店です。
定番のラフテーやソーキそばの他、ジーマミー豆腐など本格的な沖縄料理が味

わえます。三線のリズムに乗せてわいわい楽しく盛り上がって、夏を乗り切りま
しょう♪30～60名で貸しきりの宴会、沖縄ライブパーティーも楽しめます。

不
こ

来
ぬ

乎
か

薬師　薬師院

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：〒604－0014  京都市中京区釜座通二条上ル大黒町694
Ｔ Ｅ Ｌ：075－211－1890
アクセス：市バス 府庁前・二条城前より徒歩5分
　　　　　地下鉄 烏丸御池駅から徒歩8分・丸太町駅より徒歩5分
御朱印は10時から16時まで受け付けています。
1日1組限定で宿坊も可能です。詳しくはお問合せください。

▲御詠歌 ▲御朱印



麩屋町通にある大福寺は、街中に溶け込むように佇む非常に小さなお寺です。「菩
ほ

提
てい

薬師」と呼ばれ、周辺は布袋屋町と
呼ばれています。菩提とは、煩

ぼん

悩
のう

を断ち切って悟りの境地に達する事、又悟りの智恵をさします。七福神で有名な“布
ほ

袋
てい

”様
と読み方は同じで、大福寺はその七福神の布袋尊も御祀りしており、京都七福神の第七番札所でもあります。毎年お正月には、
商売繁盛を願い商家の大福帳に宝印を授与する習わしがあります。
寺伝によれば創建は非常に古く、飛鳥時代に奈良に建立され、聖徳太子が作った薬師如来像を祀っていました。平安時代

初期に勅詔により京都に移転し、その当時は五重の塔等も建てられる大きなお寺でしたが、天明の大火、蛤御門の変等で炎
上し、現在僅かにその面影をとどめる本堂のみとなりました。御所の近くに建てられ、皇室朝廷の崇敬は極めて篤かったと
いう事です。

▲ 本尊の菩提薬師如来像は聖徳太子の作
と言われています。一般公開はしておら
ず、年に一度1月17日に御開帳されます。

▲ 七福神の布袋尊を御祀りしています。

▲ 御朱印
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薬師　大福寺

住　　所：〒604-8001 京都市中京区木屋町
　　　　　三条上ル上大阪町521
　　　　　京都エンパイヤビル1F
営業時間：17:30～1:00(L.O.24:00)
TEL＆FAX：075－708－7732
定 休 日：月曜日
E－mail：info@gion-abeya.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kyoto-daishin.com/

グリーンカーテンで育てたゴーヤ持参又は当
日の日付入り乗車券（トラフィカ京カード、ス

ルッとKANSAI等）提示でゴーヤを使っている料理
40円引き（1グループにつき1オーダー）9月30日まで

特 典

▲ たっぷりの野菜やスパム、ゴーヤがクセになる!
沖縄料理の定番ゴーヤチャンプルー。

住　　所：〒604－0963  京都市中京区麩屋町通
　　　　　二条上ル布袋屋町498
Ｔ Ｅ Ｌ：075－231－3624
アクセス：市バス 京都市役所前より徒歩7分
　　　　　京都バス 河原町二条より徒歩7分
　　　　　地下鉄 京都市役所前駅より徒歩10分
御朱印は10時から16時まで受け付けています。

▲ ゴーヤとオニオンスライスサラダは青じそ
風味でさっぱりとした美味しさ。

夷川通夷川通

二条通二条通

御池通御池通
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短信：車のない日「カーフリーデー」とは、ヨーロッパを中心に世界中で2000都市以上に広がるイベントで、都心部に１日マイカーを使わない地区を設け、市民が車のない環境を体験し、
新しい交通施策を展開させていく日です。「歩くまち・京都」憲章を持つ京都でも、カーフリーデーの実現を目指しています。（井上）先日、平成の京町家に行ってきました。木の香りと床
から伝わるスギの優しい温もり。床板や柱などにはスギ材を使用され、床下など見えない部分にはヒノキを使っておられるとのことでした。古い京町家とは違い、中はとても明るく開放
的であるのが印象的でした。京都建築大学校の卒業制作として、京都の京北地区の木材を使い、昔ながらの伝統の工法を用い建てられたそうです。敷地内には他にもモデルハウスがあり、
それぞれに技法の違いが分かるのも魅力のひとつ。京都市では、健康な森林の育成を進める為、「木の地産地消」の取組のひとつに京都市地域産木材に「みやこ杣（そまぎ）」の認証制度
も推奨されているようです。（奥井）このところアベノミクスなど経済のニュースにおされて、環境問題は取り上げられない傾向にある気がします。しかし、大気中のCO2濃度が初めて
400ppmを超えるなど地球環境はほとんど危機的な状況です。また、福島原発の事故が収束していないのに政府は原発を海外へ輸出したがっているようです。目先の利益を追っているだ
けでは、いずれ大きなしっぺ返しがくる気がしてなりません。（石崎）前回号でご紹介しました「ど根性あじさい」、ちゃんと花をつけました。あじさいと言えば梅雨、「ちょっとも降らし
まへんな～」と天を仰いだり、降ったら降ったで「よう降りまんねえ～」と恨めしく空を眺めたりで、毎年のことながら雨はなかなか都合よく降ってくれません。ともあれ洪水、土砂崩
れの災害が起こることのないよう平穏な梅雨であることを願っています。（小西）梅雨から夏にかけてのこの時期は、食品がいたむのがはやくて驚きます。仕事の日はお弁当を持って来る
のですが、ごはんの隣におかずを入れるとお米の水分でいたみやすいというのを最近読んだ本で知りました。それ以来ごはんとおかずは２段に分けて、冷蔵庫に入れるなど工夫をしてい
ます。夏場は食中毒なども発生しやすいので気をつかい、元気に乗り切りたいと思います。（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。

◉家庭の省エネアドバイザー養成研修会
６月15日(土)に家庭の省エネアドバイザー養成研修会を行いました。
“楽しく学び、おしゃべり感覚で、市民に家庭の省エネアドバイスをしてみませんか”をテーマに、

気軽に多くの方に参加頂ける事を目標にしました。
アドバイザー養成研修会の受講後、修了者は２回の実地研修を得て「家庭の省エネアドバイザー」

に認定されます。その後、20回ほど地域で開催される家庭の省エネ相談所のアドバイザーとして
活躍していく事になります。
まず今回の養成研修会では「家庭の省エネ相談所」とは何か?という事を改めて知って頂き、ど

ういった事が省エネに繋がるのか理解を深めました。他に接客マナー・省エネグッズの紹介を行い、
少しの工夫で省エネになるという事に受講者さん達が驚かれる一面もありました。受講修了者に
は後日、現地で実地研修を２回行っていただき、研修を終えると「家庭の省エネアドバイザー」
の認定証が送られます。
※この研修会は、京エコロジーセンター環境保全活動助成事業で実施しています。

「家庭の省エネ相談所」とは…参加者に、日々の暮らしに関する
アンケートを記入して頂き、省エネアドバイザーがパソコンに入力
し「エコライフ診断書」を印刷します。それをもとに省エネアドバ
イザーが、各家庭に合った省エネ術、過ごし方をアドバイスします。
昨年度は京都市内で「家庭の省エネ相談所」を約20回開き、約1,300
名の市民に相談を受けていただきました。過去の調査により、相談
を受けると翌月から前年度と比べて平均約４％のCO2削減効果が
あったことが分かりました。この結果から「家庭の省エネ相談所」
は節電効果と、地球温暖化対策として期待されています。

家庭の省エネ相談所は、現在協議会を立ち上げ活動を行ってい
ます。家庭の省エネ相談所協議会は、家庭の省エネ相談所の活動方
法を総合的に協議するために2011年に発足し、2012年に設置（確
認）されました。
協議会は家庭の省エネ相談所に関係する以下の団体で構成され

ています。
気候ネットワーク、京都生活協同組合、京都府地球温暖化防止

活動推進センター、省エネ普及ネット・京都、ひのでやエコライフ
研究所、京エコロジーセンター、京のアジェンダ21フォーラム、オブザーバーとして京都市、京
都府（順不同）。
協議会の設置により、様々な立場の方の意見や思いを取り入れ、より細やかな対応が可能にな

りました。
今年度の「家庭の省エネアドバイザー養成研修会」は、省エネ普及ネット・京都が主催し、家

庭の省エネ相談所協議会の協力で実施しました。

アジェンダのその他の活動


