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い  まさ

「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。



11月13日に事業者向けCSRセミナー「企業における環境とCSRの
取組について」を行いました。
これからCSR活動を始めようとされる企業の方、また学校関係者、
地域のみなさんで関心のある方を対象に、学校、企業、地域が連携し
て広がる活動の実践に繋げるヒントを得るセミナーとなる事を目指し
ました。
当初の定員の30名を大きく越え、当日のセミナーには43名の方に
ご参加頂きました。
今回のセミナーは月桂冠株式会社の施設見学を含む内容で、大変好
評頂きました。

月桂冠大倉記念館では当フォーラム事務局長より京のアジェンダ21フォー
ラム、京都環境コミュニティ活動（以下KESC）プロジェクトについての説明
も行いました。また、KESCの水源の森づくりチームで活動してくださってい
る月桂冠株式会社よりご挨拶と会社紹介を頂きました。
施設見学では、月桂冠株式会社の歴史や酒造りについてお話を伺いました。
他にも酒を作る上で命とされるさかみづ（仕込みに使われる水）も試飲させ
て頂きました。地下約50メートルから汲み上げられる水は、まろやかな酒質
を生み出す源と言われています。
また京都市など関連機関よりご挨拶頂き、協力して頂きました。

CSRセミナーでは、まず「CSRとはなにか」を問いかけ、「Corporate Social Re-
sponsibility」の頭文字をとりCSRと呼ばれている事、日本語訳は「企業の社会的責任」
である事などを確認しました。
当フォーラムのセミナーの特色として、セミナーの対象が企業のみではなく学校の関
係者、地域の住民の方、学生さんを含むという部分があります。そういった方々にも企
業がCSR活動に取り組む姿勢を知って頂き、その活動の中で自分に出来る事や共感でき
る部分を見つけられる場になればと考えています。また企業の方には日頃の疑問などの
解決の場であったり、異業種からの話を聞く事で新たな発見・情報を得ると共に、次に

繋がるステップとして意見を言い合える仲間を作る事を目的にしております。
事例発表講演にはKESステップ2取得の三共精機株式会社より石川武代表取締役社長を
お迎えし、企業における産学連携事業についてお話頂きました。環境への取組や社会貢献
において、特にインターンシップの導入により社内で起こった意識改革や事業展開など、
様々な事例をご紹介頂きました。
交流会では、KESCの左京区里山保全チームが活動している京都市立明徳小学校の学校
観察林（通称わきの山）で間伐した竹を使って作成した器を使用しました。企業メンバー
の小林造園株式会社、京都信用金庫中町支店・岩倉支店、株式会社北斗プリント社のメ
ンバー、個人参加者2名がそれぞれ2日に分かれて山に入り、竹を切って準備してくださいました。自然に育っ
た竹を使っているため、サイズもバラバラで個性的な器の中からセミナー参加者の皆様には好きな形やサイズのものを
選んで頂き、お持ち帰り頂きました。セミナーに参加できなかったメンバーも、違った形で参加協力を頂けて、とても
嬉しく思っています。

月桂冠株式会社ほか多くの皆様の御協力により無事に終了することができました。
ご参加頂きました皆様、本当にありがとうございました。

企業における
環境とCSRの
取組について

いました 自然に育
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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）プロジェクトとは京都
の小学校区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取り組む仕組みづくりを
目指しています。

　里山保全チームでは、京都市岩倉にある京都市立明徳
小学校の学校観察林、通称“わきの山”での活動を行っ
ています。「小学校だけでは里山管理の専門知識もな
く、手入れが行き届かない状態」との相談を受けたのが
きっかけで、KESCの活動としてチームが立ち上がりまし
た。山の管理等を専門とする団体や大学の先生の協力も
あり、山の調査も行いました。松枯れになっている木や
竹の間伐、草刈りを中心に、今年度は活動で必要になる
階段作りの計画をしています。また切り出した木を割っ
て薪作りも行っています。

●10月29日　洛中小と明徳小との交流・連携
　間伐後の竹を洛中小学校のPTA主催イベント「洛中フェス
ティバル2013年」で使用したいとの事で、竹を引き取りに
来られました。今回は竹筒にお米
を入れて、ごはんを炊くなどして
活用頂けたようです。加工すれば
コップやお皿、お箸としても使え
る竹。チーム内でも様々な活用方
法を考えていきたいと思います。
学校でのイベントで、わきの山から切り出した竹を使って頂きました。▲

●11月2日、9日
　チームメンバーの㈱北斗プリント社、㈱小林造園、京都
信用金庫が2日に分かれて山に入り、竹の器の作成をしま
した。この竹の器は、当フォーラムが13日に行いました
事業者向けCSRセミナーで使用しました。メンバーの活動
の成果として、また有効利用の一例としても周知し、活動
に広がりが出ることを期待しています。

＊左京区里山保全チームでの活動は京都市立明徳小学校運営協議会がフェイスブックでも紹介しています。
　是非ご覧ください！　www.facebook.com/wakinoyama

[主な活動紹介]

●11月24日に行われましたシンポジウム「三山におけ
るこれからの森林景観づくり～北山から発信する森づ
くり活動～」にて、左京区里山保全チームメンバーが
わきの山での活動を紹介しました。
　京都市では、市民や事業者の皆様に三山の現状や課題
を知ってもらうため、「京都市三山森林景観保全・再
生ガイドライン」を策定しました。京都市やボラン
ティア団体などによる具体的な森づくり活動の発信を
することにより、森林景観を守り続けるための担い手
づくりに取り組んでおられるそうです。こういった取
組の一環として行われたシンポジウムで、里山の保全
活動をしている立場として、代表者からお話頂きまし
た。
　最初は何をしたらいいのか分からない所から始まり、
里山の勉強会を開催する中で、まず「木は切っていい
良いもの」という事を知るところからのスタート。地
域の方や学校との連携を図りながら、助成金を取得す
るに到るまでになりました。今年度も活動を地域の方
や企業が主体的に活動を行っています。

●12月8日に行われました宝が池連続学習会の第4回
「森林再生の実践にむけて」では、当フォーラムから
企業と地域、学校が一緒に動かしていく活動として
左京区里山保全チームについてお話しました。活動
フィールドが学校観察林であるため、地域との繋がり
も強く、活動にあたってのパイプが出来つつあると感
じられました。

これまでの活動や、わきの山の四季の様子をパネルにして展示しました。▲
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　「京都環境フェスティバル」は、府内
の各地域で活動するNPOや学校、企業
等が出展し、環境について楽しみなが
ら、学び考えることができる参加・体験
型イベントとして、平成2年度から実施
しています。今年は12月14、15日に行
われ、京のアジェンダ21フォーラムも出
展させて頂きました。お立ち寄り頂きま
した皆様、どうもありがとう御座いまし
た。また、14日にはKESCの環境エネル
ギーチームの株式会社立花エレテック、
株式会社大電社、株式会社高木商会が
風力カーやソーラーカーを使用した体験
コーナーやLED照明と蛍光灯の消費電力
の違いが分かる展示を行いました。15日
にはKESCのおひさまチームから公栄運
輸株式会社、京都電測株式会社等が参加
され、かみしばいの上演を行いました。

　毎年新作1作品の環境かみしばい作成、保育
園やイベントでのかみしばいの上演を目標に活
動を行っています。今年度は特定非営利活動
法人アイセック・ジャパン同志社大学委員会の
環境プロジェクト、教育プロジェクトそれぞれ
からも参加され、かみしばいを作成し、準備を
すすめてきました。今回は「せきゆをたいせつ
に」をテーマに、まずはレジ袋を貰わないよう
にすることを促す内容となっています。

おひさまチームは12月15日の環境フェスティバルにも出展しました。

12月4日、つくし保育園で上演を行いま
した。

京都市で、1人あたりが1年間にごみとして出すレ
ジ袋は約250枚（京都市ごみ減量推進会議調べ）で
す。出来る事から、ひとりひとりが意識することが
大切です。

かみしばいの後に行ったごみの分別
ゲームや、ソーラー発電のおもちゃの実
演なども盛り上がりました。

日頃の活動を見て頂ける機会になりまし
た。

かみしばいを通して、小さなお子さんに
も環境の事を意識して貰えるきっかけに
なったと思います。

様々な企業ブースの他、エコライフゾー
ンや地産地消・エコグルメブースなど、
見所も満載で賑わいました。

風力でおもちゃの車を走らせる風力カー
やソーラーカーの体験も大人気でした。
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青果や水産物、調理道具など様々な商品を扱うお店や飲食店など
が充実している京都中央卸売市場から近く、七条通りを入った静かな
住宅街の中に水薬師寺はあります。昔この周辺は湿地帯で、水が豊か
であった為、春の七草で知られる芹が多く群生していた事で知られて
います。水薬師寺の名前の由来は、この水が豊かな土地ゆえのものと
考えられています。
この水薬師寺を訪れる際に驚くのは、幼稚園の園内に本堂が残さ

れている事。出入口も園と共有の為、少し戸惑われる方も多いとか。
訪れる際に、境内にある大きなクスの木を目印にして欲しいとの事。
今はもうなくなってしまっていますが、境内には昔池があり、そ

の池の中から薬師如来が出現したと伝えられています。その出来事か
ら醍醐天皇が薬師如来を本尊とし、寺を開かせました。しかし鎌倉時
代に後醍醐天皇らによる鎌倉幕府討幕運動の元弘の兵乱で衰えてしま
います。その後1789年に意思を引き継いだ将軍家が尼寺として再興
しました。
諸説ありますが、かつてあった井戸で熱病を患った平清盛が水浴

びをして平癒した為、それに感謝して弁天堂を建てられたと伝えられ
ています。弁天堂の“弁天”とは七福神の女性の神様の“弁才天様”（水
の神様）のことです。

▲ 水薬師本堂。

▲ 普段は宮
くう

殿
でん

に納められて
いる本尊薬師如来。御開
帳は1月8日（初薬師）。

▲水の神様、弁天さん。

▼御朱印

水薬師　水薬師寺
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

創業から約110年の井政は、4代
目のご主人が毎朝卸売市場で仕入れ
た新鮮な素材を使って作られている
京料理・仕出し屋さん。地下水を使
用してダシをとり、地の野菜の他、
旬の美味しい食材で作られる料理は
繊細で上品に仕上がっています。
持ち帰りも出来る茶福箱は4代目

が考案。細やかな気配りが感じられ
ます。

京料理・仕出し 井
い

政
まさ

住　　所：〒600-8876 京都市下京区七条御前西入る
               JR京都駅から車で10分、市バス七条御前下車すぐ
営業時間：11:00～19:00(L.O)　要予約
Ｔ Ｅ Ｌ：075－313－2394 
定 休 日：火曜(祝祭日は営業)、元日～3日
フェイスブック：www.facebook.com/kyoto.imasa

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
でちりめん山椒プレゼント3月末まで

特 典

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：〒600-8875  京都市下京区西七条石井町54
Ｔ Ｅ Ｌ：075－313－0216
アクセス：市バス七条御前より徒歩8分/JR 西大路駅から徒歩12分
御朱印は10時～16時まで受け付けています。

七条通

梅小路
公園

京都駅

バス
のりば西塩小路通

七条
小学校

西大
路駅

京
都
銀
行

井政

水薬師寺

京
都
南
病
院

新
千
本
通

七
本
松
通

御
前
通

西
大
路
通

烏
丸
通

花屋町通

五条通
丹
波
口
駅

▲ 茶福箱（秋） ▲ ぐじ葛鍋 霙
みぞれ

仕立て
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京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2013年冬（第41号）　　発行日：2013年12月24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：京のアジェンダ21フォーラムは、1998（平成10）年11月23に設立されました。つまり、今年の11月23日で設立15周年を迎えました。これまでも多くの方々のご参画、ご協
力のもとで続いてきた活動です。時代の流れにも合わせながら、皆さまのご期待にお応えできるよう努力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。（井上）
ご近所の方に庭でとれた柚子を沢山頂きました。皮の部分を使い初の柚子こしょう、柚子クッキー作りをしました。また果汁を絞って柚子のポン酢を作ってみました。そしてしぼった後
の柚子はお風呂に入れて柚子風呂を楽しみました。生活の中に季節のモノを取り入れ自然を感じ生活できることに感謝。日本全国の美食がネットで直ぐに入手できる世の中ですが、身近
なものを使いちょっと手間をかけて頂くのも贅沢な時間を過ごせるように思いました。（奥井）11月にワルシャワで開催されたCOP19で、 日本はあまりにも低い目標を打ち出し、問題
を共有する人々に深い失望と落胆をもたらしました。NGOのネットワークからは、交渉を後退させた国として、特別化石賞も贈られました。今を生きるすべての人と分け合う優しさ、未
来に生きる人のために分け合う知恵と勇気が今こそ必要です。（石崎）今年は清々しい秋をほとんど楽しむことなく一気に冬到来、そして各地で初雪も早く例年より寒くなるようです。
この時期になると住宅のエコ暖房が話題になりますが、我が家の場合それほど余裕は無く、家の中でつまづいたりしながらも分厚い毛糸の靴下そして窮屈なまで重ね着をして“投資”を抑
えるようにしています。少々動き辛く身体に負荷？がかかるところは、スポーツジムで筋肉トレーニングを行っていると思うようにしています。（小西）京都市の冬は本当に寒いと毎年
この時期になるとしみじみと思います。底冷えという言葉がある通り、体の奥底から冷えるような気分です。そんな寒さに対抗しようと、最近は体の中から温める生姜を積極的に摂ったり、
温かいスープを作るなど工夫しています。暖房器具も勿論必要ですが、違ったやり方で温まる方法を模索中です。（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。

アジェンダのその他の活動

京のアジェンダ21フォーラム事務局からのお願い
今年も残すところあとわずかとなり、年度末が近付いています。京のアジェンダ21
フォーラム会員の皆様におきましてもお忙しい時期とは存じますが、今年度の会費を未納
の方は会費の納入をよろしくお願い致します。

▲沢山の方にお越し頂きました。 ▲「ミニSLに乗ろう」のブースは
　お子さんに大人気！！

▲二条駅かいわいをぐるっと
　ベロタクシーでお散歩♪

◉手づくり内窓であったか冬じたく～工作実習で簡単省エネ対策講座～
10月26日、京（みやこ）安心すまいセンターとのタイアッ

プ事業で、京都府地球温暖化防止活動推進センターと協力し、
住宅の省エネになる内窓を手づくりする講座を開催しました。
京都府立大学の松原斎樹教授を講師に迎え、まず、クイズや実
験などを交えて家の中の熱の流れを理解するところから始め、
窓の内側に空気の層を設け、温かい熱が逃げにくくする内窓を
手づくりしてみました。快適なすまいと省エネの両方について、
すぐ自宅で実践できることから学んでいただく機会になりました。

◉イベント“京都カーフリーデー2013”
天候にも恵まれ、9月23日にイベント“京都カーフリーデー2013”が行われました。（主催：

京都カーフリーデー実行委員会）
カーフリーデーはその名の通り、車を使わない日のことです。京都では初めて開催しました。

歩いたり、自転車や電車・バスでの移動を行い、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。
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にはじまり、自転車の無料点

検や安全に自転車に乗るためのヘルメット試着体験、ミニバスシュミレーターでバスの運転手
体験やスタンプラリーなど、様々な催しが行われました。
来場して頂いた皆様がこのイベントを通して環境について改めて考えるきっかけになれば

嬉しく思います。
また、このカーフリーデーは来年度も取り組みを継続的に続けていきます。


