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京京京京 のアジェンダ21フォーラム ニュースレター

行って見て　京都の魅力を再発見！

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト
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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。



みなさんこんにちは。 私たちは京都ノートルダム女子大学人間文化学部の3回生です。
今回は、タイからの留学生と一緒に神社の前に店を構えている『門前菓子』を巡りました。
前号に引き続き、 歩くまち京都アプリ 「バス ・ 鉄道の達人」 とバスの一日乗車券を利用
しました。 それでは、 私達の旅の模様をお楽しみください。

ルート

1
　北野天満宮は、菅原道真公を御祭神とする全
国およそ12,000を数える天満宮、天神社の総

本社の神社です。今では学問の神様として崇敬されて
います。取材日は初天神の日で、参拝する方たちが多
く、鈴を鳴らすために行列ができていました。北野天
満宮といえば病気平癒や学業成就のご利益があるとい
う「なで牛」が有名です。自分の身体の悪い箇所を撫
でた後、牛の像の同じ箇所を撫でると治るといわれて
います。当日は、「天満書」という書き初めの展示が
あり、自由な書が展示されていました。

　北野天満宮から今出川通を挟んだ向かい側に店
を構える『粟餅所・澤屋』は1682年に創業し、
300年以上続く老舗です。作り置きをせず注文を
受けてから作られる粟餅は、粟独特のプツプツと
した感覚がありながらも舌触りがなめらかで柔ら
かく、普通の餅とはまた違った美味しさでした。
緑茶との相性も良く、あっという間に食べ終えて
しまいました。粟餅は持ち帰ることもできますが、
店内でゆっくりとお茶を飲みながら出来立てを頂
くのがオススメです。

『粟餅所・澤屋』定休日：木曜日、毎月26日

　この日最後に訪れたのは下鴨神社（賀茂御祖神
社）です。下鴨神社は「みたらし祭り」が有名です。

平安時代、貴族は季節の変わり目に御手洗池で禊払い
を行っていました。現代では毎年夏の土用の丑の日に
行われ、境内の御手洗池に祀られている御手洗社で「足
つけ神事」が行われています。老若男女が集まり、膝
程の深さがある池に浸ることで、1年の無病息災を願
います。
　境内にある沢山の社の中から縁結びの神さま相生社
にもお参りし、皆でおみくじを引きました。その日は
境内で結婚式も行われていて、幸せな気持ちをお裾分
けして頂きました。

　下鴨神社のすぐ近く、西参道から下鴨本通りに
出ると『加茂みたらし茶屋』があります。みたら
し団子発祥の店として知られ、1番上の団子と残
りの4つの団子の間が離れているのが特徴です。
下鴨神社内にある御手洗池の泡をかたどったのが
由来とされており、その昔、神前菓子として供え
られていました。香ばしく焼かれ、黒蜜味のタレ
がたっぷりとからんだ団子は小ぶりなので女性で
もあっという間に食べられます。また、みたらし
団子以外にもわらび餅など様々なメニューがあり
ます。比較的空いていてお勧めの時間帯は朝の10
時ごろです。

『加茂みたらし茶屋』定休日：水曜日(祝日営業)
頭を撫でると頭がよくなると、受験生があやかりに訪れます。▲

世界遺産である下鴨神社。今年、21年に1度の式年遷宮を迎えます▲

みたらし団子3本とお茶のセット（420円）。▲
5本590円から持ち帰り可　

▲初天神で参拝をしてきた方も多く、賑っていました

▲粟餅に緑茶がついた「紅梅」
　セット（450円）。粟餅は持
　ち帰り可

今回は行く場所と順番だけを決めて出かけ、 取材が終わるごとにアプリを立ち上げ、 調べて巡りました。 当日行先を
変えても対応できるので、 アプリがあれば便利です。 最近のバス停にはバスが近付くと 「間もなく来ます」 と表示さ
れるものも増えており、 便利になってきています。 しかし、 京都に住んでいても普段使わないバス停だと分からないこと
もあり、少し迷ったりしました。迷った際は見知らぬ方が教えてくださり、込み合ったバスから降りる際にも手助け頂くなど、
優しさに触れられた一日となりました。
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歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」
歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」とは？とは？
全国初となるその日の道路状況を踏まえたバス到着時刻を予測する機能を搭載した乗換検索アプリです。出
発地から目的地までのバス・鉄道による最適な移動経路と到着時刻が検索できます。
さらに、駅やバス停までの徒歩によるルートも表示します。

アプリに関するお問合せ先 「歩くまち・京都」公共交通センター

メール system@arukumachi-kyoto.jp

歩くまち京都アプリ｢バス・鉄道の達人｣、
バス 1日乗車券を使用して京都を巡りました♪

　バスを乗り継ぎ、次にやって
来たのは今宮神社です。平安建

都以前より、現在神社のある土地には
疫神を祀る社があったといわれていま
す。船岡山に一度安置された疫神を
1001年（長保3年）に再び現在の地に
お祀りし、新たな神殿も造られたこと
から今宮神社と名付けられました。以
後、厄除けの神社として崇敬を集めて
います。
　今宮神社は桂昌院ともゆかりのある神社です。桂昌院は

「玉の輿」の語源となった人物で、西陣の八百屋に生まれ
た「お玉」という名の女性であったと伝えられています。
後に徳川五代将軍綱吉の生母となり、故郷西陣の氏神であ
る今宮神社の復興に努めたことから今宮神社は「玉の輿神
社」とも呼ばれ、多くの方が訪れます。私たちも将来玉の
輿に乗れるようにお願いしてきました。

　あぶり餅 本家・根元『かざりや』は、江戸
時代に創業され400年あまりになる老舗です。
縁側や、水琴窟のある中庭があります。あぶ
り餅は、親指大にちぎった餅にきな粉をまぶ
し、竹串にさして備長炭で炙られ、店外まで
いい匂いが漂っています。白味噌の秘伝のタ
レがかけられたあぶり餅は香ばしい味わい
で、「1皿じゃ足りない、もっと食べたい!」と
思わせる美味しさでした。ちなみにあぶり餅
に使われている竹串は今宮神社に奉納された
斎串とのことです。

『かざりや』定休日：水曜日

あぶり餅１人前、お茶のセット▶
（500円）。3人前1,500円から
持ち帰り可

境内を掃き▶
清めていた　
方が神社の　
由緒をお話　
しください　
ました　　　

▲今宮神社の東門を出てすぐ、
　南側にあります
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交通環境学習チーム

環境かみしばい学習チーム　(おひさま発電所づくり)

車や交通に関わる企業や行政が集まり出張出前授業を行っています。車の利用によるCO2排出量の比較や、地球温暖化に
ついて学ぶ座学の時間の他、実車見学を取り入れています。普通自動車、ハイブリッド車、電気自動車の内部や仕組みに興味
津々の様子でした。
２月17日に実施した朱雀第四小学校６年生の授業では、自動車や公共交通機関の使い方を考えてみて欲しいと呼びかけ、児童から

「これからは車ではなく公共交通機関を利用していきたい」と感想が出ました。

3月3日に向島保育園でかみしばいを上演し、今年度の活動を無事完了しまし
た。かみしばい後にはソーラーカーを走らせたり、ごみの分別ゲームを行いまし
た。ソーラーカーにはレーンを準備し、光を上手に当てながら順番に走らせまし

た。また今回よりエコクイズを導入しました。2
枚のパネルを見比べ、写真の製品は電気を使うか
使わないか、どちらを選ぶとエコかなどを問いか
けました。楽しく遊びながらも環境に対する意識
や学びを深めていきたいと思います。

　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、
環境かみしばい学習（おひさま発電所づくり）、里山保全、環境エネルギーの4チームが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。

タイからの留学生の発見

　日本の門前菓子を知るために参加しました。
門前菓子は、同じ餅でも、いろいろな種類があっ
て、味わいの違いを楽しむことができました。
タイの寺院にはブッダしかおられませんが、日
本の神社には沢山の神様がおられることを発見
しました。また、信号や交通状況によって時間
を予測することが難しいのに、日本のバスは時
間通りに運行していることに驚かされました。

●●●●●●●●　まとめ　●●●●●●●●
今回は門前菓子とともに近くの神社も巡り、よくば
りにさまざまなことができたと思います。バスの一
日乗車券を利用したので、多少無茶な順路でも楽
しく行くことができました。アプリと一日乗車券が
あれば、気楽に出かけられることが巡ってみて分か
りました。今回の記事が京都の魅力を伝えられる
ものとなり、みなさんがお出掛けされるきっかけに
なればうれしいです。

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、環境問題に取り組む仕組みづくりを目指しています。

2014年２月18日付�京都新聞掲載▲

◀エコクイズでは、電気を使うか一緒に考えました
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里山保全チーム

環境エネルギーチーム

里山保全チームでは、活動の場である明徳小学校の学校観察林“わ
きの山”の手入れで出た間伐材を薪にして保管しています。その薪を使
用して1月27日明徳小学校の児童がごはんを炊きました。どのクラスも
綺麗に完食し、かまどで炊いた方が美味しいと笑顔で感想を頂きまし
た。来年度も引き続き実施を予定されています。
また、今年度里山保全チームメンバーが初めて出張出前授業を行い

ました。山にある植物だけでなく、昔から人々と密接に関わってきた里
山のあり方についても学ぶ機会になったようです。出前授業を行う事
で、学校観察林“わきの山”の手入れをしている人がいるという事に気
付き、嬉しく思った事などをあげてくれました。

　3月4日に京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトのリーダー会議を行いました。
活動報告と反省、来年度の目標について話し合いました。今年度は、特に学校との連携・
調整が課題となりました。

太陽光発電や風力発電などの自然のエネルギーを利用した発電方法や、電球（白熱球）とLED照明の
違いについて説明しました。今年度から有限会社本杉工機と生田産機工業株式会社も加わり、更に充実
した授業内容となりました。以前から使用していた学びシートを見直し、授業に取り入れやすく改めまし
た。また、発表者の顔が分か
るように、学びシートではメン
バーを紹介しています。

地域との協働活動について、パネルを作成しました▶

◀�学びシートで授業の内容を振り返
り確認できます

環境エネルギーチーム

里山チーム

交通チーム

おひさまチーム

例年、3つの小学校での環境出前授業を実施してきました。今
年度は出前授業を考えていないという小学校もあり、2校での実
施となりました。事前打合せの大切さを痛感させられた部分もあ
りました。
来年度も事前に打合せシートを用意し、打合せに臨みます。今後

定着させていきたいと考えています。

つくし保育園、向島保育園、環境フェスティバルでの上演を実施
しました。3月の会議では、早速来年度の新作かみしばいについての
案を出し合っていく予定です。
保育園でも、学びに繋がる部分を重要視されており、遊びが「ど

うエコと繋がるか?」を伝えていくのが大切になってきていると感じ
ました。

まとめ：京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトの活動は、継続していく事が大切になります。
出張出前授業は、『授業』として参加しており、学校で子ども達が学んでいる事を踏まえた上で内容を吟味して行える事が理想で
す。その為には、事前にしっかりと打合せを行い、学校と連携する事が必要不可欠です。他にも、授業を行う上では態度や言葉遣い・言
葉の選び方が重要となります。出張出前授業に臨む際、リーダーを中心として改めてどのような授業が理想的であるかを考えながら取
り組んでいきたいと思います。

今年度実施予定だった小学校の内1校の授業が4月にずれ込
み、平成27年度の活動最初の出前授業となります。メンバーが
増えたことで内容を充実させる他、風力発電の体験を含めた授業
を行っています。
小学校とは事前に打合せシート、確認シートを利用しての打合せ

を行い、活動を進めていきます。

今年度、初めて環境出前授業を行い、株式会社北斗プリント社が
副読本を寄贈しました。また、明徳小学校学校運営協議会が助成金
を取得し、日々のわきの山の活動で必要になる保険料等にあてるな
ど、各メンバーが様々な方向から協力をして活動を行っています。4
月以降は学校と打合せの上、順次活動を進めていきます。
更に地域にも広げていきたいと思います。

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
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短信：「SDGs」をご存知でしょうか?「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略で、2015年を目標としたミレニアム開発目標
（MDGs）を補完するものとして、現在17の目標案が出されています。この実現のためには地域でも議論を始める必要があると思います。（井上）この度、
2015年3月末で雇用契約期間満了により退職をさせて頂くこととなりました。6年間の中で、一番の思い出は多くの方々に出会え、皆様から丁寧なご教示
を賜ったことです。退職後も多くの皆様との出会いはこれからも私の財産のひとつとして大切にさせて頂きたいと思っています。お世話になりありがとう
ございました。この場をおかりし心よりお礼申し上げます。（奥井）1年間社会人院生として通った龍谷大学大学院の政策学研究科を無事に修了できました。
主に京のアジェンダ21フォーラムについてとりあげたのですが、大学院に来なければ得られなかった学びが本当にたくさんありました。それと共に、素晴
らしい仲間に恵まれて、柄になく再び青春時代を過ごしたような気になりました。この学びを今後の活動に活かしていきたいと思います。（石崎）今年は新
年早々久しぶりの降雪で明けましたので、厳寒が続くかなと心配していましたが、2月も後半になり最近の日差しには春の気配を感じます。さらなる春の息
吹を体感できるまで あと一息の我慢と思い、三寒四温に堪えている今日この頃です。エコセンの屋上でも枯れ木のチップ作り、エコたい肥作りが進められ
ており、資源リサイクルの重要さを目の当たりにしました。（小河） 花冷えの季節、急な冷え込みのせいか体調を崩す方もちらほら…。今年は3月半ばにも
関わらず雪のちらつく日もありました。しかし街路樹には若葉や花の蕾も増え、少しずつ春が近付いてきたのだと感じます。それと同時に花粉の気配も感
じられ、そろそろ対策が必要となりそうです。（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（みやこ）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（みやこ）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。

フタバアオイ

フジバカマ

ヒオウギ

キクタニギク

アジェンダのその他の活動
◉生物多様性保全のために、京都の文化を感じる希少な「和の花」を育てませんか
　「KESエコロジカルネットワークプロジェクト」2015年度取組団体を募集しています

京のアジェンダ21フォーラムと、NPO法人KES環境機構、公益財団
法人京都市都市緑化協会、京都駅ビル開発株式会社、京都市とが協働で
進めている、事業者による生物多様性保全活動「KESエコロジカルネッ
トワークプロジェクト」では、KES審査登録団体を対象に、希少種の生
息域外保全について、平成27年度の取組団体を募集しています。
次年度は、これまでの葵祭で使われる「フタバアオイ」、源氏物語にも
登場する「フジバカマ」と、これらに加えて祇園祭で飾られる「ヒオウギ」
や東山の地名から名前がついた「キクタニギク」の栽培にも取り組んで
いただけるようにしました。申込は4月30日（木）までとし、説明会を
5月29日（金）、種ごとの育成実習を6月19日（金）および26日（金）
に京都工業会館で開催します。
今後は、生物多様性に配慮した自社敷地内の緑化や生物多様性保全活
動への参加などへの取り組みにも広げていく予定です。

申込先 NPO法人KES環境機構
TEL：075-321-4767　FAX：075-322-6901　E-Mail：kes-ems@keskyoto.org

◉祇園祭ごみゼロ大作戦2014　報告書ができました
昨年の祇園祭では、夜店や屋台の協力のもと、日本初、そして世界初の試み
として、約21万食の使い捨て食器をリユース食器に切り替える活動を展開しま
した。京のアジェンダ21フォーラムも実行委員会に参画していますが、その報
告書が完成しました。
具体的には、前祭の宵山期間である7月15日、16日の2日間、約2000名の
ボランティアスタッフの皆さんと共にエコステーションの設置、ごみの分別作
業等を行いました。祇園祭としては、昨年から49年ぶりに「後祭」が復活した
ことも相まって、来場者数は2013年より12万人も増加したにも関わらず、
2013年約56トンだった燃やすごみを34トンにまで減らすことができました。

報告書の表紙▶

しかし、まだ課題は残っていると考えており、実行委
員会では新たな工夫を考えつつ、2015年の祇園祭に向け
て動き始めています。当フォーラムでもこの機会に環境
配慮型の観光や市民のライフスタイルの確立を目指して
協力していく予定です。
なお、2015年の取り組みに対して、京都地域創造基金
を通じた寄付を募っています。ぜひご協力をよろしくお
願いいたします。

詳しくは、京都地域創造基金のホームページをご覧ください。
http://www.plus-social.com/jigyo/kyoso/02.html

2013年 2014年
資源物 1,550kg 8,130kg
もやすごみ 55,780kg 34,430kg
全体の廃棄物量 57,330kg 42,560kg
来場者数 500,000人 620,000人
１人あたりのごみ量 114.66g 68.65g


