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1. メイン会場実施概要  

 

会期及び会場  

・ 京都会場：髙島屋京都店1階,7階  2010年8月4日～9日  

・ 新宿会場：髙島屋新宿店2階    2010年8月11日～17日  

 

1-1 京都会場 

 

1-1-1 展示 

・食エリア         

学生スタッフが主体となってパネル展示を考えた。内容は「食と農業問

題」を焦点とし、食料自給率や食品流通、食文化、容器包装など、私達に

とって身近な話題を取り上げた。また、パネルに書かれている問題につい

て、来場者自身にも考えて頂けるように問題提示を多く行い、各々の学生

が自分なりの解決策も 後に提示した。当日は熱心にパネルを読まれる来

場者もおられた。 

  

・展示物  

耕耘機具や鯖江市からお借りした漆器、食品に使われる着色料の展示を行った。

特に、唐箕（とうみ。稲作でつかわれた選別用具）はご高齢の方や、家族連れに

人気で、実際に手にとって体験される方や昔話に花を咲かせる来場者もおられた。 

 

 

・びっくり！エコ農園  

「物作りの大切さ」を知っていただくため、びっくり！エコ１００選に

参加される企業の方には、事前に賀茂ナスと万願寺とうがらしを育てて頂

いた。その際、プランターや堆肥は間伐材やおからから作られた環境にや

さしくエコな商品を使用するようこだわった。当日は見事に実をつけたプ

ランターが集結し、来場者は大きな実に驚かれたり、野菜作りそのものに

興味をもたれる方がおられた。 終日に行われた収穫祭では、多くの家族

連れが来場し、目を輝かせ先を競うように収穫していた。 

 

・エコバザール     

日替わりで鯖江市、京こま、エコファーマーの村上さん、志賀郷、丹後

（与謝野町、京丹後市）がエコバザールに出展して下さった。会期中は、

それを目当てに会場を訪れるお客様もおられ、担当の方と熱心に言葉を交

わしたり、商品を購入される姿が目立った。 

      志賀郷の三土市の様子⇒ 
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・ひと 100 選展示エリア  

 今年の目玉であるエコなエキスパート（エコスパ～ト）を取り上げた「ひ

と１００選」エリア。会場内はエコスパ～トの等身大パネルや巨大タペス

トリーがあちこちに展示された。普段見ることのできない各企業のエコス

パ～トと企業のエコな商品の展示に熱心に足を止められる来場者もおられ

た。また、会期中、子どもを対象に「ちびっ子新聞記者取材レポート」を

開催し、エコスパ～トからエコなネタを取材する企画を行った。子どもた

ちの中には、たくさんのエコスパ～トについて取材をしてきた子どももお

り、エコについて考えてもらう良いきっかけとなった。 

 

・１階ゆとりうむ  

 会期中、１階のゆとりうむでは、ラジオ放送やキャラクターイベントを

行った他、「ひと１００選」のエコスパ～トのパネルや野菜を植えたプラン

ターを設置し、エコへの取り組みを呼びかけた。特に、著名人のエコに関

してのトークショーやキャラクターイベントは、通りがかりのお客様も多

く足を止めた。キャラクターとの写真撮影会に関しては子どもから大人ま

で、大変人気であった。 

 

1-1-2 イベント 

・オープニングイベント 

髙島屋京都店 1 階・ゆとりうむの特設ステージにて、「びっく

りエコ 100 選 2010」のオープニングセレモニーを実施した。

京都府・山田知事、京都市・門川市長、福井県鯖江市・牧野市長、

井筒八ッ橋本舗・津田社長が “エコドリーム”を発表。また、

せんとくん、エコちゃん、まゆまろも登場し、イベントを盛り上

げた。オープニングセレモニーでは、ＫＢＳラジオの生中継も実

施され、イベントのスタートにふさわしいものとなった。 

 

日時：2010 年 8 月 4 日 10：10～11：00 

会場：髙島屋京都店 1 階ゆとりうむ 特設ステージ 

司会：村上祐子（KBS 京都） 

＜セレモニー内容＞ 

・ 京都市立芸術大学の皆さんによるオープニング演奏 

・ 出演者による「エコドリーム」の発表 

・ びっくり！なゲスト登場～せんとくん（せんとくんダンス）、エコちゃん、まゆまろ 

・ 参加者全員による大記念撮影会 

・ ラジオ生中継（『ただ今勤務中！森谷威夫のお世話になります！！』内 11：00～11：15） 
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・地球の歴史 46 億年の旅       

 髙島屋の階段の手すりに埋まっている化石を探しながら、地球 46 億年の歴史について学ぶという企

画を行った。6 日間で子供から大人まで合わせて 117 名が参加するという好評のイベントとなった。特

に、子ども達は目を輝かして化石を探し回り、見つけた時に大喜びする姿が、印象的であった。以下に

印象的であった感想を列挙する。 

<感想> 

・もっと地球の歴史を詳しく調べてみたいし、地球の誕生から考えると、人間の歴史は短いと思った。 

・化石は大きいイメージが強かったけど、小さいの（ビカリア）がいっぱいあったのでびっくりしまし

た。 

・デパートに化石があるなんて信じられないと思ったけど、本当にあったからびっくりしました。 

・恐竜が何で全滅したか初めて知った。 

・8000 万年も栄えていた恐竜が、小惑星の衝突で絶滅してしまったと聞いて、小惑星の威力はすごい

と思いました。 

 

・スタンプラリー     

スタンプラリー対象イベントに参加しスタンプを集められた方に、エ

コ・アクションポイントを提供した。この企画は今年度初めての取り組み

であったが、子どもたちのスタンプラリーへの参加率は高かった。 

 

★スタンプラリー対象イベント・・・地球旅レポート提出、ちびっこ新聞   

記者取材レポート提出、ワークショップ参加、いとへん展来場、町屋企   

画参加、ごみ調査隊参加、エコとうろう来場 

 

・着物回収         

髙島屋京都店での会期中に、京都朝日会主催で着なくなった着物や浴衣を 91 組の方から回収した。

量的には 4 トントラックの半分程度で、車椅子 5 台分に代えて贈呈する。 

 

1-1-3 ワークショップ          

京都会場のワークショップは、２１の参加企業・団体の協力を得て２４

講座を開催した。予約申込の多さのため受付期間中に予定定員数を増やす

講座もあり、夏休みの宿題を兼ねてお見えになる親子連れなどで朝から賑

わい、全体的に活況であった。 

数値的なデータとして、予約ありの講座が１４講座３３０名であり、事

前に小学生とその父母を中心として、２６５名（80.3%）の予約を受け

付けた。実際には３４０名（予約不要の講座の参加者を含む）の参加者が

あった。当日申し込みや、予約なしの講座も賑わいをみせたる一方で、夕方からの講座は入場者数の減

少により少々空きが見られた。 
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また、京都では、髙島屋京都店の本会場以外の場所でも、４つの企業・団体の協力を得て、会場外ワ

ークショップとして５講座を開催した。特に町家との連携によるワークショップは新しい試みである。

告知と同時にほぼ予約がいっぱいになるワークショップなどもあり、こちらも全体的に活況を呈してい

た。なお、町家ワークショップ、エコとうろうについては、後の「３．京都の町中展開」で詳しく触れ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ワークショップ・タイムテーブル（材料等の関係で予約申込された方を優先するものがあります・・・　　印のあるもの）

●会場内ワークショップエリア●　※ワークショップの内容は変更されることがあります。お申し込み時にお知らせします。

８／４（水） ８／５（木） ８／６（金） ８／７（土） ８／８（日） ８／９（月）

10:30～
12:00

１Fゆとりうむで
オープニングイベント

開催中！

ふろしきの包み方教室
究極のエコバッグ「ふろし
き」の歴史を勉強して、色々
な形のものの包み方を学びま
す。
定員30名、無料、
(株)髙島屋

みんなで遊ぼう！積み
木大会
京都産の木材でできた積み木
で遊ぼう！森や木についての
紙芝居もあるよ！
定員：なし、無料
京都・森と住まい百年の会

子ども環境取組発表会
下京渉成小学校、第四錦林小
学校、静原小学校、蜂ヶ岡中
学校の子どもたちに取組んで
いるエコ活動を発表してもら
います。
定員：なし、無料、びっく
り！エコ実行委員会

小さな人形劇「エコネ
コ座」とタマネギの皮
の絞り染め体験
八百屋さんでお留守番のエコ
ネコに、･･･人形劇の後は絞
り染めにチャレンジ
定員：20名、タマネギの茶色
い皮３コ分持参、日本環境保
護国際交流会(JEE)

あつまれ kid's 工作教
室
ペットボトルの風車や、牛乳
パックで素敵なカードケースを
作りましょう！

定員:20名×2回(入替制、小4
以下保護者同伴)、無料
幼児のための環境学習プログ
ラム作成の会

13:00～
14:30

服のはぎれを使って京
こまをつくろう！
服のごみについても学びま
す。
定員：20名（小3以下は保護
者同伴）、無料、
(有)村田堂

クリップモーターを作
ろう！
どこの家庭にでもある身近な
文房具などを使って簡単な
モーターを作ります。
定員：20名（小学校高学年以
上、保護者同伴であれば、低
学年以下でも可）、無料、関
西電力(株)

電気と電池のしくみを
まなぼう～電気はエコ
ロジー
ひとりひとつずつの活性炭電
池を作って電気と電池の仕組
みを学ぼう！
定員：20名(小3以下は保護者
同伴)、無料、
(株)オムロン

夏涼しくて気持ちいい
エコな家をつくろう！
世界の家を学びながら、アイ
デアいっぱいの涼しい家の模
型を作ろう！
定員：親子で20名程度（小学
生と保護者）、無料、
大和ハウス工業(株)

潜望鏡を作ろう！
紙素材で潜望鏡を工作して光
の反射について学ぼう！小さ
なお子様にはうちわの塗り絵
もあるよ。
定員：20名×3回（入替制、
工作は小学生以上、小4以下
は保護者同伴)、無料、タマヤ
(株)

３Rおじさんとパソコン
を分解してみよう
パソコンの中ってどうなって
いるの？部品は何にリサイク
ルされるの？楽しい
３Rマジックショーもある
よ。
定員：20名(小学３～６年
生)、参加費：無料、
富士通(株)

15:00～
16:30

身近な草花で布を染め
てみよう！
ボウルとお湯で簡単にできる
天然染料による絞り染め体験
定員：20名、無料、
彼方此方屋(おちこちや)

地産地消がおいしい！
ホテル料理長のコツ
一流ホテルの料理長に京野菜
などのお料理のコツを教えて
もらいます。オリジナルレシ
ピももらえるよ！
定員：30名、無料、
ハイアット
リ－ジェンシー京都

食育への取り組みにつ
いて
(株)ロック・フィールドの
「食育」への取り組みについ
てご紹介します。定員30名、

無料

ふろしきの包み方教室
教材のふろしき進呈します。
定員20名、無料、
ふろしき研究会

スペシャルWS「私たち
の地球と地震」
尾池和夫先生に地球と地震の
話をお聞きして、地球をテー
マにした俳句をつくってみよ
う！
定員：30名、無料、
尾池和夫先生(京大前総長、国
際高等研究所所長)

生き物のふしぎなセン
サーを体験しよう！
生き物の感じる・はかる不思
議な力を体験してみよう！ど
んなすごい「センサー」に出
会えるかな？
定員：30名(小2以下は保護者
同伴)、無料、
(株)堀場製作所

京都会場クロージング
イベント「エコ農園大
収穫祭！」
びっくり！エコ100選参加団
体企業が丹精込めて育ててき
た京野菜を大開放！藤口料理
長のレシピつき！
無料

●会場内ワークショップエリア●　～アフターファイブはびっくり！エコサロン～

17:00～
18:00

びっくり！エコ講座
～福井県鯖江市のエ
コ・ビジネス～
環境問題に熱心な鯖江での環
境ビジネスへの取り組みのご
紹介。エコ・バザールも同時
開催！　無料

びっくり！エコ トーク
イベント
ハイアットリージェンシー京
都 東山Touzan料理長 藤口晃
一さんをお迎えした、グルメ
でお洒落な
トークイベント。無料

びっくり！エコ 京流２
Rサロン
ごみから見た「もったいな
い」の話題の後で、京流のご
み減量（リデュース・リユー
ス）について、ざっくばらん
に話しませんか？
無料(お土産つき)

びっくり！エコ ミニコ
ンサート
京都芸大生による演奏とク
ラッシックギター奏者の牲川
和希(にえかわかずき)さんの
ミニコンサートです。　無料

びっくり！エコ スペ
シャルライブ
green bird京都リーダーとし
て、京都の町のごみ拾いも続
けている「大五郎」。その想
いをトークと歌で伝えます。
無料(18:30まで)

予 予

予 予 予 予

予

予

予

予

予

予

予

予

予

▼会場外ワークショップ・タイムテーブル（「エコとうろう」以外のWSは全て予約が必要です。・・・　　印のあるもの）

●会場外で実施されるワークショップ●　※ワークショップの内容は変更されることがあります。お申し込み時にお知らせします。

日付 定員・参加費・他

8月8日
（日）

定員：12組24名（小学生高学
年とその保護者）
参加費：1組(2名)1000円
持ち物：エプロン、タオルな
ど

8月8日
（日）

①昔あそびひろば
定員：30名
参加費：大人　300円
　　　　こども100円

②町家で過ごす夏の夕べ
定員：25名
参加費：6000円

8月12日
（木）

8月13日
（金）

定員：各コース24名
　　　（1家族3名まで）
参加対象：小学生とその保護
者
参加費：親子で1000円
※クッキングコースのみ
　1名追加＋500円

8月14日
（土）

8月15日
（日）

定員：25名
参加費：大人300円
　　　　こども無料

8月16日
（月）

定員：なし
無料
予約不要

問合せ先：はぴｅライフスクエア京都（京都市中京区烏丸通
り六角下る七観音町630 読売京都ビル1Ｆ）
Tel：075-255-9731
（開館時間：午前10時～午後6時　休館日：水曜日）

申込締切は8月1日（日）午後6時まで
参加希望者が多数の場合は抽選となります。
当選者には関西電力からご連絡します。

①昔あそびひろば
問合せ先：NPO法人四条京町家
Tel：075-255-0801　FAX：075-255-0804

②町家で過ごす夏の夕べ
問合せ先：(財)京都市景観・まちづくりセンター
Tel：075-354-8701　FAX：075-354-8704

ご希望の日、コース、〒、住所、氏名(保護者、お子様(学年
も))、電話番号を明記の上、
問合せ先：大阪ガス(株)京滋リビング営業部
FAX：075-315-8545
 (電話：075-315-8678での受付可、但し平日9：00～17：
40）

①希望ＷＳ名、日時、②参加者氏名、③年齢、
④学校名、⑤住所、⑥TEL:FAX、⑦その他
を明記の上、FAXか郵送でお申込み下さい。
問合せ先：びっくり！エコ100選ワークショップ係
〒606-8501　京都市左京区吉田本町
　　　　　　　 京都大学環境保全センター内
FAX：075-753-7710
E-Mail：workshop@eco100.jp

町家のこわ～いお話聞かせます！～お盆ですから夕涼みがてら～
スライドショー（子供も楽しく怖い）秦さんのこわ～い、でもためになるお話。うち水体
験、「幽霊あめ」とそれにまつわるお話。座敷で冷やしあめ飲ませてあげます。猫のムーン
ちゃんも参加します。そして未来のお話も。（注意：こわくてこどもがひきつけを起こして
も知りませんよ。）

時間：午後4時～午後6時
会場：京の町家「秦家住宅（はたけじゅうたく）」
　　　（京都市下京区油小路仏光寺下ル太子山町594番地）

幻想的なエコイルミネーションの世界へ～「エコとうろう」
昼間に太陽光発電で得たクリーンエネルギーを蓄電し、京の夕闇に数百の灯篭が浮かび上が
ります。ひとつひとつの灯篭は、地球温暖化防止を願うエコメッセージやエコ標語で彩られ
ています。

時間：午後６時～午後８時
会場：京都市役所前

ハイアット リージェンシー京都 東山（Touzan） 藤口料理長に学ぶ
環境にやさしいＩＨ親子料理教室 in はぴeスクエア京都
～藤口料理長の実演！伝統の京野菜×話題の調理器具で暑い夏を乗り切ろう！～

時間；午前10時30分～午後2時
会場：はぴeライフスクエア京都
　　　（中京区烏丸六角下る七観音町630番地 読売京都ビル１階）

京町家で遊ぼう！過ごそう！
①昔あそびひろば（お番茶ブレイク付き）
　　テーマは「わらべうたと京ことば」。講師は同志社大学「でまち家」さんと
　　「京ことばの会」さんです。大人も子どももご一緒にぜひご参加ください。
②町家で過ごす夏の夕べ （お食事・お土産付き）
　　京都の夏について学び、エコファームのとれとれ野菜を使った夏の
　　おばんざいと、おくどさんで炊いたご飯を頂きます。お料理の実演・
　　提供は「町家だいどこ姉小路KiKi」さん。夏のしつらえの京町家をぜひ
　　ご体感ください。

時間：①午後2時～午後4時
　　　②午後5時～午後8時
会場：四条京町家（京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町11）

親子でエコ料理にチャレンジ！ ハイアット リージェンシー京都
東山（Touzan） 藤口料理長のメニューにも挑戦！
京都の地場産の食材にこだわり、親子で地球にやさしいエコな料理を作ります。

時間：①午前10時～午後1時30分：クッキングコース
　　　②午後  2時～午後4時30分：スイーツコース
会場：大阪ガスクッキングスクール京都
　　　（京都市下京区中堂寺粟田町９３番地）

内容・時間・場所 問合せ・申込み

予

予

予

予

予
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1-2 新宿会場 

 

1-2-1 展示 

・ひと100選展示エリア     

 今年は人通りの多い場所であったため、通りがかりの人が人型パネルや展示物に気付き、足を止めて

見入っている姿が多く見られた。パンフレットも多くの方が持ち帰られた。 

 

1-2-2 イベント 

・オープニングイベント 

国際高等研究所長・尾池先生、石川県立大学教授で環境漫画

家・高月先生、新宿区・中山区長、ロック・フィールド・岩田

社長、京都大学環境保全センター助教・浅利先生らが出席され、

エコドリ～ムを発表した。また、進学教室サピックス小学館・

渡邊氏に「落語｣を披露して頂いた。まゆまろ、エコちゃんのび

っくり！なスペシャルゲストも駆けつけてくれた。 

 

日時：2010 年 8 月 11 日 10：10～11：30 

会場：髙島屋新宿店 2 階ウェルカムゾーン 

＜セレモニー内容＞ 

・落語 

・びっくり！なゲスト登場 ～エコちゃん、まゆまろ 

・尾池先生によるオープニングトーク ～地球という視点から見る環境問題～ 

・出演者による「エコドリーム」の発表 

・参加者全員による大記念撮影会 

 

・スタンプラリー     

今年初めての企画として、スタンプラリー対象イベントに参加しスタンプを集められた方に、エコ・

アクションポイントを提供した。親子でこの企画に参加率される来場者も多くおられた。 

 

★スタンプラリー対象イベント（ワークショップ参加、ちびっこ新聞記者レポート提出、会場内クイズ

（FUJITSU）、売り場クイズ1（2階）、2（9階）） 

 

1-2-3 ワークショップ          

新宿会場ではウエルカムゾーンの一画をＷＳ用会場として講義や実習に

よる32講座（応援キャラクター集合2回は含まず）を開催し、530名分を

募集した。事前に小学生とその父母を中心として430名（81％）の予約

を受付け、実際には415名（予約不要の講座参加者を含む）の参加者があ

った。全体的に活況であり、キャンセル待ちのお客さまをお断りした講座

も多々あった。 
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2. メイン会場の見学者・ワークショップ参加者 

 

2-1 見学者           

   会場見学者動員数一覧 

 1 階（京都） ２階（新宿）／7 階（京都） 

新宿 ― 7,500 人 

京都 125,000 人 6,000 人 

合計 125,000 人 13,500 人 

※京都会場 1 階は、足を止めて、なんらかの形で見学した人の数 

※新宿会場２階及び京都会場 7 階は、入国ゲートからの入国者カウント数に、係数（一定期間のモニタリングにより得ら

れた入国者に対する別口等入場者・関係者の比率）をかけて算出 

 

・来場者の様子 

京都会場の来場者は、5 人に 1 人がリピーター（アンケートによる）で

あり、このイベントが年を経るにつれて浸透しつつあることを感じさせた。

また、来場者の中には、１つのワークショップだけではなく、いくつか 

まとめて予約されていたり、何度も会場内で同じ来場者を見かけるなど、

数時間にわたり滞在されていた方が多かった。新宿会場は 大の入店客の

ある２階 JR 口近くのウエルカムゾーンということもあり多くのお客様が

協賛企業様の展示品を見学されていた。 

▼ワークショップ・タイムテーブル（材料等の関係で、予約申込された方を優先させていただきます）

●会場内ワークショップエリア●　※ただし、若干変更になる可能性がありますが、お申し込み時にお知らせします。

開催日 ８／１１（水） ８／１２（木） ８／１３（金） ８／１４（土） ８／１５（日） ８／１６（月） ８／１７（火）

テーマ
ごみとCO2

を減らそう！

エネルギー博士
になろう！

エコ大学
がやってくる！

環境教室
で学ぼう！

森の恵み
を感じよう！

3R・地球温暖化
を学ぼう！

暮らしのエコ
を考えよう！

12:00〜13:00

クイズで学ぶ今日のテーマ
①ごみ問題
12:20〜12:40
※予約不要

クイズで学ぶ今日のテーマ
②エネルギー問題
12:20〜12:40
※予約不要

「びっくり！エコ」応援キャラ
集合！
いっしょに記念撮影もできるよ
新宿エコレンジャーもやってくる！
（12:20〜12:40）、協力：ＮＰＯ法人
新宿環境活動ネット、The Dusty Walls
※予約不要

「びっくり！エコ」応援キャラ
集合！
いっしょに記念撮影もできるよ
新宿エコレンジャーもやってくる！
（12:20〜12:40）、協力：ＮＰＯ法人
新宿環境活動ネット、The Dusty Walls
※予約不要

クイズで学ぶ今日のテーマ
③森林と環境問題
12:20〜12:40
※予約不要

クイズで学ぶ今日のテーマ
④地球温暖化
12:20〜12:40
※予約不要

クイズで学ぶ今日のテーマ
⑤暮らしと環境問題
12:20〜12:40
※予約不要

エコレンジャーの環境教室
定員：30名（小学校高学年）
参加費：無料
全国大学生環境活動コンテスト／東海大学
チャレンジセンター環境キャラバン隊

ふろしきの包み方教室
教材のふろしき進呈します。
定員:20名（小学生以上）
参加費：無料
ふろしき研究会

食育講座　〜食ベ物を知ろう!
楽しもう!大切にしよう!〜
定員：30名(小学校低学年〜中学年)、
参加費：無料
㈱ロック･フィールド

☆期間中いつでも参加できるイベント(無料)：「エコチャレンジクイズ」…環境のこと、どれくらい知っていますか？ エコクイズにチャレンジして確かめよう！ たくさん正解するとエコ博士に認定されます。提供：富士通(株)

夏涼しくて気持ちいい、エコな
家をつくろう！
夏涼しく冬あたたかいエコな家の工夫
を学び、その模型を自分で「考え」
「つくり」「実験」しよう！
定員：20名（小学生以上）
参加費：無料
大和ハウス工業(株)

あなたが作る世界に一つだけの
BUNACO
巻き板とよばれる材料から自分だけの
器を作ろう！　作品は色を塗ってお家
に送ります。
定員：10組(親子2名で1組)
参加費：無料
ブナコ漆器製造（株）

日本の森から生まれたアロマ
稲本正の森のお話+マッサージ体験
定員：10組（子どもと保護者）、
参加費：無料、
オークヴィレッジ(株)

英語でエコ！　～世界へのメッ
セージをつくろう～
日本ならではのエコを海外の人に紹介
する方法を考え、英語の劇やスピーチ
で表現してみよう！
定員：20名(小学生以上)
参加費：無料
（株）エコトワザ

みんなで子ども樹木博士になろ
う！～みどりもクルクルリサイ
クル
五感やルーペを使った"みどり"観察と、
剪定枝のリサイクル工作をするよ！子
ども樹木博士に挑戦！
[1時間目]15:00～(小学校低学年)
[2時間目]15:50～(小学校高学年)
定員：各20名、参加費：無料
NPOみどり環境ネットワーク！

３Rおじさんとマイアースで遊
ぼう
地球環境カードゲームで対戦、地球温
暖化や生き物の大切さを知ろう。３Rお
じさんの楽しい生き物マジックショー
もあるよ
定員：20名(小学生3〜6年生)
参加費：無料
富士通（株）

越前漆器絵付け体験
越前漆器の匠の技法蒔絵を絵付けで体

験します。
定員:20名（子ども〜大人）
参加費：1,000円
NPOかわだ夢グリーン

ハチドリ教室
ちょっとした気づきが地球を救う？！
町田のお母さん（市民）・お父さん
（市役所）たちが力を合わせて楽しく
子どもたちに伝えます
※時間：11:20〜12:00
定員：20名(小学3〜6年生と大人)
参加費：無料
町田市／ハチドリ教室を伝える会

ふろしきの包み方教室
究極のエコバッグ「ふろしき」の歴史
を勉強して、色々な形のものの包み方
を学びます。フィギアスケート金メダ
リストの｢荒川静香」さんデザインのふ
ろしきも販売！
定員:20名（小学校高学年〜大人）
参加費：無料
(株）髙島屋

東京プロジェクトX
みんなの生活に身近な「ごみ」を紙芝
居やクイズ、ゲームを通して楽しく学
んで環境博士になろう！
【1回目】10:30〜11:10
【2回目】11:20〜12:00
定員：各20名(小学生以上)
参加費：無料
早稲田大学学生環境NPO 環境ロドリゲ
ス ecoSMILE

新宿エコ探偵団〜エコなもの、
不思議なものを探そう！
新宿・高島屋のエコなもの、不思議な
ものを、大学生と一緒に調査します。
定員：20名(小学生以上)
参加費：無料
麻布大学 地域環境研究室

自然のかたちを生かしてアース
アートをつくろう
木の実や枝や皮を使ったクワガタづく
り。日本の森のことも学べるよ。
定員：20名（小学3年生以下は保護者
同伴）
参加費：1,000円
NPOドングリの会

東京会場オープニングイベント
びっくり！エコ対談「私たちのとりく
むエコ」尾池和夫（国際高等研究所所
長）×高月紘（石川県立大学教授）×
中山弘子（新宿区長）×浅利美鈴（京
都大学環境保全センター助教）
びっくり！エコ実行委員会

※予約不要

10:30～12:00
（8/17は11:20〜）

３Rおじさんとパソコンを分解
してみよう
パソコンの中ってどうなっているの？
部品は何にリサイクルされるのかな？
３Rおじさんの楽しい３Rマジック
ショーもあるよ
定員：20名(小学生3〜6年生)
参加費：無料
富士通（株）

13:00～14:30

電気のしくみを勉強して
ソーラーメロディーハウスをつ
くろう
定員：20名（小学校高学年）
参加費：無料
東京電力(株)新宿支社

都会の植物は元気かな？
都会では、空気がよごれているし、夜
も暑くて明るいけど、草木はだいじょ
うぶかな？　植物を見て、さわって、
考えてみよう！
定員：30名(小学生とその保護者)
参加費：無料
東京農工大学 伊豆田研究室

マンガを描いてゴミを減らそ
う！
環境漫画家ハイムーンさんと、どうす

ればごみやCO2が減り環境によい社会に

なるか、マンガを描いて考えよう
定員：20名(小学生以上)
参加費：無料
ハイムーン（高月紘　石川県立大学教
授）・日本環境保護国際交流会（JEE)

子ども環境塾
今年注目の環境問題を、紙芝居やクイ
ズを交えて楽しく学ぼう！
【1時間目】13:00〜13:40　びっく
り！エコかみしばい（小学校低学年）
【2時間目】13:50〜14:30　びっく
り！エコ教室（小学校高学年）
定員：各30名（保護者同伴可）
参加費：無料
進学教室サピックス小学部

15:00～16:30

学校ごみダイエット
【1時間目】15:00〜15:35　紙ごみの
９０％は資源です：紙のリサイクルを
学び、分別を体験しよう
【2時間目】15:45〜16:30　落ち葉も
大切な資源です：落ち葉の堆肥化を学
び、実際にふれてみよう
定員：20名(小学4年生〜中学生)
参加費：無料
小長谷忠春（湯島小用務主事）＆けやきの
会

2R（にあーる）サロン
ごみから見た「もったいない」に関す
る話題提供のあとで、ごみ減量（リ
デュース・リユース）の2Rについて、
ざっくばらんに話しませんか？（話題
提供：浅利美鈴 京都大学環境保全セン
ター）、定員：30名（どなたでも）、
参加費：無料（お土産つき）、びっく
り！エコ実行委員会、3R・低炭素社会
検定実行委員会

聞いてびっくり！　地球に優し
い情報通信って？
CO2を減らすのに役立つ「ICT」って

何？　身近なのに知られていないICTに
ついて、いち早く詳しくなろう！、定
員：30名(小学校高学年〜大人)、参加
費：無料、NTT東日本（協力：NTT環境
エネルギー研究所）

17:00～18:30

ふろしきの包み方教室
教材のふろしき進呈します。
定員:20名（小学生以上）
参加費：無料
ふろしき研究会
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サンプリング調査の結果、展示品に対して何らかの関心を示したお客様

は通行人の約７％に当たる約 8000 名であり、その中には展示品を見なが

ら連れの方と話したり、その説明文をゆっくりと読む方が見られ、見学者

は例年よりかなり多かった。 

通りがかりの子供連れのお客様がワークショップに興味を持たれて、そ

の場で参加予約をする方がいた一方、ワークショップスケジュールを見た

方が、終了してしまった講座に参加できなかったことを残念がる人なども

あった。更に、朝日新聞のワークショップ関連の記事を見て来られ、ワークショップの情報提供を求め

た方も若干名おられた。 

 

2-2 ワークショップ参加者    

ワークショップ動員数一覧 

 募集人数 事前予約数 実際の参加人数（予約なしの講座も含む）

 新宿 530 人 430 人 415 人 

京都 330 人 265 人 340 人 

合計 860 人 695 人 755 人 

詳細は新宿会場、京都会場のワークショップ項目を参照 

 

3．京都の町中展開  

 

３－１ 町中ワークショップ 

◆町屋で遊ぼう！過ごそう！ 

①昔遊びひろば  わらべうた と 京ことば 

・日時：8 月 8 日(日)14:00～16:00 

・場所：四条京町家 

・参加費：大人 300 円   子ども 100 円＊お番茶ブレイク付 

・参加者数：大人 28 名、子ども 10 名 

・実施概要：昔からある遊びの楽しさを再発見し、大人も子どもも楽しめる「わらべうた」を学んで体 

験する場として開催した。 

・参加者の反応 

孫世代から祖父母世代まで、幅広い年齢層で参加者が集まったので、世代を越えた遊びの輪が広が

って「わらべうた」とそこに登場する「京ことば」の朗読を楽しまれていた。 

②町家で過ごす夏の夕べ ～五感で感じる涼～ 

・日時：8 月 8 日(日)17:00～20:00 

・場所：四条京町家 

・参加費：6,000 円＊お食事・お土産付 

・内容：17:00～17:30「京町家の夏 ～祭・盆・涼～」（ＮＰＯ法人四条京町家：小泉光太郎氏） 

17:30～17:45 おくどさんでご飯炊き（ＮＰＯ法人四条京町家） 

17:45～18:15 夏のおばんざい（町家だいどこ姉小路 KiKi） 

    18:15～20:00 お食事（料理：町家だいどこ姉小路 KiKi） 
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・参加者数：17 名（大人 14 名＋子ども 3 名） 

・実施概要：京町家の夏のしつらいの中、町家での暮らしについて学び、

おくどさんで炊いたご飯と夏のおばんざいを頂きながら、夏の京町家を

体感した。 

・参加者の反応 

お料理の質が高く、おくどさんのご飯とお漬物の組み合わせだけでも

何杯も食べられたと好評であった。また、ファミリーでの参加もあり、

子供の自由研究のテーマが町家だったので、実際の町家で過ごせてとて

も勉強になったとご満足いただけた。 

◆町家のこわ～いお話、聞かせます！ ～お盆せすから夕涼みがてら～ 

・日時：8 月 14 日（土）15 日（日）16：00～18：00 

・場所：秦家住宅 

・参加人数：23 名（親子連れ） 

14 日  15 名（大人 7 名、子ども 8 名） 

      15 日   8 名（大人 4 名、子ども 4 名） 

・実施概要：打ち水体験、町家暮らし（お盆の行事や日々の暮らし方 

など）、町家暮らしで聞かされたこわ～いお話の３部構成 

・参加者の反応 

秦さんが子どもの目線で話したことで、町家の魅力を子どもから  

大人まで共有することができ、興味深く話を聞いてくれる人が多か 

った。また、普段あまり拝見することのできない奥の蔵や廊下など 

を見せていただいたところ、「新鮮であった」との感想があった。 

環境活動を普段からされている方は多くはなかったが、暮らしを見つめ直そうという想いを持っ 

て頂けた。その他、2 日間連続して参加する家族や、後日行われた「お話の会」にも参加した家族、

「またこんな企画をするのか？」などの問い合わせも頂き、大変評判の良いワークショップとなった。 

 

３－２ エコとうろう 

◆エコとうろう及びエココンサート  

・日時：8 月 16 日（月）18：00～20：00 

・場所：京都市役所前広場 

・実施概要：バイオディーゼル燃料を使用して発電し、京の夕闇に   

数百の「とうろう」を浮かび上がらせた。 

・参加者の反応 

とうろうはひとつひとつ、地球温暖化防止を願うエコメッセージ  

やエコ標語で彩られて、見に来た人の目を楽しませた。午後6時か 

らのコンサートでは、大五郎さんが熱唱して下さり、観客を幻想的 

なエコイルミネーションの世界へと導いた。 

 

３－３ ごみ調査隊 

◆京の町のごみ調査隊 
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・期日：8 月 16 日（月） 

・場所：烏丸御池通から市役所までの約 700m の南北の通り 

・参加者人数：22 名 

・実施概要：ごみ拾いと分別、どのごみがどれ位ポイ捨てされているのか調査した。 

・調査結果：別紙レポート参照  

 

３－４ エコのれん 

◆エコのれん  

・期間：新風館（8月16日～8月31日）、京都市役所前広場（8月16日）、京都産業会館3階・4階 

（8月7日～9日。「いとへん展」） 

・場所：新風館2階・3階、京都市役所前広場、京都産業会館3階・4階 

・開催趣旨：「歩いて楽しいまち」をコンセプトに、京都の芸術系4大学がデザインしたエコのれんを   

     上記3会場で掲示 

・作品数：54点 

「エコのれん」のデザインについては、同時期に京都の芸術系大学の合同作品展「いとへん展」が開

催されたこともあり、「いとへん展実行委員会」にて「歩いて楽しむ」・「エコ」をテーマで作品制作を依

頼したところ８６点の作品が寄せられた。 

このうち、５４点を「のれん」にして、新風館２階・３階（８月１６日～３１日）、京都市役所前広場

（８／16）、京都産業会館３階・４階（８月７日～９日）で掲示した。はじめての試みということもあ

り、話題性もあり、「歩いて楽しい町づくり」「環境にやさしい生活を提案」等の紹介文と共にのれん掲

示の写真付き記事が、毎日新聞、読売新聞、京都新聞で計３回報道された。ただ、当初予定していた四

条通りでの掲示ができなかった等、今後に向けての課題もあった。 

   

   

◆いとへん展（芸術系６大学・学生デザイン作品展） 

・主催：第２回学生デザイン作品「いとへん展」実行委員会 

・期間：平成 22 年 8 月 7 日（土）～9 日（月） 

・場所：きらっ都プラザ・京都産業会館 ３階展示場（４階含む） 

・来場者数：約 1,000 人 

・開催趣旨：学生のデザイン作品の展示や日々の創作活動を通して、市民 との協働・産業界との連携    

を推し進め、デザイン教育の発展 と大学のまち・学生のまち京都の魅力の向上に寄与する。 

・作品数 ：101 点  

・特別事業：「2010 びっくり！エコ 100 選」との連携 

同時期に開催されるイベント「びっくり！エコ 100 選」と連携するため、“のれん”のデザイン制 

作の協力及び場内において作品のプレ展示（約 30 点）やスランプラリーポイントを設置した。 
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３－５ エコクッキング 

◆ハイアット リージェンシー京都 東山（Touzan） 藤口料理長に学ぶ 

・日時 ８月８日 午前10時30分～午後2時 

・場所：はぴeライフスクエア京都 

・参加費：1組(2名)1000円 

・実施概要：環境にやさしいＩＨ親子料理教室ということで、藤口料理長   

の実演を交えて、京都の暑い夏を乗り切れる料理を紹介した。 

・参加人数：４組９名 

・参加者の反応 

参加者が少ないこともあり、会場は落ち着いた雰囲気であった。 

藤口料理長の熱心な指導と本格的な料理の実演であったため、保護者か 

らの反応がよかった。また、「親子で参加できるような料理教室はあま  

りないので、交流を深められる良い機会だった」という感想を頂いた。 

◆親子でエコ料理にチャレンジ！ ハイアット リージェンシー京都 東山（Touzan） 藤口料理長のメ

ニューにも挑戦！ 

・日時：８月１２日、１３日 

①午前10時～午後1時30分：クッキングコース 

   ②午後 2時～午後4時30分：スイーツコース  

・場所：大阪ガスクッキングスクール京都 

・参加費：1組（2名）1000円 

・参加人数：①クッキングコース ２４組５８名 

②スイーツコース   ２４組５３名 

・実施概要：京都の地場産の食材にこだわり、親子で地球にやさしい   

エコな料理を作る。 

・参加者の反応 

午前と午後のどちらのワークショップも盛況であった。参加者は 

一流の料理長に教えて頂けるとあって、普段はなかなか聞けない料 

理長の話に熱心に耳を傾けていた。中には嫌いな野菜がある子どももい

たが、自分で作った料理ということで頑張って挑戦する姿もあった。 

 

4．広報媒体・メディア等の発信・露出状況    

 

4-1 広報媒体などの配布物 

■ポスター/ B3 サイズ/2 種(髙島屋京都店 900 枚/髙島屋新宿店 2 00 枚) 計 1,100 枚 

■京都地下鉄交通車内吊広告 300 枚(予備含)を掲載【7/27(月)～8/9(月) 2 週間】 

■告知パンフレット/B4 サイズジャバラ折 50,000 枚 

■京都新聞折込広告【7/31(土)夕刊セクションタグ折込】 タブロイドサイズ 4P 約 32 万部 

■会場置き図鑑(新聞折込抜き刷)/タブロイドサイズ 4P 20,000 部 

■髙島屋新宿店 KidsCLUB 会員宛 DM 封書/A4 ｻｲｽﾞ 3,000 枚 
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■とらいあんぐるあさひ 広告掲載 

<フリーペーパー>  

■ぱど 京都版 8 月 6 日号  

■おでかけ情報「どこいこ！？」コーナーで紹介 

<髙島屋の広告> 

■新宿店  

・折込チラシ（8/4号 予告 30万部）  

・ダイレクトメール 3,000通（キッズクラブ会員）  

⇒（ワークショップスケジュール表・封筒）ワークショップスケジュール表送付  

・（新宿区・文京区小学校  7,500部）  

・（サピックス（学習塾） 17,000部）  

■京都店 

・ポスターB３ 内300枚 京都市地下鉄B額７/28(水)～8/9(月)     

・懸垂幕 ７/21(水)～8/9(月)   

・ハミングタイム７、８月号  

・タカシマヤサロン8月号・カードメンバーニュース8月号      

   

4-2 メディア露出  

<テレビ> 

■8 月 4 日 ＫＢＳ京都 17:30～17:50 「京プラス」 

■8 月 5 日 eo 光テレビが浅利先生に取材  

 

<ラジオ> 

「びっくり！エコ 100 選 2010」の髙島屋京都店でのイベント期間中に開催された、エコトークイベ

ントの一部を、地元・京都のメディアであるＫＢＳ京都ラジオが生中継。トークイベントでは、各界の

“エコスパ～ト”による、エコにまつわるトークを展開。京都を中心としたリスナーへ、臨場感たっぷ

りにエコのアイディアやイベント情報を発信することで、エコへの更なる関心を高め、かつイベント会

場へ誘引する一翼を担った。 

期間：2010 年 8 月４日（水）～8 月 8 日（日） 

場所：髙島屋京都店 １階ゆとりうむ 特設ステージ 

 

■2010 年 8 月 4 日（水） 

・司会：村上祐子（ＫＢＳ京都） 

・出演者：京都府知事・山田啓二様、京都市長・門川大作様、 

福井県鯖江市長・牧野百男様 

株式会社井筒八ツ橋本舗 代表取締役社長・津田純一様 

（せんとくん、エコちゃん、まゆまろ） 

・10：10～11：00 オープニングセレモニー 

 11：00～11：15 ラジオ生中継（『ただ今勤務中!森谷威夫の 

お世話になります!!』内） 
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■2010 年 8 月 5 日（木） 

・司会：村上祐子（ＫＢＳ京都） 

・出演者：ハイアットリージェンシー京都「東山（Touzan）」料理長・ 

藤口晃一様、大阪ガス・朝原宣治様、びっくり！エコ実行 

委員会理事長/京都大学環境保全センター助教・浅利美鈴様 

・11：00～12：00 トークイベント 

（内 11：00～11：15 ラジオ生中継／『ただ今勤務中!森谷威夫の 

お世話になります!!』内） 

・トークテーマ：「食」～びっくり！エコ農園について など 

■2010 年 8 月 6 日（金） 

・司会：對馬京子（ＫＢＳラジオ パーソナリティ） 

・出演者：大和ハウス工業(株)京都支店京都住宅営業所 営業所長・ 

大橋通暢様、三洋電機㈱環境推進本部副本部長・堀井浩司様、 

コカ・コーラウエスト（株）ベンディング営業本部市場開発部 

開発一課開発マネージャー・神田隆男様、シンガーソング 

ライター／green bird 京都リーダー・大五郎様 

・13：00～14：00 トークイベント 

（内 13：15～13：25 ラジオ生中継／『妹尾和夫のパラダイス 

Kyoto』内） 

・トークテーマ：民間企業・団体のエコスパート登場！ 

■2010 年 8 月 7 日（土） 

・司会：對馬京子（ＫＢＳラジオ パーソナリティ） 

・出演者：国際高等研究所長/京都大学前総長・尾池和夫様、 

         京都大学環境保全センター長・酒井伸一様 

京都大学大学院農学研究科附属農場教授・北島宣様 

京都大学大学院農学研究科附属農場助教・片岡圭子様 

・14：00～15：00 トークイベント 

（内 14：00～14：15 ラジオ生中継／『山崎弘士のＧＯＧＯ 

リクエスト』内） 

・トークテーマ：「農」～びっくりエコ農園について 

■2010 年 8 月 8 日（日） 

・司会：村上祐子（ＫＢＳ京都） 

・出演者：京丹後市長・中山泰様、与謝野町長・太田貴美様、 

京都祐喜㈱・香山喜典様、㈱白石バイオマス 代表取締役・ 

山岡経助様  

・13：00～14：00 トークイベント 

（うち 13：35～13：45 ラジオ生中継／『伊舞なおみのみんなが 

メダリスト』内） 

・トークテーマ：丹後地域からのエコスパート登場！ 
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<新聞> 

2010 年 7 月 28 日_京都新聞夕刊  

2010 年 7 月 29 日_京都新聞朝刊  

2010 日 7 月 30 日_日本経済新聞  

2010 年 7 月 31 日_毎日新聞夕刊  

2010 年 8 月 3 日_毎日新聞朝刊  

2010 年 8 月 4 日_京都新聞朝刊  

2010 年 8 月 5 日_日刊県民福井  

2010 年 8 月 5 日_福井新聞  

2010 年 8 月 8 日_奈良新聞朝刊  

2010 年 8 月 16 日_京都新聞夕刊  

2010 年 8 月 17 日_読売新聞朝刊  

2010 年 8 月 17 日_毎日新聞朝刊  

2010 年 8 月 18 日_京都新聞朝刊 

2010 年 7 月 30 日 日経新聞朝刊（東京都内版） 

2010 年 8 月 15 日 朝日新聞朝刊（東京都内版） 

 

５．協賛企業・団体 

（株）井筒八ッ橋本舗、いとへん展実行委員会、（株）エー・ティ・エー、エコ京都、 

オークヴィレッジ（株）、大阪ガス（株）、彼方此方屋、オムロン（株）、花王（株）、関西電力（株）、 

京都朝日会、京都産業エコ推進機構、京都市ごみ減量会議、京都祐喜（株）、コカ・コーラウエスト（株）、

（株）国華黒、三洋電機（株）、（株）ジェーシービー、（株）ジーニアスエデュケーション、シャープ（株）、

（株）白石バイオマス、住友生命保険相互会社、（株）太陽マーク、大和ハウス工業（株）、（株）高島屋、

（株）高島屋友の会、谷口機械（株）、タマヤ（株）、東京コカ・コーラボトリング（株）、東京電力（株）、

凸版印刷（株）、トランスメディア、日本コカ・コーラ（株）、（株）パナ、東日本電信電話（株）、 

富士通（株）、ブナコ漆器製造（株）、（株）堀場製作所、三菱 UFJ 信託銀行（株）、 

（株）三菱東京 UFJ 銀行、（有）村田堂、（株）レボインターナショナル、（株）ロック・フィールド、 

（株）ワコール、JT x グリーンバード京都 


