
びっくり！エコ 100 選 2009 実施報告 

 
1. 実施概要 

 会期及び会場 
・ 髙島屋新宿店 2 階、11 階 2009 年 8 月 5 日～10 日 
・ 髙島屋京都店 1 階、7 階 2009 年 8 月 13 日～18 日 
 
 展示内容 
・ 「発見！行動！すすめエコワールド！」をテーマに、会場を、「江戸エリア」と「100

選エリア」の 2 つの世界（エコワールド）に見立て、エコな情報を提供した。 
・ 「江戸エリア」では、江戸時代の庶民の町並みや暮らしを再現し、体験企画なども組み

込んだ。 
・ 「100 選エリア」では、びっくり！エコ 100 選 2009（2009 年に紹介したい 100 のエコ

な商品・サービス・取り組み情報）を紹介する実物、パネル、映像展示を行った。見る

人に優しく理解しやすい展示をめざし、基本的に五十音順に並べ、各社・団体の工夫に

より、できるだけシンプルに表現した。 
・ 会場への入場の際には、「通行許可証」として、スタンプラリーもできるパンフレット

を手渡し、会場をまんべんなく回って頂くツールとした。また、「企業・団体へのメッ

セージ用紙」と「エコ標語募集用紙」も手渡し（各所で入手できるようにし）、前者は

「100 選エリア」の 100 選展示で、気になる展示について記入し、それぞれの BOX に

投函して頂いた。後者は、エコ標語を考えて記入して頂き、最後に「虎の巻神社」に提

出して頂いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
江戸エリア（世代を超えて話が弾む）   100 選エリア（愛のメッセージもいっぱい！） 
 
 イベント内容 
・ 東京でのオープニングには、環境省 小林審議官、新宿区 中山区長、東京電力 戸梶

新宿支社長、井筒八ッ橋本舗 津田社長、西利 平井専務取締役らをゲストに迎え、



COP15 に届けるエコ標語を披露頂いた。また、外国の方を招いて、着付け教室を行い、

ゲストとともに 2F においてエコ音頭を踊った。ゲストには、会場の視察やエコ落語（サ

ピックス渡邊氏による）も楽しんで頂いた。 
・ また、その後、「日本流 CSR のススメ ～伝統から学ぶ社会と企業の関わりと、未来～」

と題した特別トーク企画を行った。パネラーは、井筒八ッ橋本舗 津田社長、西利 平

井専務取締役、Patricia Bader-Johnston ACCJ（在日アメリカ商工会議所）CSR 議

長、コーディネーターは京都大学環境保全センター 浅利助教であり、バイリンガル企

画として、エコトワザ 大塚社長が通訳にあたった。これは、雑誌 ecotowaza（Vol.7
に掲載）の公開取材も兼ねた。 

・ 京都でのオープニングには、デンマーク大使館 メルビン大使、国際高等研究所 尾池

所長、京都府 山田知事、京都市 門川市長、与謝野町 太田町長らをゲストに迎え、

KBS ラジオ 村上アナウンサーの司会により、トークやエコ標語を披露頂いた。 
 
 
 配布物「びっくり！エコ図鑑」内容 
・ びっくり！エコ 100 選 2009 の 100 の話題の一部（約 50）を盛り込んだ。これは、雑

誌 Leaf（約 10 万部）の中の企画記事とし、広く発信を行った。また、抜き刷りを、会

場来場者に配布した。 
※余剰分は、環境教育素材として希望のあった企業・団体等に販売している。 
 
 
2. 見学者、メッセージ、エコ標語の配布／回収 

2-1.見学者 
 会期中の入場・見学者数は以下の通りである。来場者の滞在時間は長く、リピーターも多

く、会場は常時、夏休みの家族連れ等で賑わいを見せていた。 
         

動員数一覧 
 2／1 階 本会場（11／7 階） 

東京 213,000 人 7,000 人 
京都 121,000 人 11,000 人 
合計 334,000 人 18,000 人 

※ 2／1 階は、足を止めて、なんらかの形で見学した人の数 ★いずれも 2 階、1 階では前の週から 2 週

間、展示を行った。 

※ 新宿店 11 階、京都店 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 

 



特徴を、代表的な来場者の感想とともに、以下に列挙する。 
・ 今回のイベントの趣旨を会場入口の江戸屋敷の門で表現し、会場内に期待感があった 
・ 会場構成・造作上、通りすがりの入場は少なく、目的を持った入場者が多かった 
・ 来場者の会場内滞留時間が長く、「いつも会場がいっぱいの人」という感じであった 
・ 通行手形によるスタンプラリーが好評（子どもから大人まで）であった 
・ 昔の生活を知る年配者と子供との家族内コミュニケーションが進んだ（祖父母→子孫） 
・ ボランティアメンバーによる着物姿（侍、町娘、姫君等）が親しみを持たせた 
・ 長屋、井戸など新しい発見（ボランティアメンバーとの活発な質問と情報交換）があっ

た 
・ 着物着付け（大人・子ども）体験を随時開催し、かつらを含め大好評であった 
・ 環境カルタ大会、エコ縁日が大好評であった（エコ縁日の開催時間が遅く参加者が限ら

れた点が反省点） 
・ 参加企業（学習塾）の来場者で、終日会場がにぎわった（8 月 6 日、学習塾が休日のた

め） 
・ 江戸のエコを感じた後の、企業・団体コーナーのアンケートやメッセージ記入や依頼が

唐突でなかった 
・ 子供を中心に、現在の環境取組みへの意見（アンケート）が多数あった 
・ 子供が手に取れる展示、わかりやすい展示が好評（子どものアンケートも多数）であっ

た 
・ エコ標語への理解があり、多数の参加があった 
・ 小学生を持つお母さんから、来てよかったとお礼（私も勉強できたの声が）が多数あっ

た 
 
2-2.アンケート・クイズ配布回収 
・ メッセージ投函には、両会場あわせて約 2,000 人にご協力頂いた。うち、1,390 枚は、

具体的な企業・団体へのメッセージであり、子供から大人まで、かなり具体的で愛情の

こもった意見やアドバイス、励まし、アイデアが記されていた。 
・ このメッセージは、各参加企業・団体へフィードバックしている。 
 
2-3.着物回収 
びっくり！エコ 100 選の一選として、京都朝日会（朝日新聞販売店のネットワーク）が

京都会場で実施した着物回収コーナーでは、着物持参者数が、8 月 13 日（木）44 人、14
日（金）44 人、15 日（土）48 人、16 日（日）46 人、17 日（月）69 人、18 日（火）57
人、合計 308 人となった。4 トントラック満載となる着物が集められ、車椅子（10 台）に

変えて京都朝日会が福祉協議会に贈呈することになっている。 
 



 
3. ワークショップ 

・ 参加総数と、プログラムは、次の通りである。参加団体等の協力により、多彩なワーク

ショップが展開され、多くの体験や出会いの場となった。 
 
【参加者数】 
＜東京会場（8 月 5 日～10 日）＞ 
・オープニング 外国人招待者…15 名、参加者…約 50 名 
・ワークショップ 18 講座…参加者約 553 名 
・江戸エリア体験コーナー9 講座…参加者約 355 名          
・エコ縁日…参加者約 125 名                      計 1,098 名

 
＜京都会場（8 月 13 日～18 日）＞ 
・オープニング 参加者…約 60 名 
・ワークショップ 20 講座…参加者約 797 名 
・江戸エリア体験コーナー9 講座…参加者約 230 名             
・エコ縁日…参加者約 145 名                       計 1,232 名

 
＜会場外ワークショップ＞ 
親子でのお料理教室（8 月 13 日大阪ガス(株)、8 月 15 日関西電力(株)）…参加者約 57 名 
エコとうろう（8 月 15・16 日）…参加者約 1,000 名           計 1,057 名 
 

総計 3,387 名 
【WS 一覧（東京）】 
 
 

●江戸エリア●（企画展示ワークショップ）

８／５（水） ６日（木） ７日（金） ８日（土） ９日（日） １０日（月）

京都祐喜「美味しいお米の食
べ方・作り方講座」
10:30～,11:30～,13:30
～,14:30～,15:30～（各30
分）
各回先着20名様に京都丹後の
「京の豆っこ肥料＋お米セッ
ト」プレゼント!

15:00～15:15　落語①
16:00～16:15　落語②

17:30～18:30 ―

13:30～16:00
風呂敷の包み方体験
クイズに正解した方には先着
でオリジナルふろしきをプレ
ゼント！(参加費：500円)

エコ縁日
エコ輪投げ、射的、金魚すくい、ヨーヨー遊びなど

13:00～　そよか一人芝
居
15:00～15:15　落語①
15:30～15:45　江戸リ
サイクル講座
16:00～16:15　落語②

13:30～16:00
風呂敷の包み方体験

クイズに正解した方には先着
でオリジナルふろしきをプレ
ゼント！(参加費：500円)

10:30～17:00

10:40頃～
オープニングセレモニーのゲ
ストと一緒に落語を楽しも
う！
★9:00から海外の方と一緒に
体験する着付け教室もありま
す。【お問い合わせくださ
い】

10:30～14:00　着付け体験
14:30～14:45　落語①
15:30～15:45　江戸リサイ
クル講座
16:30～16:45　落語②



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８／５（水） ６日（木） ７日（金） ８日（土） ９日（日） １０日（月）
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子ども環境塾
【1時間目10:30-11:10】
びっくり！エコかみしばい
【2時間目11:20-12:00】
びっくり！エコ教室
※内容は、8-9日参照
定員：各20名（小学生およ
びその保護者）、無料
進学教室サピックス小学部

電池から地球環境を考えよ
う！
エネループを使った実験を
しよう！
定員：２０名、無料
三洋電機（株）

エコの取組みはエコな政治
から！
環境と政治の関係を分かり
やすくお話します！
定員：20名、無料
早稲田大学大学院公共経営
研究科、黒澤先生

13:00～14:30

特別バイリンガルトーク企画
「日本流CSR」～京都老舗企
業の社長との対談から掘り起
こすエコアイデア～
■ゲスト：(株)井筒八ツ橋本
舗　津田社長、(株)西利　平
井専務ら
定員：30名、無料
㈱エコトワザ（ecotowaza）
×びっくり！エコ

エネルギー講座で楽しく学
んで、ソーラーメロディハ
ウスを作ろう！
定員：20名（小学生対
象）、無料、
東京電力(株)

太陽光で動くおもちゃを作
ろう！
かっこいいF!カーができ
る！
定員：20名（小学生以
上）、参加費：1,500円
地球環境イニシアティブ
（GEIN）

夏涼しくて気持ちいい、
エコな家をつくろう！
定員：親子で20名程度
（小学生とその保護
者）、無料、大和ハウス
工業(株)

【スペシャルワークショッ
プ】地震と地球のお話～そし
て俳句をよもう～
■地震の大家である尾池先生
から地球の話、地震の話をし
て頂いた後、地球に関する俳
句に挑戦！
■尾池和夫先生（京都大学前
総長、国際高等研究所所長）
定員：30名、無料

世界に1つだけのマイ箸を
作ってCO2を削減しよう！

木を削り、米ぬかオイルで
仕上げ、焼きペンで名前を
入れよう！
定員：12名（小３以下は
保護者同伴）、参加費：
2100円、オークヴィレッ
ジ(株)

15:00～16:30

「3R検定」模擬試験に挑戦！
3R検定とは？第一回検定の中
から数問にチャレンジ！目か
ら鱗の解説も。
定員30名、無料
３R検定実行委員会

エネルギー講座で楽しく学
んで、ソーラーメロディハ
ウスを作ろう！
定員：20名（小学生対
象）、無料、
東京電力(株)

地球環境カードゲーム
『My Earth』に挑戦！
環境問題について勉強しな
がらゲームで対戦しよう！
定員：随時受付、無料、
地球環境カードゲーム
「My Earth」

木製絵手紙を作ろう！
間伐材や残材を使って素
敵な絵手紙を作りましょ
う！
定員：20名
髙島屋スペースクリエイ
ツ(株)

【スペシャルワークショッ
プ】スーパーカミオカンデを
実感。見えない粒子を見てみ
よう！
■東京大学学宇宙線研究所
定員：小学校高学年以上20
名、無料

日本産アロマで地球も人も
健康に～森の香りのバスソ
ルト作り～
定員：12名（小３以下は
保護者同伴）、参加費：
1,050円、オークヴィレッ
ジ(株)

17:00～18:30 ― ― ―

「3R検定」模擬試験に挑
戦！
3R検定とは？第一回検定
の中から数問にチャレン
ジ！目から鱗の解説も。
定員30名、無料
３R検定実行委員会

フルートの夕べ(案)
さわやかなフルートの調べを
お楽しみ下さい！
定員：30名、無料、
フルート演奏：

―

★【スペシャルワークショップ】スーパーカミオカンデを実感。見えない粒子を見てみよう！の詳細情報（8月9日（日）開催）
　今、あなたの手のひらを１秒間に１兆個以上のニュートリノという粒子が通り過ぎています。スーパーカミオカンデは直径・高さ40mの水タンクでニュートリノ
　を観測しています。皆さんのまわりには、ニュートリノ以外にも見えない粒子がたくさん飛んでいます。簡単な材料でできる霧箱という道具を作って、身の回りに
　あふれる見えない粒子を観測しましょう！

★8月5日（水）10:15からは、新宿オープニングセレモニーを開催！世界に伝えたいメッセージを標語にして披露頂いた後、着物姿の外国人の方や来場者と一緒に江戸時代
にタイムスリップ！日本伝統の技や落語を楽しみ、現代の知恵やチャレンジまでツアーします。

子ども環境塾
【1時間目10:30-11:10】びっくり！エコかみしばい
【2時間目11:20-12:00】びっくり！エコ教室
オリジナル授業を行います！1時間目は小学校低学年
（1-3年生）、2時間目は高学年（4-6年生）レベルで
す。片方の参加でも、両方の参加でも結構です。
定員：各20名（小学生およびその保護者）、無料
進学教室サピックス小学部

 
【WS 一覧（京都）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●江戸エリア●（企画展示ワークショップ）

８／１３（木） １４日（金） １５日（土） １６日（日） １７日（月） １８日（火）

10:30-12:00布ぞうり作り
13:00-17:00ふろしき教室
ふろしき講座受講者でクイズ
正解者の中から、各回１０名
様にふろしきプレゼント!

京こま作り体験

13:00-14:30　親子積み木
大会（木とふれあい、木に学
び、木と生きる、家族と一緒
に体験しよう！）
京都・森と住まい百年の会

京都祐喜「美味しいお米の
食べ方・作り方講座」
10:30～,11:30～,13:30
～,14:30～,15:30～（各30
分）各回先着20名様に京都丹
後の「京の豆っこ肥料＋お米
セット」プレゼント!

17:30～
18:30

―

着付け体験

エコとうろう用に、和紙をデザインしよう！
京都市役所前にて8/15-16に実施するエコイルミネーションに使います

10:30～
17:00

京こま作り体験

漆器絵付け体験 着付け体験

エコ縁日（エコ輪投げ、射的、金魚すくい、ヨーヨー遊びなど）



 
 地球

 

●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。
８／１３（木） １４日（金） １５日（土） １６日（日） １７日（月） １８日（火）

テーマ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

博士になろ
う！

エネルギー博士
になろう！

エコハウス博士
になろう！

３Ｒ博士にな
ろう！

エコ工作博士
になろう！

３Ｒ博士になろ
う！

10:30～
12:00

記念トークイベント「京都×
デンマーク　～世界へ・未来
へ！これだけは伝えたい～」
■ゲスト：メルビンさん（デン
マーク大使）、尾池先生（京都大
学前総長）、山田知事（京都
府）、門川市長（京都市）■司
会：村上裕子アナウンサー（KBS
京都）

親子積み木大会
木とふれあい、木に学び、
木と生きる、家族と一緒に
体験しよう！
定員：なし（入替え）、無
料、京都・森と住まい百年
の会

夏涼しくて気持ちいい、エ
コな家をつくろう！
定員：親子で20名程度（小
学生とその保護者）、無
料、大和ハウス工業(株)

子ども環境取組発表会
子どもたちが取組むユ
ニークなアイディアを
ご紹介します！
発表：京都市立新道小
学校、蜂ヶ岡中学校
定員：５０名、無料
【申込不要】

子ども環境取組発表会
子どもたちが取組むユ
ニークなアイディアをご
紹介します！
発表：京都市立朱雀第四
小学校、雲ヶ畑中学校、
定員：５０名、無料【申
込不要】

子ども環境取組発表会
子どもたちが取組むユ
ニークなアイディアをご
紹介します！
発表：京都市立高倉小学
校他
定員：５０名、無料【申
込不要】

13:00～
14:30

世界に1つだけのマイ箸を
作ってCO2を削減しよう！

木を削り、米ぬかオイルで仕
上げ、焼きペンで名前を入れ
よう！
定員：18名（小３以下は保護
者同伴）、参加費：2,100
円、オークヴィレッジ(株)

太陽光で動くおもちゃを作
ろう！
かっこいいF!カーができ
る！
定員：20名（小学生以
上）、参加費：1,500円
地球環境イニシアティブ
（GEIN）

くうきの汚れを調べてみよ
う!
目には見えない空気の汚れ
を調べる楽しい実験です。
定員：30名(小4以下は保護
者同伴)、無料、(株)堀場製
作所

そよか一人芝居
環境や飢餓問題をテー
マとした短いお話を演
じます。
定員：50名、無料、か
みひとねっとわーく

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(小4以下は保
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

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

15:00～
16:30

日本産アロマで地球も人も健
康に～森の香りのバスソルト
作り～
定員：18名（小３以下は保護
者同伴）、参加費：1,050
円、オークヴィレッジ(株)

クリップモーターを作ろ
う！
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)

間違い探しでごみを減らそ
う!
センサーを使ってごみを減
らす工夫をご紹介します！
定員：20名(小3以下は保護
者同伴)、無料、(株)オムロ
ン

合唱コンサート～世代
を超えて歌い継ごう～
懐かしい歌の数々が登
場します！
定員：５０名、無料

キモノを気軽に着てみよ
う！
日本のエコ・スタイル＝
キモノを簡単に着るヒン
トをお伝えします！
定員：5名×3回、参加
費：500円、彼方此方屋

びっくり！エコ100選ク
ロージングイベント
ハイムーン先生の「まん
が」×「エコ標語」教室
定員：30名、無料

17:00～
18:30

秋人、北野淳スペシャルライ
ブ
シンガーソングライター秋淳
による心温まるライブです。
定員：５０名、無料

エコ落語の夕べ
聞いてなるほど！省エネや
暮らしのエコについて、落
語で楽しく学びましょう！
定員：50名、無料

― ― ― ―

8月13日
（木）

8月15日
（土）

親子でチャレンジ!! Ecoレシピ
親子ペアでお料理やお菓子づくりにチャレンジ！お料理ひとつひとつにエコポイントを盛り込んで、地球にやさしいお料理教室です。
時間：午前10時～午後1時　①クッキングの部、午後2時～午後4時　②スイーツの部、定員：各12組（小学生とその保護者,1家族3名まで）※①は定員に達しました
参加費：1,000円（1組、①クッキングのみ1名追加で＋500円）、持ち物：エプロン、タオル、
会場：大阪ガスディリパ京都内(下京区中堂寺粟田町93 七本松五条下ル西側京都リサーチパーク ガスビル１F)、お申込：ご希望のコース,〒,住所,氏名(お子様(学年),保
護者),
電話番号を明記の上、〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町９３番地 大阪ガス(株)びっくり！エコ１００選係、FAX：075-315-8545 まで(先着順)

環境にやさしいIH親子料理教室
～火照った体の熱を静める　食材で夏を乗り切る！～ 参加者に「キッチンお手入れセット」または「関西電力オリジナルトミカ」を進呈します。）
時間；午前10時30分～午後2時、定員：8組16名（小学生高学年とその保護者）、参加費：無料、持ち物：エプロン、タオル、
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）、お問合せ･お申込：090-6828-
7057,yamaguchi.kazuhiro@e4.kepco.co.jp（担当；関西電力(株)山口）

●会場外のワークショップのご案内●

 
 
4. エコとうろう、エコほこ（ecohoko）、エコ標語 

また、夏の 100 選にとどまらない企画・活動として、エコとうろう、エコほこ、エコ標語

などの企画・展示も行った。エコとうろうについては、次ページの報告及び写真を参照され

たい。エコほこ（美術作家とだまきこ作）は、現代版の鉾として、参加型の資源回収 BOX
を備えたものにした。エコ標語は、COP15 に届けるメッセージを集め、7 月から 9 月で約

2,000 の標語が寄せられている。これについては、別途報告する。 

 



 

 



 

5. 発信・メディア等への露出状況 

・ 新聞告知とラジオ放送の連動＝京都新聞カラー全 5 段×約 51 万部×3 回、KBS ラジオ 

約 10 分×6 回 
ラジオ放送日時 京都新聞掲載日 

7 月 23 日（木）、7 月 27 日（月） 7 月 22 日（水） 
8 月 6 日（木）、8 月 10 日（月） 8 月 5 日（水） 
8 月 13 日（木）、8 月 17 日（月） 8 月 12 日（水） 

 
・ 雑誌「Leaf」9 月号 7/25 発売： マンスリーライフスタイルマガジン 

A4 変型、8P タイアップ掲載（約 10 万部発行、京都・滋賀・大阪・東京 全国主要都

市の大型書店、コンビニ、駅売店にて販売） 
・ びっくり！エコ図鑑 2009（Leaf 抜き刷り）：3 万部（来場者、関係者） 
・ ミニコミ誌アサヒファースト 7 月 25 日（土）20 万部 サイズ B4 新宿商圏 

〃（7/25 号を抜き刷り）8 月 4 日（火） 5.5 万部 サイズ B4 新宿商圏 
・ トライアングル朝日（約 18 万部発行：京都府下 ※一部地域を除く） 
・ ビラ（A4 裏表）：５万部（関係者、店内） 
・ ポスター：１,１00 枚（関係者、店内、京都市地下鉄） 
・ DM：5,000 枚（関係者） 
 

【新聞】 

 掲載日 新聞社名 欄（見出し） 

1 ８/１（土） 読売新聞（朝刊） エコ鉾＆エコ１００ 事前告知 

２ ８/５（水） 産経新聞（朝刊） エコ１００・特別トークイベント 事前告知 

３ ８/５（水） 朝日新聞あいあいＡＩ京都（朝刊） 京都人 浅利美鈴さん エコ１００内容紹介

４ ８/１２（水） 京都新聞（朝刊） ひとフォーカスエコ１００実行委員長古川恭

平さん エコ１００内容紹介 

５ ８/１３（木） 読売新聞（夕刊） 百貨店大研究 エコ１００開催告知 

６ ８/１４（金） 京都新聞（朝刊） 京日記 エコ１００開幕イベント 

【テレビ】 

 放送日時 放送局名 番組名 

１ ８/１２（火）18：10～19：00 ＮＨＫ京都 京いちにち エコ 100 事前告知 

２ ８/１３（木）11：30～12：00 関西テレビ ニューススピーク 

３ ８/１３（木）17：13～17：30 テレビ大阪 ニュースＢＩＺ 

４ ８/１３（木）17：30～17：50 ＫＢＳ京都 京プラス 

５ ８/１３（木）18：10～19：00 ＮＨＫ京都 京いちにち 

６ ８/１４（金）6：40～ 毎日放送 みのもんたの朝ズバッ 関西のニュース 

 


