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会長をお引き受けしてから早や 4年の歳月が経ちました。この 5月には新役員が決まります。 

進行する温暖化問題を少しでも解決の方向に持っていきたいと願っていましたが、この４年間で

何が進んだのかと自問します。掛け声は高くなれど、実際は再生エネルギーの普及には程遠い現実、

それはゴミ関連でも同じで、一時は盛り上がったレジ袋の有料化もいつの間にか立ち消え、ゴミ有

料化などは遠くにありて思うもの、になっています。せめて方向性が決まればそこに向かって一歩

ずつと思うのですが、皆自分の保身に一生懸命です。これは世界でも同じで、イギリスのＥＵ脱退

に続き、アメリカでのトランプ政権の誕生はその最たるものでしょう。もう私たちの時代では何も

できないと諦めるしかないのでしょうか？私たち人間の事情や思いに関わらず、地球は暑くなり、

ゴミは増え続けています。せめて次世代に期待したいと始まったエコキッズですが、大人たちがこ

のように無責任では教えるのも申し訳ないと思いながらも、これしかないとも思います。迷い、立

ち止まり、考え、悩みながらも皆さまのお力を拝借しながら歩んできたこの 4年間、皆さまへは大

いなる感謝を申し上げ、人間の智恵と理性に少しの希望を抱きつつお礼の言葉といたします。 

（許斐） 

 

人間の智恵と理性に希望 

5 月 20 日（土）         是非お越しください。 

場所 薬師寺 まほろば会館（近鉄西ノ京駅下車すぐ） 

        公共交通機関のご利用をお勧めします 

※お車でご来場された際に南門を通られる場合は、 

別途拝観料がかかります。 

≪スケジュール≫ 

11：00～12:00 総会       

平成 28年度活動報告・決算報告 

  平成 29年度活動計画案・予算案、役員改選ほか 

13：30～15：30（開場 13：00） 記念講演会  

  悠久の歴史から見える先人の思い 

～薬師寺東塔の修理現場から～ 

松久保伽秀氏（薬師寺執事） 

加藤三郎氏（環境文明２１共同代表）より講演 

お詫び 

NEWs45号では、総会は奈良市役所で午前中に開催するとご案内し 

ておりましたが、上記のとおり日程と場所が変更になりました。 

 

 

 

 

 

ならエコ・エコの和（ＮＥＷ）第 10期総会と記念講演会のお知らせ 

 

 

まほろば会館 

奈良市地球温暖化対策地域協議会 

「ならエコ・エコの和」ＮＥＷｓ ＮＯ.46       

発行：2017年 5月 8日 
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企画名 日時 場所 テーマ・内容 

交通プロジェクト例会 

 

5月 12日（金） 

13：30～15：30 

奈良市役所北棟 6 階

環境政策課内 

「マイカー通勤」アンケート調査報

告書について 

省エネ・創エネプロジェク

ト例会 

5月 16日（火） 

13：30～16：30 

奈良市役所東棟 1階 

第 3会議室 

にぎわいデーの出展について 

ならエコ・エコの和（ＮＥ

Ｗ）第 10期総会 

5月 20日（土） 

11：00～12：00 

薬師寺まほろば会館 平成 28年度事業、決算報告、平成 29

年度計画、予算、役員改選 

設立 10周年記念講演会 5月 20日（土） 

13：30～15：30 

｢悠久の歴史から見える先人の思い｣ 

～薬師寺東塔の修理現場から～ 

環境教育プロジェクト例

会 

5月 25日（木） 

10：00～12：00 

奈良市役所北棟 6階 

第 23会議室 

環境出前講座、市民環境講座につい

て 

３Ｒプロジェクト例会 6月 

日時未定 

未定 今年度の活動計画について 

にぎわいデー 6月 17日（土） 

9：00～12：00 

はぐくみセンター エコ生活発見コーナー、ダンボール

コンポストコーナー 

幹事会 6月 23日（金） 

13：30～16：30 

奈良市役所倉庫棟 

2階第 1北会議室 

各プロジェクトの報告、今年度の活

動計画について 

幹事会 7月 28日（金） 

13：30～16：30 

奈良市役所北棟 6階 

第 19会議室 

各プロジェクトの報告、奈良市との

協働事業について 

 

  

 

５月２０日（土） 薬師寺まほろば会館 

11：00～12：00 

議案 

平成 28年度活動報告、 

平成 28年度決算報告、 

平成 29年度活動計画案、 

平成 29年度予算案 

役員改選 など 

 

是非、ご出席ください。 

ご案内 (これからの予定) 

ならエコ・エコの和（ＮＥＷ）第 10期総会 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。事務局

までご連絡ください。 

 

 

昨年の総会の様子 

 

６月１７日（土） 

はぐくみセンター 

エコ生活発見コーナー、ダンボールコン

ポストコーナー出展予定 

 

 

 

 

 

はぐくみセンター 

にぎわいデー 

昨年度の様子 
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企画名 日時 テーマ・内容 

環境教育プロジェクト例会  2月 13日（月） 環境出前講座、平成 29年度計画ほか 

３Ｒプロジェクト例会 2月 16日（木） 平成 29年度計画・予算ほか 

省エネ・創エネプロジェクト例会 2月 17日（金） にぎわい市場出展について 

交通プロジェクト例会 

 

2月 21日（火） 

 

「マイカー通勤」アンケート調査の収集状況、アースデ

イでの交通紙芝居の実施について、平成 29年度活動計画 

幹事会 2月 24日（金） 平成 29年度計画、予算、次期役員体制について 

にぎわい市場 2月 25日（土） 省エネ・創エネプロジェクト出展（はぐくみセンター） 

環境教育プロジェクト例会  3月 17日（金） 環境出前講座、平成 29年度計画ほか 

省エネ・創エネプロジェクト例会 3月 17日（金） 平成 29年度計画について 

交通プロジェクト例会 3月 24日（金） 「マイカー通勤」アンケート調査結果、アースデイ奈良

2017紙芝居の上演についてほか 

幹事会 3月 24日（金） 第 10期総会、記念講演会、各プロジェクトについて 

環境教育プロジェクト例会 4月 10日（月） 平成 29年度出前環境講座、総会記念講演会について 

３Ｒプロジェクト例会 4月 12日（水） アースデイ奈良 2017出展について 

交通プロジェクト紙芝居練習 4月 13日（木） アースデイ奈良 2017紙芝居の上演について 

交通プロジェクト例会 4月 14日（金） 「マイカー通勤」アンケート調査結果報告書、アースデ

イ奈良 2017紙芝居の上演についてほか 

市民環境講座菜の花祭り

in北永井フィールド 

4月 16日（日） 満開の菜の花 観て食べて遊ぼう！ 

省エネ・創エネプロジェクト例会 4月 19日（水） 平成 29年度計画、県立大とのコラボについて 

アースデイ奈良 2017 4月 22日（土） セルローススポンジの啓発ブース、交通紙芝居上演など 

幹事会 4月 28日（金） 第 10期総会、記念講演会、各プロジェクトについて 

   活動の記録 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

こんなことに取り組んでいます。 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。 

事務局までご連絡ください。 

 

活動日誌 

（2017 年 2 月 4日～4月 28 日） 

駅西にぎわいデー 
 

菜の花祭り 

 

アースデイ奈良 2017 
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 年月日 テーマ・内容 場所 

準備会 2008年から奈良市民有志で検討 

第 1回 

設立記念講演会 

2008年 

10月26日 

「地域でやれば温暖化防止はここまでできる」 

講師：環境市民 杦本育生さん 

男女共同参画センター

「あすなら」大会議室 

100名 

創エネ・省エネ、環境教育、3Ｒの 3つのプロジェクトとエコエコサロンができる 

第 2回  

設立 1 周年記念

イベント 

2009年 

10月17日 

基調講演「環境先進国ドイツの試み」藤澤一夫さ

ん。続いて「どうする、奈良のエネルギー？」を

テーマにパネルディスカッション 

中部公民館５階ホール 

160名 

交通プロジェクトができ、4つのプロジェクトとエコエコサロンで活動 

NEW環境出前講座を開始。小学校・幼稚園・保育園などからの依頼を受けて出向く。（2009年度から開始） 

第 3回 

設立 2 周年記念

講演会 

2010年 

12月12日 

「地球環境を救う新しいライフスタイルへ～今

だからこそ、みんなで地球環境を考えよう～」 

講師：環境省３Ｒ推進マイスター北野 大さん 

仲川奈良市長との対談 

奈良市正庁 

230名 

第 4回  

記念講演会 

2011年 

5月 21日 

「今だからこそ考えよう、私たちの暮らしと命 

～環境問題は心と生き方の問題である～」 

講師：薬師寺執事 生駒基達さん 

薬師寺まほろば会館 

75名 

長期協働事業で菜の花プロジェクト、環境体験講座で菜の花祭り、森林体験講座はじまる 

交通プロジェクト報告書（2010年 2月～2012年 3月）発行 

エコエコサロン 2011年 

11月11日 

「ごみと資源と都市生活」 地球の未来はリサイ

クルできるの？～今あなたに できること～ 

講師：環境ジャーナリスト 中村正子さん 

中部公民館 

 

市民による菜の花ボランティアの募集開始（2012年 4月から） 

第５回  

記念講演会 

2012年 

5月 19日 

「捨てない、焼かない、活かしてリサイクル」 

講師：マツユキリサイクル社長 松岡幸一さん 

中部公民館 

       

エコエコサロン 7月 17日 

11月14日 

2月 3日 

エコクッキング体験 

社会実験ワーキングについて 

ドイツの道路交通対策について 

中部公民館 

社会実験「市民の省エネへの支援に対する仕組みづくり」に取り組む（2011年 7月～2012年 11月） 

平成 23年・24年度 奈良県地域貢献活動助成事業 

低炭素杯 2013全国大会出場 （全国 40団体に残るが選外） 

社会実験「市民の省エネを支援する仕組みづくり」最終報告書発行 

第 6回  

記念講演会  

2013年 

5月 18日 

 「地球温暖化対策：国内外の現状と今後～そして

奈良の向かうべき方向は？～」 

講師：環境文明 21共同代表藤村コノヱさん 

中部公民館 

 

 

ＮＥＷの 10年間のあゆみ 

（2008 年 10 月～2017年 4月） 
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「市民の省エネへの取り組みを支援する仕組み」社会実験（2011年 7月～2012年 6月）と 

フォローアップ活動（2012年 11月～2013年 6月）が、 

平成 25年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対策活動実践・普及部門）を受賞 

市民と省エネ/CO2排出削減を進める活動～みんなで市民節電所をつくろう～に取り組む 

（2013年 11月～2014年 10月） 

節電所 Times1～4号発行 奈良県立大学学生との協働作業開始 

エコエコサロン 

NEW 市民環境講座 

2013年 

11月 19日 

「命～震災の現場から」 

講師：薬師寺執事 松久保伽秀さん 

奈良ウエルネス倶楽部 

      60名 

レジ袋有料化に向けた活動が活発化・容器リサイクル法改正案の検討 

第 7回  

記念講演会 

2014年 

5月 31日 

「ドイツのエネルギー政策」講師：大阪・神

戸ドイツ連邦共和国総領事館領事 フロー

リアン・イェーガーさん 

中部公民館 

エコエコサロン 

NEW 市民環境講座  

9月 16日 桂吉弥 落語会＆座談会 

「落語から見える昔の エコな暮し」 

奈良ウエルネス倶楽部

レストラン「PICAPICA」 

交通プロジェクト 小冊子「夢 古都奈良に LRTが走る」を発行 

講演会（共催：奈

良市企画総務課） 

2015年 

3月 14日 

「環境と生物を汚染するプラスチック～プ

ラスチック削減の必要性」 

講師：東京農工大教授 高田秀重さん 

奈良県文化会館 

第 8回  

記念講演会 

5月 31日 「地球環境を守る地域の力」～奈良市での地

球温暖化対策～講師：YSエネルギー・リサー

チ代表 山藤泰さん 

西部公民館 

３Ｒ施設見学 

 

10月 21日 

2月 25日 

大栄環境三木リサイクルセンター 

藤野興業山城工場 
 

エコエコサロン 11月 18日 【エコクッキングスクール】最新のガス機器

を使った料理教室と省エネエコセミナー 

大阪ガス奈良事業所 

（学園北二丁目）   

奈良のエコスタイルを発信する情報誌「茶話～タイムズ」 

（2015年 12月創刊、2016年夏号、COOL CHOICE特別号）発行  奈良県立大学学生との協働作業 

講演会：交通プロ

ジェクト 

2016年 

1月 23日 

「路面電車でまちづくり」講師：全国路面電

車ネットワーク 岡 將男さん 

西部公民館 

上映会：３Ｒプロ

ジェクト 

3月 19日 映画「もったいない」上映会 西部公民館 

70名 

対外活動 4 月 9～10

日 

「全国菜の花サミット in やまと」に参加協

力 

桜井市民会館、奈良教

育大学 

ＮＥＷ市民環境

講座 

6月 28日 桂吉弥落語会&ＮＥＷ許斐会長との対談 西部会館学園前ホール     

174名 

設立 10周年 

記念講演会 

（予定） 

2017年 

5月 20日 

悠久の歴史から見える先人の思い～薬師寺

東塔の修理現場から～ 

講師： 薬師寺執事 松久保伽秀さん、 

環境文明 21共同代表 加藤三郎さん 

薬師寺まほろば会館 
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2008年 環境市民 杦本育生さん  2009 年 藤澤一夫さん         2010年 環境省３Ｒ推進マイスター 

北野 大さん   

 

活動の写真 

        
2011年 薬師寺 生駒基達さん   2012年 マツユキリサイクル     2013年 環境文明 21 

松岡幸一さん                 藤村コノヱさん 

          
2013年 低炭素杯 2013       2013年 薬師寺                2014年 大阪・神戸ドイツ 

松久保伽秀さん                連邦共和国 総領事館 

                      フローリアン・イェーガーさん 

          
2014年 桂吉弥落語会      2015年 YSエネルギー・リサーチ   2015年 レジ袋削減啓発パネル 

桂吉弥さん           山藤泰さん             奈良市役所通路 

          
2016年 森林体験講座           2016年                       2016年 桂吉弥落語会の環境対談 

バウムクーヘンづくり        レジ袋削減の呼びかけ活動 
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修理の概要として、瓦、木部、基壇などを全て解体し、地下の発掘調査が

行われます。その後、傷んだ部分の修繕を行いながら再び組み上げ、平成

32年の 6月頃に修理が完了する予定です。（薬師寺ＨＰより） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷの団体会員さんのご紹介 

薬師寺 
薬師寺は「法相宗［ほっそうしゅう］」の大本山です。 

天武天皇により発願（680）、持統天皇によって本尊開眼（697）、

更に文武天皇の御代に至り、飛鳥の地において堂宇の完成を見

ました。その後、平城遷都（710）に伴い、現在地に移された

（718）ものです。現在は平成 10年よりユネスコ世界遺産に登

録されています。 

薬師寺さんは、10 年前の設立

時から幹事としてＮＥＷに関わ

っていただいています。当初は執

事の生駒基達（きたつ）さん、現

在は松久保伽秀（かしゅう）さん

が幹事に就任されています。 

ＮＥＷの設立以前から菜の花

プロジェクトで採取された菜種

油を灯明として奉納する、奈良市

の世界遺産学習・持続発展教育

（ＥＳＤ）の先駆的な取組として

深く関わりを持っています。 

 

東塔覆屋 

平成 21年より解体修理に着手し

ており、現在は覆屋に覆われて

おりその姿を拝むことは出来ま

せん。東日本大震災の津波がこ

の覆いほどの高さだったといい

ます。 

薬師寺で唯一創建当時より現存している

建物で、1300 年の悠久の時を重ねてきた

歴史をその姿から感じられます。幹事の

松久保さんは東塔修理の責任者の任にあ

たられ、この度総会後の記念講演会でそ

のお話を伺う予定です。 

      

解体の際に出てきた千年前の釘 解体修理の事前調査報告を掲示 

訪問して、松久保執事さんにお

話をお聞きしました。 

「夏休み寺子屋」での「カレー

茶」というエピソードをご紹介く

ださいました。日本全国から小・

中学生が集まり、高校生・大学生

のリーダーたちと「お寺の生活」

を体験します。お寺での食事は

「食作法［じきさほう］」と呼び、

命をいただくことは大事な修行

の一つです。カレーを頂いたあと

の器にお茶を入れて全て飲み干

します。サラダにドレッシングを

かけようと全て飲み干すことが

作法です。まさに「自業自得」で

す。そのような事を私たちは地球

に対して行っていないだろうか

と思いました。「自然の中で生か

されている。」その謙虚な生き方

が「エコ」な暮らし方に深くつな

がると感じました。 


