
エコ～るど京大 2016 ～初夏の陣～ 実施レポート 

 
◆全体概要＆熊本支援フリーマーケット・フードドライブ 

西堀功規（工学部 2回生） 

１．全体概要 

今年も学内の環境意識の向上を全体の目的とした「エコ～るど・京大 初夏の陣」

を開催した。期間は 6/7~7/8 で、環境月間である 6 月に重ねる形の開催であった。

宣伝用リーフレットの表紙デザイン原案を担当した。初夏の陣がエコ～るど・京大

の 1 年間の活動の皮切りとしている側面

があるため、「ここから環境意識を高める

きっかけとする」ことをイメージし、また

京都大学の WINDOW 構想などにも総合

的に着想を得て「窓」のデザインを基調と

した「始まり」のイメージを表現するもの

とした。 
期間中、6 月の平日に京大生協ルネ１階

イベントスペースにて開催したオープン

ラボを軸に、主に「食」をテーマとした企

画を開催した。環境意識の向上には自らの

生活と環境とが以下に密接に関連したも

のであるかを実感する必要があるという

前提のもと、人間の生活と切り離すことの

できない「食」に焦点を当てた。 
詳しい報告はそれぞれの報告書に委ね

るが、Sailors for the Sea の取り組みであ

る「ブルーシーフード」を用いたメニュー

を味わいながら FAO より Mbuli Charles 
Boliko 氏、セイラーズフォーザシー日本

支局より井植美奈子氏を迎え、基調講演を

して頂いた「ぺころじーディナーショー」

を開催し、80 人以上の参加を得た（右下

の写真）ほか、カンフォーラにて開催されたビアガーデン

とのコラボや、ペットボトル飲料の普及に伴う使い捨て容

器利用の増加を見直し自分で茶葉から緑茶を淹れる方法を

学ぶことを目指した「エコ回向」企画第１弾「美味しいお

茶はいかが？」など、そのコンセプトに沿った企画を数多

く展開できたと認識している。 
各々の企画はどれも一定の注目を得て、様々な層からの



集客を得ることができた。各企画において得られた評価や反省点などは今後の企画立案・開催の際に十

分に反映させていきたい。 
 

２．熊本支援フリーマーケット・フードドライブ 
 6月のうち 8日を熊本支援フリーマーケッ

ト・フードドライブの開催日としてルネ店舗

前にてそれぞれを実施した。フリーマーケッ

トではエコ～るど・京大で用意したリサイク

ル品のほか、家庭で不要となった品の無償回

収および販売も行った。 
特に昼休みの時間帯の集客が多く、食器・

雑貨・衣類などは低めの価格設定と実用性か

ら人気が高く、1 点からの購入も多かった。 
合計売上は 41,084 円となり、これにカンパを加え、5 万円を京都大学の窓口を通じて熊本への義援金

とした。ご協力いただいたすべての方々にこの場を借りて御礼申し上げる。 
また、同時に「セカンドハーベスト京都」澤田氏のご協力の下、不要な食品の回収（フードドライブ）

も行った。こちらも全て熊本に届けた。食品を無償提供してくださった方々に深く御礼申し上げる。 
 

 

◆オープン・ラボ 

大杉美里（農学部 2回生） 

エコ～るど京大初夏の陣 2016 にて、6 月の 6 日から 30 日まで開催されましたオー

プン・ラボ企画について、報告いたします。 
 

 
雑草のいけばな教室は大人気           先生方とじっくり話ができると好評 
 
 オープン・ラボ企画は、今年で三年目になる企画です。この企画の目的は、普段各自の研究室にいら

っしゃりなかなか交流の機会が得られない京大の先生方と、ルネに訪れる学生を中心とする人々が気軽



にお話しできる場を提供することです。今年は、環境問題に関する研究をなさる 13 名の先生方にご協力

をいただきました。 
西部にある京大生協ルネ 1F にて、イベントコーナーの一部を期間中お借りし、誰でも訪れることので

きる開けた研究室「オープン・ラボ」を展開。気後れすることなく立ち寄ることができ、くつろげる空

間にしたいという思いがあり、和風カフェのような雰囲気を演出しました。これは、本格的なお茶を体

験しようという他企画である「エコ回向企画」との連携も兼ねてのことで、ルネの一角に畳が敷かれ、

大変印象的なものになりました。 
ご協力いただいた先生（順不同）は、地球環境学堂より宇佐美誠先生、Jane Singer 先生、真常仁志先

生、浅利美鈴先生、奥村与志弘先生、環境科学センターより平井康宏先生、矢野順也先生、総合生存学

館より山敷庸亮先生、磯部洋明先生、フィールド科学教育研究センターより伊勢武史先生、工学研究科

より野中鉄也先生、放射性同位元素総合センターより角山雄一先生、エネルギー科学研究科より

Benjamin McLellan 先生の 13 名です。日替わりで一日１～２名、各先生方がそれぞれの研究を紹介す

るべくオープン・ラボをレイアウトしてくださいました。まだ多くの人には知られていないような、最

新の研究に触れる機会を提供することができました。 
また、オープン・ラボにはそれぞれの先生方の研究分野を簡単に説明し、おすすめの書籍を紹介する

ポスターの展示がありました。環境問題という難題にいかにアプローチしていくのかを紹介することで、

自分はどのように環境問題に関わっていくのか考えるきっかけになったと思われます。 
そして今年は、参加型で環境問題に関わる体験＆制作ができるワークショップを開催しました。内容

は、間伐材からの箸置き・マイ箸袋・マイ箸の制作（講師は J.E.E.日本環境保護国際交流会の細木京子

さんら、布遊工房の山本巳根子さんら）、有害物質の解析体験（講師は平井康宏先生）、お茶の入れ方講

座（講師は日本茶インストラクター、和束町の松石三重子さん）、雑草でのいけばな体験（講師は伊勢武

史先生、同センターの渡部俊太郎さん）、空き缶を使った自然放射線の観察体験（講師は角山雄一先生）

の５種類で、とても充実していました。環境問題を身近に感じ、日常の中から少しずつでもエコを心が

ける意識の大切さを学ぶ場きっかけになりました。 
今年度も沢山の方々のご協力のおかげで、環境について考える機会を一人でも多くの方に与えること

ができたと信じております。全体の来場者数は 227 名となりました。最後になりますが、この場をお借

りしてラボを担当してくださった教員の方々、ワークショップの講師の方々、良い場づくりに貢献して

くださった京大生協ルネの方々、ご来場いただいた皆様に心からお礼申し上げます。 
 
 
高木 真由 農学部 1 回生 

 

エコ～るど・京大という企画をルネでやっていたということは環境学の時間に聞き初めて知った。授業の課

題とはいえ、やはり自分が興味のある企画に行きたいと思い、私は６月２３日に実施された、フィールド科

学教育研究センターの伊勢武史准教授のオープンラボに参加した。この先生の研究分野は、ちょうど私が所

属している農学部森林科学科の、森林育成学という分野である。私は森林科学の林学系の研究室に進みたい

と考えているため、選ぶ参考にもできたらなと思い、お話を伺った。 

 この日は体験として雑草いけばなを作れる企画を実施していた。会場にはたくさんの雑草が置いてあった。



全て京大のキャンパス内で取れた雑草なのだと言う。そこにはよく目にするものもあったが、あまり見覚えのないものもあり、自分がど

れだけ雑草を気に留めていなかったがよく分かった。本物の生け花もしたことがなかったのだが、色々な草や花を見てきれいな生け花を

作ろうと選び飾るのは、単純に楽しかった。こうやって、普段気にしない雑草に触れる機会を設け、こんなにも様々な植物が実は身近に

育っているのだということに気付いてもらいたいというのが、この企画の趣旨なのだそうだ。楽しいと感じてもらえたらそれでこの企画

は成功なのだと伊勢先生は仰っていた。全く気にしていなかった雑草だが、道を歩いて雑草を目にすると、少し気にするようになったと

思う。 

 雑草いけばなを楽しんだ後、先生に研究室のお話を聞いた。私はエコ～るどの冊子の伊勢先生の紹介にあった、「進化心理学」という

キーワードが、初めて聞いて気になっていたのでそれについて尋ねた。私は進化にも心理学にも元々興味があったので、名前を見ただけ

でも面白そうだと思っていた。先生曰く、進化心理学という分野として研究している内容は以下の通りである。人間は、その多くが森な

どの自然の中にいることを好む。自然の中にいて不快に思う人間はまずいない。また、大まかな傾向として、男の子は生き物が好きで、

女の子は花などの植物が好きである。これらの人間の心理は、人間が猿の祖先から進化し、狩猟や採集をして生活していた時代に由来す

るのではないか。すなわち、小さな頃から生き物や植物が好きで、それをよく観察したり触れたりして遊んでいるうちに、それらの特徴

や特性、行動パターンなどが自然と身に付き、狩猟・採集に役立っていたのではないか。というものである。私はこの話を聞いて、この

「進化心理学」という分野に非常に関心を持った。他にも、森林育成学の研究室は実習林を持っていて、そこで様々な実験を行うことで、

森林のシステムの解明、より環境に良い持続的な森林の育成を目指しているということ、森林育成学の研究室では、学生が自由に研究を

しているということなど、研究室のお話を直接聞くことができ、貴重な機会であった。いつしか会場の畳で先生と話をしながらくつろい

でしまっていた。普段何もない時に研究室を訪問して教授に話しに行くということは非常に勇気が必要でなかなかできないので、このよ

うな話を聞ける機会はぜひ活用して積極的に参加すべきだと思った。 

 

 

金海元（キム・ヘウォン） 人間・環境学研究科  

 

6 月 28 日のエコ～るどに参加し、森を育てる箸置き＆マイ箸袋＆マイ箸の製作を体験することができた。製作には一時間くらいかかっ

たが、教えてくださった先生方々といろいろお話ができ、有意義な時間を過ごすことができたと思う。 

最初、ラボに行った時は、思ったほど学生がおらず、誰か連れてきた方が良いかと思い、参加することを躊躇していた。しかし、箸置き

の製作方法を教えてくださる先生が優しい目でみてくださったので、気軽に参加することができた。 

まず、テーブルに手のひらより少し小さいヒノキがたくさん置いてあって、その中で気に入ったものを選び、お箸を置くところを削り始

めた。小さい木だなと思ったら、先生によると、これでも植えて 20 年ほどたっているものだそうだ。 

ところで、これエコ～るどなのに、箸置きを作るために木を切ることは環境に悪いことではないかという疑問がわいた。木をむやみに伐

採すれば、森林が破壊され、それは結局自然環境の仕組みが壊されていくことではないかというイメージを持っていた。しかし、世界の

森林伐採の現状と日本の現状は違うことが今回のエコ～るどに参加してわかった。世界では、熱帯林やタイガの針葉樹林などを材として

すごい速さで伐採しているため、どんどん環境が破壊されているわけだが、一方、日本国内の放棄された里山では、どんどん木が生長し

て遷移が進み、森林の構造自体が大きく変化しているようだ。木が使われないと手入れがされず、森林は光が届かないため暗くて下草も

生えなくなる。そこで、間伐し整備されれば、森の中が明るくなり、残された木が丈夫に育つだけでなく、森の土を守る草や低木も育っ

て元気な森になる。それなら、せっかく切られた良い香りを持っているこのヒノキを使い、頑張って箸置きを作ってみようと思うように

なった。 

箸置きを作っているところ、先生からすでに作られているマイ箸をいただいた。一見、プラスチックに見えて、これエコじゃなくないか

と思ったら、間伐したヒノキを 58％使用した「バイオマス素材」を採用して作られたエコロジーなマイ箸だそうだ。このようなエコロジ



ーな素材で作られたマイ箸を持つことが一つの文化として定着すれば、使い捨ての割り箸の使用が減り、地球環境に貢献できると思った。 

木の話だけではなく、先生は私の留学生活の話や学校の話などを聞いてくださり、割と時間と力が入る製作作業であるにもかかわらず、

とても楽しく作ることができた。先生とおしゃべりしながらヒノキを削っていたら、学生が２人また製作に加わり、ロシアから来た留学

生も入ってきた。先生は英語も堪能な方で、ヒノキの説明や箸置きはどのようなものか、箸置きの作り方まで、やさしく英語で留学生に

伝えた。ロシアからきた留学生である彼女は、日本では様々な文化の体験ができ、それは大変すばらしいことであるといいながら、箸置

き製作に没頭した。 

 人が急に大人数加わってにぎやかになっているところで、私の箸置き製作体験は終わり、隣のマイ箸袋を作ってるところに移動した。

とてもきれいな布で箸袋を作っていらっしゃった先生は、箸袋の作り方を丁寧に説明してくださった。先生たちはミシンで箸袋を作られ

ていて、もし家で箸袋を作るならほしい布持って行って良いとおしゃってくださった。自宅にミシンがありませんと言ったら、手縫いで

箸袋の作り方まで教えてくださった。一応、先生が作られた箸袋の中で、一つ選ぶように言われ、独特な形をしている箸袋を選んだ。紫

色で花柄、とても素敵な布で作られた箸袋だったが、まるで刀が入っているような独特な形をしていた。他は全部四角なのに、これはな

ぜ刀の形をしているかと聞いたら、使われた布が着物の振袖の一部で袖の丸いところを使って作られたからだと答えられた。なるほど、

だから布の生地が良くて、このような素敵なマイ箸袋を作ることができるのかと思った。何でも使ったらすぐごみ箱に入れるのではなく、

またリサイクルできないか考える習慣をつければ、もっと環境を配慮する人になれると改めて思った。これから積極的に環境を守る日常

生活を送る方法を工夫し、身につけていきたいと考えるきっかけとなった。 

 
 
 
◆【ラボ常設】顕微鏡で「垣間見んとす」By 京都ジャングル 

山口優輔（生命科学研究科修士課程 1回生） 

本年の京都ジャングルは実体顕微鏡を用いた「垣間見んとす」という展示を実施

した。昨年度の京都ジャングルではスマートフォン型の簡易版顕微鏡を用いての屋

外観察だったが、本年はオープンラボにおける常設展という形式で実施。展示物と

して、コイやニゴイなどの京都近辺で採集可能な魚の様々な鱗を展示することによ

って、身近な生き物の美しさや、小さな空間にも構築される生態系を肌で感じてもらうことを目的とし

た。また参加者やオープンラボスタッフが当日持参したものなど、参加者の希望に沿った形式で自由に

観察できるように展示形式を工夫した。結果、参加者のなかには苔や土、鳥の羽などを採集してきて、

顕微鏡下でじっくりと眺める者もいた。日頃何気なく見過ごすようなものも、顕微鏡の下でじっくりと

観察することにより、そのものが持つ美しさに気付かされた参加者も多かったのではなかろうか。少々

大きさのある実体顕微鏡のため野外での観察は難しいが、是非とも来年度以降はフィールドと実験室を

つなぐ横断型の展示を試みたいところである。また、京都ジャングルのこの活動を通して、参加者が身

近な生態系から自身が存在する環境の理解を少しでも得られることを願ってやまない。 
 
 
◆京大生協カンフォーラ ビアガーデンコラボ企画 

安藤悠太（工学研究科修士課程 1回生） 

毎年好評な京大生協カンフォーラのビアガーデン企画で、今年度もコラボレーショ

ンを行いました。今年度は昨年度よりも徹底して、全面的にリユース食器と間伐材割



り箸を使用し、ごみの削減に努めました。また、今年度はそれぞれ趣向の異なる企画を 2 回行いました。 
 第 1 弾として『ナイルビール de サステイナブルナイト』を 6/13（月）～17（金）18:00～21:30 に開

催しました。早稲田大学＝京都大学＝黄桜株式会社共同開発の、人気オリジナルビールの『ナイルビー

ル』を中心に提供しました。加えて、石割京大農園や大原百井農場で採れた旬の野菜をふんだんに使っ

たメニューも多数登場しました。京都の旬の野菜を提供することで、地産地消の観点からも環境へ配慮

したビアガーデンとなりました。 
第 2 弾として『七夕企画ブルーシーフー

ドナイト』を 7/4（月）～8（金）18:00～ 
21:30 に開催しました。「比較的豊富でおい

しい」魚介類『ブルーシーフード』を使っ

たメニュー（サーモンのマリネ・ブルーシ

ーフードカレー）を提供し、ブルーシーフ

ードマークを掲示しました。また、『ブル

ーシーフード』はポジティブな環境食育と

いう面で、京大でも広く知ってもらいたい

という思いから、カンフォーラを青色にラ

イトアップして目を引くように工夫しま

した。例年出演してもらっているサークル

『京都大学エレクトーンサークル KUES』に加え『京都大学ジャズ研究会』にも出演していただき、全

体として非常に良い雰囲気となっていました。 
カンフォーラのビアガーデン企画は、多くの集客が見込めるイベントであるという点からも、環境に

配慮した企画とすることに加えて、広報の場としても有効に活用できると思われます。今後も、メッセ

ージ性のあるコラボ企画を考えてゆきたいです。 
 
 
◆あるもん deスパイスのススメ 

安藤悠太（工学研究科修士課程 1回生） 

 「あるもん」をフル活用して食のあり方を考える『ある

もん de プラス』と、京大の人気サークル『京大カレー部』

『でこべじカフェ』がコラボして、6 月 26 日（日）10:30
〜15:00 に京エコロジーセンターのエコ厨房で、創作料理

のワークショップを開催しました。京大生、社会人、高校

生、留学生とバラエティに富んだ参加者が 20 名以上集まり

楽しくグループクッキングをしました。 
最初に『京大カレー部』メンバーによる、スパイスの使

い方・歴史についてのレクチャーを受けました。次に、ど

のスパイスをどのように使うと良いのか考えながら、「あるもん」の活用法をグループごとに話し合いま

した。グループクッキングを通じて、『でこべじカフェ』で使っているおいしい規格外野菜「でこぼこベ



ジタブル」と、みんなが持ち寄った「あるもん」を使った創作料理が生み出されました。もちろん、残

さずおいしくいただきました。振り返りのワークショップでは、スパイスの意外な活用法に気付いたと

いう意見が多かったです。 
「あるもん」を上手に使えるということは、無駄なく食材を消費できるということです。今回のワーク

ショップでは、「あるもん」の活用法について柔軟な発想をすることで、家庭での食材ロス削減のきっか

けとすることができたのではないかと思います。 

 

 
 
◆100人座禅＆会議＠東福寺 

後藤翔太（文学部３回生） 

６月１８日に、第３回 100 人会議を開催しました。100 人会議とは、環境問題や持続可能性（サステ

イナビリティ）に関して、環境を専門とする人だけでなく、様々な分野の教職員・学生・院生・専門家・

市民が知識や意見を交換し合って議論し、教育・研究・社会貢献などの具体的な活動につなげようとい

ったもので、これまでに新入生向け配布物の作成などを行っています。前２回は学内での開催でしたが、

今回はご縁があって東福寺さんに場所を提供していただき、特別に東福寺での開催となりました。禅宗

には、自然の中に人間は生かされ、自然に感謝して生きるという教えがあり、禅の思想を学ぶことでエ

コを実践しようと、会議の前には禅堂で座禅を行いました。 
会議は前回までの内容を踏まえ、発信・教育や地域との連携、エネルギー、食などのグループに分か

れて議論し、成果の発表を行いました。これをもとに、今年度中に「京都大学の環境・サステイナビリ

ティアクションプラン」の作成を予定しています。 

 



 
 
◆エコ回向企画 

小川由（理学部 2回生） 

エコ〜るどは、今年エコ回向企画を実施しております。エコ回向企画とは、

日本で長い間愛されてきたにもかかわらず現代ではつい忘れられがちな、そ

してエコでもある、そんな習慣の良さを自他ともに学びましょう、といった

企画なのですが、初夏の陣では、その一環として、「美味しいお茶の淹れ方

教室」、「着物・浴衣着付け教室」を開催しました。 
 「美味しいお茶の淹れ方教室」は、近年のペットボトルゴミの増加を背景

に、市販のものではとても味わえない本物のお茶の美味しさ、そしてそこから得られる満足感を多

くの方々に気づいていただき、自分で淹れるお茶を見直していただくことを目的に開催しました。

まずは、オープンラボにご協力していただく先生方対象に、加えて、一般の学生方、地域の方々対

象にと、２回実施しました。そしてオープンラボでは、１回目の教室に参加していただいた先生方

が、伝授された方法で、ラボに訪れてくださった方々にお茶を振舞われました。教室の講師として

は、宇治茶の名産地和束町の日本茶インストラクター松石三重子さんが来てくださりました。１回

目の教室では、松石さんは、玉露の旨味を引き立てる淹れ方、美味しい茶葉の判断の仕方、そして

お茶を淹れる時、味わうときの作法、使った茶葉の美味しい食べ方まで、お茶に関する貴重な知識

を伝授して下さり、２回目の一般向けの教室では、それに加えて、抹茶の簡単な淹れ方も紹介して

下さいました。多くの方に参加していただき、

どの方も喜んでくれました。それもそのはずで

す。その玉露も抹茶も、驚く程美味しかったの

ですから。個人的に私はどちらのお茶もただ苦

いだけのイメージを持っていたのですが、飲ん

でみると、あら不思議、今までどのお茶でも感

じた事のない、すっきりとした旨味が喉を潤し

ました。お茶ってこんなに美味しかったのか、

とまさに目から鱗でした。また、お茶を入れた

後の玉露の葉をポン酢で食べるとこれまた美

味でございまして、しかも茶葉がゴミになるこ

ともなく、エコがこんなところにも見受けられ

ました。 
 「着物・浴衣の着付け教室」は、暑い夏を電力に頼るのではなく日本古来の方法でエコに乗り切

りましょう、ということで、見た目も涼しげで、究極のクールビズである浴衣の良さを広めるため

開催しました。こちらに講師として来てくださったのは、若者に日本の伝統文化を広めたい、とい

う思いのもとで活動していらっしゃる学生団体京都着物企画の方々でした。浴衣の着付けの仕方、

コツ、着物の畳み方、着物での振る舞い方、写真を撮る時のポーズまで、懇切丁寧に教えて下さり

ました。勿論参加者の皆様には満足していただき、主催側のエコ〜るどの私達も楽しい時間を過ご

お茶の入れ方を学ぶ 



すことができました。浴衣姿のままクールビズをアピールして家まで帰った方もいらっしゃいまし

た。やはり、着物っていいですね。自分自身着物を着ると何となく気持ちがしゃんとしましたし、

他の人の着物姿を見ても、上品な感じがしました。これぞ、ジャパニーズ・ビューティ、クール・

ジャパンなのだと思います。しかも、着付けをしながら気づいたのですが、着物ってあまりサイズ

関係なく着られますね。最初着物を羽織ってみて、大きいなあと感じたのですが、生地を引っ張っ

たり帯で留めたりすれば、すぐに自分の体に合ったものとなりました。それに、リバーシブルの帯

なんかもありました。こんなに融通の利く服って、少なくとも今の時代はあまりないですよね。和

室に関してもよく言われることですが、数限られたもので様々なもの・ことに対応するという、日

本人のしなやかさが感じられました。 
 生産至上主義、大量消費、生活の画一化、情報の波、忙しい毎日…、そんなこんなで見過ごされ

がちな日本の伝統文化。せっかく昔の人たちが長い年月を経て、知恵を詰め込んで作り上げたもの

なのに、それをじっくり楽しむ機会が減ったのは残念なことです。この初夏の陣の企画を通して、

より多くの人に、こうした大切なことに気づいていただけたことを願っております。 

女性全員集合 

 

 

 

 

 

男性全員集合 

 



片山裕太 理学部 4 回生 

 

今回僕はエコるーどに参加させてもらいました。日にち的には 22 日です。なぜこの日に行ったかというと、その日にお茶の入れ方講習

があったからです。最初、なんでエコの企画なのにお茶の入れ方？と思って不思議でした。まぁでもとりあえず行ってみようと思い参加

しました。 

まずいてみるとすでにお茶を入れてあるのが置いてあって「どうぞ」と言われました。僕は母親が地元の地域でお茶を習っていてお茶(抹

茶)を飲んだことがそこそこありました。昔はお茶についてくる和菓子が目当てで、苦いお茶を我慢すれば甘いお菓子が食べられる、程度

の感覚でしかなかったですが中学高校くらいからだんだんとお茶のおいしさが分かってきました。なので正直な話、（はいはい、普通の

抹茶ですよね）と最初は思っていました。ですがいざ飲んでみるととてもまろやかで苦い中でも甘みがあってとてもおいしかったです。

そのあと、ほかの方がいらっしゃって、お茶の入れ方を教わっていました。お残念ながら僕が教わることはできませんでしたが、それを

横で聞いていました。写真はその時の写真です。そこで教えていた淹れ方が、最初に常温の水で溶かしてからお湯を入れるという方法を

取っていました。関係ないですが、花の慶次という漫画でお茶を入れる際に沸騰したお湯に一掬い水を入れて冷ましてからお茶を入れる

という方法を取っていたのを思い出しました。ともかく、お茶は僕の知っているお茶よりも数段おいしかったです。お茶をごちそうにな

った後にお茶インストラクター(確かこんな名前だったと思います)の方の一人にお茶の説明をしてもらいました。実は僕は京田辺市とい

う町の生まれでずっとそこで育ってきました。ご存知かもしれませんが京田辺市はお茶がある程度名産です。しかし僕はそこまでお茶に

詳しくありませんでした。そういったことを話すとインストラクターの方たちはすごく驚いていました。その方たちは和束町からいらし

てくださっていたのですがそこがとても京田辺の近所でともにお茶が有名なのです。そこで少し話が弾み、僕が小学生の時の同級生にお

茶屋さんをしている人がいてもしやと思い聞いてみるとやはりご存知でした。そのあとお茶について詳しく教えていただきました。まず

僕のお茶に関する知識はとても少なく、紅茶と緑茶はもとは同じ葉っぱだ、ぐらいしかありませんでした。玉露という高級なお茶があり

ます。僕は勝手にこのお茶は木からして違うものだとばかり思っていました。しかし実は同じ木なのだそうです。育て方が違い普通の木

のように日光にさらすのではなく、覆いをつけて日光を遮り育てることで渋みが少なく、うまみが多くなり玉露としておいしく頂けるそ

うです。さらには緑茶と紅茶の違いも教えてもらいました。具体的には発酵させるか発酵させないかの違いがあります。また抹茶と玉露

などのお茶は同じ葉っぱでも加工の仕方が違うということも教えてもらいました。ほかにもたくさんのことを教わりましたが、私が最終

的に思ったことは「お茶ってすごいな」ということです。もともとぼくはお茶が好きでお茶をよく飲んでいましたがお茶の色々な飲み方

や種類を教わって自分でも試してみたいと思いました。また、僕には何人か外国人の友達がいて、この前も一人が日本に来ていたので案

内したのですがその時に彼がお茶を飲んで「苦い。美味しくない。」といったことがまた印象に残っていて、今度その友達が来た時や他

の友達が来た時にそういったことが起きないように僕自身もお茶のことを詳しく知っておこうという考えがありました。今回のことを踏

まえてもっとお茶に詳しくなっていきたいです。 

エコについて考えたことがあります。僕は今までお世辞にもエコを徹底してきたとは胸を張って言えません。もちろんエコではない行為

を進んでやるようなことはありませんしなるべくエコには心がけています。ですがたとえば、普段の買い物では袋はもらわずにマイバッ

グを持って行きますが、急に何か買い物をしたくなった時にマイバッグを持っていなければわざわざ取りに帰るようなことはしません。

もしエコをするといった時にはそういったところまで徹底しなければいけないと思います。僕にとってはエコ＝我慢というイメージがあ

ります。しっかりとエコをするためには我慢をしなければいけないからです。僕はここに少し疑問を抱きます。我慢してまでするエコは

果たしてエコなのかと？なんか哲学的な話になってしまいましたが何が言いたいかというと、たとえば自然の中で自給自足で暮らせばそ

れは究極のエコです。ですがエコというのはそれを目指すものではないと思います。ではエコはどのようにすればできるのでしょうか。

それはみんなが各々で不便にならないぎりぎりのところまで我慢をする、というところに行きつくのではないでしょうか。ほかにどうす

ればいいのかあまり思いつきませんが、やはり個人が一人一人で意識を変えていくことが効果的で一番の近道のように思います。 


