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かんなびきゅうりょう

我がまち︑精華町は︑京都府の南西端にあり︑近畿圏のほぼ中心︑神南備丘陵を臨む木津
川流域に位置しており︑万葉の時代から続く歴史と文化の積み重ねがあります︒
特 に︑中 世 に 自 ら 法 を 定 め︑自 治 を 守 ろ う と 立 ち 上 が っ た 誇 り 高 き 先 人 た ち の 活 躍 は︑
じょうりせい

は︑そうした自治を支えた経済力を今に伝える歴史遺産そのものと言えます︒
また︑本町では︑関西文化学術研究都市の中心地として︑各種最先端の研究施設などが立
地するほか︑新たな商業施設も含めた都市建設が進み︑急激な少子高齢化により人口減少
傾向にある今日のわが国にあっても︑今もなお︑都市として成長を続けています︒
このような開発と保全の調和がとれたまちづくりのもと︑既存集落と新市街地それぞれ
の住民が共に緑豊かな精華町を愛することで︑個性豊かな地域コミュニティーが形成され
てきました︒
﹁令和﹂という新しい時代の幕が開いた今︑先人が築いてきた調和のとれたまちづくりを
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未来を
育てる町

未来をひらく夢を育てる
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未来を育てる町

体験型教育と創作活動の新拠点
SEIKAクリエイターズ
インキュベーションセンター
関西文化学術研究都市における新たな文化の創造と新産業
の創出に向けて、
「SEIKAクリエイターズインキュベーション
センター」をけいはんなオープンイノベーションセンター
（KICK）内にオープン。
デジタルコンテンツに適した創作環境の提供などを通じ

「科学のまちの子どもたち」
プロジェクト
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトとは、けいはんな学研
都市に立地する研究機関、教育関係者、地域住民、学校、行政など
が連携して、
都市の未来を担う「子どもたち」に学研都市の特色を

て、ゲーム・アニメ・マンガなどのポップカルチャーに関する
創作活動・人材育成を支援する機能と、
「科学のまちの子ども
たち」プロジェクトの推進に向けた子ども向け体験型教育の
実証フィールドとしての機能を併せ持ちます。
さまざまな分野の体験型教育やワークショップ、創作活動
の場として活用しています。

生かしたさまざまな学びの機会を提供する取り組みです。研究者
や企業が学校で講義する「出前授業」や、子どもたちに研究現場を
公開する「施設訪問」などを展開しています。
また、科学を志す中高生が日頃の研究活動を発表し、研究者か
ら助言を受けられるポスターセッションといった交流の場の提
供にも取り組んでいます。
さらに、大学の教員や研究機関の研究者、教育関係者などが、年
間を通じて子どもたちを指導する複数の「科学体験プログラム」
を進めています。

https://kscan.jp/
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未来に
進む町

進む！最先端研究
学研都市では、
「持続可能社会のための科学」
を重要な研究課題として位置づけています。そ
の研究分野は、ロボット、脳情報、環境、バイオ、
光、多言語自動翻訳、センサーなど多岐にわた
り、研究成果として世界的にも注目される高度
な技術が次々と生み出されています。
また、こうした研究成果を新産業の創出に結
びつけ、
「川上から川下まで」の施設を集積する
考え方に基づき、研究から生産までを行う研究
開発型産業施設などの立地が進んでいます。
fMRIによる脳情報の計測

音声翻訳

アンドロイド ERICAとの対話

多感覚インタラクションシステム
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ニューロリハビリテーション

買い物を手伝うロボット

未来に進む町

東レ建設(株)砂栽培農業施設トレファーム®の実証農園「トレファームラボ」

抱き枕型通信メディア ハグビー（Hugvie）

ドローンなどの無人飛行機を活用

close-up

研究施設が集中するけいはんな学研都市、他社とのコラボもスムーズで研究が発展
１本で行けるので、京都大学や同志社大学、

私たちの研究は、1986年、情報通信関
連分野における先駆的・独創的研究の推進

大阪大学、神戸大学など京阪神を中心とし

を掲げて発足しました。いま私たちが着目

た大学との共同研究に関しても、face to

しているのは、人とロボットのコミュニ

faceでの打ち合わせが日帰りで行えます。
また、地域の小学校や養護学校、高齢者福

ケーション分野です。
例えば、産業用ロボットでは溶接が効率

祉施設などの協力を得てロボットを導入し

的にできれば良いのですが、私たちが研究

た教育や支援を行い、その結果をフィード
バックし研究に生かしています。意外にも

しているのは、数ある研究領域のひとつで
ある「ヒューマンロボットインタラクショ

的に評価することが難しいところです。しかし

高齢者が喜んで使ってくださることが分か

ン」
と呼ばれる領域で、
人間に酷似し自然

ながら、研究者としては非常にチャレンジング

り、高齢者支援の研究も進めています。

な対話ができる「ERICA(エリカ)」という

な仕事です。また、チームに哲学者を招き、哲学

特にロボットを利用することによって子

アンドロイドを開発しました。

的な視点で人はどういう認識をするのかを

どもたちが興味をもって授業を聞くことが

ディスカッションするなど、さまざまな視点か

分かってきており、そういった活動を通し

ら研究を発展させています。

て子どもたちにサイエンスやロボット工学

最終的には、世の中に役立つものを作ること

に興味を持ってもらい、私たちの後継者と

が我々工学研究者の使命だと考えていますが、

なって未来を担ってほしいと願っていま

研究を通して逆に人間を知ることができるこ

す。

とが非常に面白く、知的好奇心に動かされてや
りがいを感じています。
学研都市にはさまざまな研究機関が集まっ
ているため、コラボレーションがしやすいとこ
この領域の研究で苦労していることは、
人と自然にやり取りができる機能を客観

ろが最大の魅力です。会社の裏口から隣の研究
所と行き来もできて非常に便利です。さらに、
大阪・京都・奈良の市内にも近く、神戸にも電車

ATR（株式会社国際電気通信基礎技術研究所）

港 隆史さん
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未来に
進む町

（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
住所：京都府相楽郡精華町光台二丁目２番地２ TEL 0774-95-1111
URL https://www.atr.jp/
「情報通信関連分野における先駆的・独創的研究の推進」、
「産・学・官の連携と高度な専門的人材の育成」、
「研究開発を通
じた未来社会への貢献」という３つの大きなミッションのもと脳情報科学、ライフ・サポートロボット、
無線通信など情
報通信分野と生命科学に関する研究開発・事業化を推進しています。

（株）島津製作所 基礎技術研究所
住所：京都府相楽郡精華町光台三丁目９番地４ TEL 0774-95-1600
URL http://www.shimadzu.co.jp
我々は、中長期視点での革新技術の獲得や新規事業の推進、多様なステークホルダーとの連携を通じ、社会課題を解決す
るイノベーション創出を目指します。また、それを目的に、新研究棟「SHIMADZUみらい共創ラボ」を2020年8月に竣
工し、活動の基盤としていきます。

けいはんなプラザ

住所：京都府相楽郡精華町光台一丁目７番地 TEL 0774-95-5111
URL http://www.keihanna-plaza.co.jp/
関西文化学術研究都市の中核施設として、文化・学術・研究の交流を総合的に推進していく重要な役割を担い、レンタル
ラボ、コンベンション施設、ホテル、レストランなどを備えた複合施設。最先端の学術研究や文化に触れられる身近な機
会として、講演会、コンサートなどを開催しています。

パナソニック（株）イノベーション推進部門 京阪奈地区
住所：京都府相楽郡精華町光台三丁目４番地 TEL 0774-98-2502
URL http://panasonic.co.jp/
パナソニック本社の研究所として、
「新事業を拓き、お客様が驚くような、より良いくらしや社会、世界を築くことに貢献
する」をミッションとし、革新的な技術の研究開発に挑戦しています。

京セラ（株）けいはんなリサーチセンター

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）ユニバーサルコミュニケーション研究所

住所：京都府相楽郡精華町光台三丁目5番地3 TEL 0774-95-2121
URL http://www.kyocera.co.jp
結晶成長技術や薄膜微細加工技術を活用し、情報通信分野や、環境・エネルギー分野、生活文化分野の進歩発展に貢献で
きる光・電子デバイス、太陽電池などの基礎研究、及び応用開発を行っています。

住所:京都府相楽郡精華町光台三丁目５番地 TEL 0774-98-6300
URL http://ucri.nict.go.jp/
言語・文化・能力・情報量の壁を超えて「伝えたいことが伝えられる」、
「知りたいことがわかる」ユニバーサルコミュニ
ケーション社会の実現を目指した研究開発を行っています。

サレックステクノロジー（株）けいはんな本社

サントリー ワールド リサーチセンター

住所：京都府相楽郡精華町光台二丁目3番地1 TEL 0774-98-3781
URL https://www.silex.jp
無線技術を軸にグローバルな機器組込みビジネスを支える研究開発拠点です。
設計・開発・生産といった一連のプロセスをここに集約することで高い品質基準と顧客要望への柔軟な対応を強みとし
ています。

住所：京都府相楽郡精華町精華台八丁目1番地1 TEL 0774-66-1110（代表）
URL http://www.suntory.co.jp/company/research/swr/
サントリーグループの基盤研究、技術開発の機能を集約した研究開発拠点
（2015年5月竣工）です。サントリーウエル
ネス（株）健康科学研究所、サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート（株）安全性科学センター、サントリーグロー
バルイノベーションセンター（株）、
（公財）サントリー生命科学財団等が入居し、
「美味しさ」
・
「健康」
・
「水・花・環境」と
いった領域で世界最先端の研究に取り組んでいます。
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未来に進む町

最先端をひらくまち
けいはんな学研都市
精華町
京都、
大阪、奈良の三府県にまたがる緑豊
かな京阪奈丘陵において、
文化・学術・研究の
新しい拠点の形成を目指す関西文化学術研
究都市（けいはんな学研都市）。
精華町は、12ある文化学術研究地区のう
ちの３地区を擁する学研都市の中心に位置
しています。
そのため、
国や民間の先端技術
に関する研究開発施設が特に集積している
地域でもあります。
学研都市のシンボルとして整備された精
華大通りやけいはんな記念公園、けいはんな
プラザなどには多くの人が訪れ、さまざまな
交流が盛んに行われています。
また、
「関西イノベーション国際戦略総合
特区」にも指定されていることから、新産業
の創出や研究機関・企業の集積にさらに弾み
がつくことが期待されています。

日本電産（株）生産技術研究所
住所：京都府相楽郡精華町光台三丁目9番地1 TEL 0774-81-1111
URL http://www.nidec.com/ja-jp/
日本電産グループの成長を加速するための、ものづくり基盤の強化と、大学、研究機関、企業とのネットワークによる、先
端技術取り組みのオープンイノベーションを推進します。

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
住所：京都府相楽郡精華町精華台七丁目5番地1 京都府木津川市木津川台九丁目6番地 TEL 0774-66-7545
URL http://kick-kyoto.com/
関西イノベーション国際戦略総合特区や国家戦略特区の中核拠点として、健康・医療、エネルギー・ICT
（情報通信技術）、
農業・食糧、文化・教育などの分野について、産学公連携のもと、次世代スマートシティの実現に向け、
「スマートライフ」、
「スマートエネルギー＆ICT」、
「スマートアグリ」、
「スマートカルチャー＆エデュケーション」の４つの研究開発テーマを
推進しています。

国立国会図書館関西館

住所：京都府相楽郡精華町精華台八丁目１番地３ TEL 0774-98-1200
URL http://www.ndl.go.jp/
350席ある閲覧室では、満18歳以上ならどなたでもアジア資料、欧文雑誌、科学技術関係資料を始めとする特色ある蔵
書を閲覧・複写できます。さらに国立国会図書館デジタルコレクションなど、遠隔地から利用できる電子図書館サービス
や、高度情報化社会に対応した先進的な事業に積極的に取り組むなど、情報発信の拠点としての役割も担っています。

NTTコミュニケーション科学基礎研究所
住所：京都府相楽郡精華町光台二丁目4番地 TEL 0774-93-5020
URL http://www.kecl.ntt.co.jp
ＮＴＴの研究開発拠点の一つとして、
「こころまで伝わる」未来のコミュニケーションの実現をテーマに、人・情報への
深い理解に基づいた新たな理論や処理技術の確立を目ざす情報科学および人間科学の基礎研究に取り組んでいます。
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せいかおいしい図鑑

ル・パティシエ・ヤマダ TEL 0774-95-0555
精華町光台九丁目８番地８ アイアールポート1F
お菓子の工房 がとぅぎゃらりぃ TEL 0774-73-6894
精華町桜が丘二丁目８番地９

御生菓子司 ふたば TEL 0774-29-4529
精華町祝園西一丁目40番地4

スイーツ
タイムリーな精華町の観光情報は
精華町観光ポータルサイト

検索

甘い誘惑がいっぱいのスイーツタウン！

ポエム洋菓子店 TEL 0774-93-0399
精華町祝園杉本９番地

パティスリー華 TEL 0774-94-9292
精華町祝園西一丁目２番地５

パティスリー ル・フルティエ TEL 0774-95-0809
精華町祝園西一丁目９番地46 せいかガーデンシティ 1F

御菓子司 松雲堂 TEL 0774-94-2339
精華町祝園一丁田５番地23
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せいかおいしい図鑑

あなたのお気に入りがきっとある！
家族や友達と精華町でおいしい体験を
精華町には、スイーツやパン・カフェの人気店が多く、家
族連れで食事を楽しめるレストランも充実。地元の特産品
のイチゴや洛いもを使ったお菓子やお酒もあるから、お気
に入りのお店やとっておきの味を探しに精華町に出かけ
よう。

イチゴ

華やぎ観光農園 TEL 0774-93-4811

旬の大粒イチゴを召し上がれ♥
ひろびろ苺ファーム TEL 090-2107-3887

おみやげ
けいはんなプラザ TEL 0774-95-5179（caféライン）

JA グリーンマーケット TEL 0774-94-5698
愛菜館 TEL 0774-72-5459

洛いも焼酎 精華の夢TEL 0774-94-5140（紺屋書店）

思い出と一緒におみやげを！

せいか苺のフレーバーティーと苺酢
TEL 0774-73-0824（グリーンハ〜モニー）

精華町町勢要覧
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せいかおいしい図鑑

Yell Cafe（え〜る かふぇ）
TEL 0774-84-9894
精華町下狛上新庄31番地

ハルニレカフェ 8620.cafe TEL 070-2276-8620
精華町下狛林前18番地3

森のCafé 〜ながたん〜 TEL 090-8877-4991
精華町精華台六丁目1番地

うな喜 TEL 0774-98-3414
精華町光台九丁目９番地3

セルドール TEL 0774-72-9286
精華町桜が丘三丁目26番地6

カフェ・パン・グルメ

蕎麦人 TEL 0774-94-5332
精華町光台四丁目45番地10
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町内の名店で
おいしい巡り

ブレッドギャラリー 丸星堂 TEL 0774-26-3280
精華町光台五丁目25番地6

ブーランジュリーフルール TEL 0774-73-2929
精華町桜が丘三丁目14番地5

こだまパン TEL 0774-77-8143
精華町下狛上新庄50番地2

せいかおいしい図鑑

家族で出かけよう
精華町お薦めの散策コースへ
スイーツやカフェ、パンなどの人気店

イチゴ狩りとスイーツを楽しむファミリーコース
（所要時間：約4.5時間4.5㎞）
こだまパンor
ハルニレカフェ

近鉄狛田（JR下狛）駅

近鉄新祝園
（JR祝園）駅

鞍岡神社

イチゴ狩り
（華やぎ観光農園・
ひろびろ苺ファーム）

パティスリー華

みんなが大好きなパンのお店やおしゃれなカフェでのんびりくつろいだ後は、歴史の残
る神社へ。そして摘みたてのフレッシュなイチゴを食べた後は、スイーツの人気店で家族
それぞれ気になるケーキで大満足。

学研都市の町並みを楽しみつつ、自然と触れ合う散策コース
（所要時間：約5時間9.5㎞）
近鉄新祝園
（JR祝園）駅

けいはんな記念公園

蕎麦人

くるりんバ

ス

が多く、緑豊かで美しく整備された公園
近鉄新祝園
（JR祝園）駅

が点在する精華町で、
グルメを楽しみリ
ラックスした一日を過ごすことができ
るお薦めのコースを紹介します。

御生菓子司
ふたば

畑ノ前公園遺跡の杜

本格的な手打ち蕎麦を味わった後は、季節の移り変わりを感じながら学研都市の町並
みと広大な公園内をゆったりと散策しよう。ひと休みは遺跡のある公園で。和菓子の人
気店で旬のフルーツをたっぷり使ったスイーツも楽しみましょう。

2っの

下狛駅

こだまパン

散策コース
マップ

狛田駅

Yell Cafe（え〜る かふぇ）
精華下狛
Ｉ.Ｃ

煤谷

鞍岡神社

川

ハルニレカフェ

若王寺

都線
近鉄京

イチゴ狩りとスイーツを
楽しむファミリーコース

華やぎ観光農園
安楽寺

学研都市の町並みを
楽しみつつ、
自然と触れ合う散策コース

武内神社

祝園神社
観音寺

精華くるりんバスでの移動

パティスリー華
御生菓子司
ふたば

御菓子司
松雲堂
駅
新祝園
祝園駅

精華町役場
町立図書館

ひろびろ
苺ファーム

ポエム洋菓子店

来迎寺

蓮台寺
稲植神社

釈迦の池
かしのき苑

畑線

祝園東

畑ノ前公園遺跡の杜

森のCafé 〜ながたん〜

うな喜
ル・パティシエ・ヤマダ

けいはんなプラザ

蕎麦人

精華大通り

2
国立国会図書館
関西館

学研都市病院
精華学研
Ｉ.Ｃ

木津川
台駅

水景園

けいはんな記念公園

ＪＲ
学

研

都

市

線

山田川駅

ブレッドギャラリー 丸星堂

精華町町勢要覧
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せいかで輝く人々

移 転 前 の2003年 は 取 引 先 数 約100社 で し た が、

学研都市のブランド力と
優遇措置による大型設備投資で
飛躍的な成長が可能に

2018年には取引先数約500社と、会社の規模を飛躍
的に発展させることができました。そのほか、HPの閲
覧数や社員応募数もケタ違いに増え、
社内の出生率は
2.3人（全国平均1.5人以下）、社員の持ち家率93％と
なっています。また、具体的な数字に表わすのは難しい

当社はライフラインやプラントシステムのパイプ

のですが、
「学研都市」
「京都」というブランド力は絶大

ラインで使用する伸縮管継手の設計・製作を受注生産

で、会社に対する信用が上積みされていると感じてい

で行っています。2007年に大阪からここ精華町に移

ます。

転してからは、実証実験により製品の機能や安全性な
どを評価するという新たな事業もスタートさせまし
た。
これは大阪時代からの私の夢の1つで、納期に追わ
れる製造現場とは別次元の実験や研究ができる部門
がほしいと考えていました。初期投資への助成金な

日本ニューロン株式会社

岩本 泰一さん

ど、町からの招致優遇措置により先進的な大型検査設
備への投資を積極的に行うことができ、実現につな
がったことは本当にありがたいと思っています。

音楽を通して心を育てる
感性に刺激を与え表現力や
集中力もアップ

耳を育てること、そして、歌詞を大切にする表現方法を子どもたちに
考えさせ、メッセージがちゃんと伝わる合唱を届けられるように指導
することを心掛けています。
週に1度の練習日には、
「今日はちょっと元気がない」とか、
「最近す
ごく生き生きしているな」というように団員に寄り添い声をかけて見
守っています。
入団時には、自分の名前を言う時にも小さな声しか出せなかった子
が、人前で堂々と話したり歌が歌えるようになったりなど、子ども1
人1人の成長を感じています。また、
卒団生が40人ぐらいいるのです
が、時々顔を見せに来てくれます。今年の成人式でも成長した姿を見
せてくれ、団員の励みとなり指導者としてやりがいを感じられる1コ
マとなりました。

精華町少年少女合唱団

弓矢 美弥さん（指揮者）

精華町少年少女合唱団

岸田 典子さん（伴奏者）

「子どもが輝き 生涯いきいき 人をはぐくむ 学研都市精華町」
を教
育大綱に掲げるわが町、精華町は1968年に、次世代の担い手である
子どもの健全な成長を願い掲げた「こどもを守る町宣言」を提唱し、
2007年に精華町少年少女合唱団を立ち上げました。
現在、町内の５つの小学校と３つの中学校の各校より、小学２年生
から中学３年生まで35人が在団しています。毎週土曜の午後に練習
を行い、
夏には2泊3日で合宿を行っています。毎年、発表の場とし
て、
「成人式」をはじめ、
「敬老会」や「精華町ふれあいまつり」などの町
内行事での発表や福祉施設への訪問、年に１回、京都府内の少年少女
合唱団が一堂に集まる「こども合唱祭」にも参加しています。
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子どもたちは合唱の練習時間を楽しみにしていて、心身ともに居
場所になってくれたらうれしいなと思っています。
今後は、音楽的にさらにレベルアップさせ団員として仲間をもっ

私たちはさまざまな地域から学年を越えて集まってくる子どもた

と増やしたいと思います。音楽活動は、表現力や集中力、積極性もつ

ちが、合唱を通じて1人1人の存在を大切にし、歌うことを通じてお

き、子どもの成長に良い影響を与えるので、団員の皆さんが町内外の

互いを認め合い高め合うことを目指しています。
相手の気持ちを思

合唱団との交流や行事への参加を通じてさまざまな音楽に触れてほ

いやる気持ちを育てるということが活動の趣旨です。さらに日々の

しいと願っています。そしてより多くの人に精華町少年少女合唱団

練習において正しい音程をとること、美しいハーモニーを響かせる

の歌声を届けていきたいです。

精華町町勢要覧

せいかで輝く人々

人づくりという点では、人格形成や人間力を高めて
い く 上 で、
「報 酬」と「福 利 厚 生」以 外 に
「や り が い」と
「いごこち」を重要視しています。このため、仕事をす

クが形骸化せず機能していることも大きな魅力です。
また、大阪大学の名誉教授が月に1回講義に来てくだ
さり、当社の溶接職人などが参加しています。

るためだけに集まるスーパードライ企業ではなく、わ

学研都市はブランドとしてもっとポテンシャルがあ

が社は人間力を形成するために暑苦しいくらいのウ

ると考えており、今後は筑波研究学園都市と双璧と言

ルトラウェット企業を標榜しています。

われるくらいにけいはんな学研都市の知名度を上げた

近隣企業との社員同士の意見交換や精華町商工会

いと考えています。

との交流も活発になりつつあり、産官学のネットワー

あり賑わいました。特にスタンディングバーでは、知らない方同士が

「Seika One」
楽しい交流イベントを通して
地元企業と住民のかけ橋に

意気投合して友達になったり、毎年来てくれる若い夫婦が何年か経
つとベビーカ―を押して来てくださり、さらに何年かすると子ども
がもう1人増えていたりする光景を見ることができ、活動に面白さ
を感じています。
精華町の人口の約半分は新興地にお住まいの
方のため、生活に何か問題が起きた時はネットで
探した業者に依頼されることが多く、地元におカ
ネを落としていません。町内で経済が回ると我々
だけでなく、税収が増えて町も潤うので住民にも
メリットがあります。その課題をアピールしつ
つ、我々の存在をさらに伝えていく必要性を感じ

精華町商工会青年部

喜多 勇介さん

精華町商工会青年部

堀岡 永弥さん

精華町商工会青年部

吉田 雄一朗さん

地元商工業者の若手の経営者・後継者の集まりで、事業を通じて地
域の皆さんとの交流を図ることで、私たちの存在を知ってもらうと
ともに、地元への貢献を目指しています。
精華町は古くから住民が暮らすエリアと国家プロジェクト
（関西

ています。
また、次代の青年部を担う新入部員を増やして
いくことも課題です。いまはボランティア感覚で
やっていることが多いのですが、将来的にはビジ

ネスに直接的につながる形を目指し、青年部に入って売り上げが伸
びたという人が出てくることで若手部員も増えるようになっていく
ことが理想だと考えています。

文化学術研究都市建設）で開発された近代的な新興地が共存する特
殊な地域です。新興地への転入により人口は増えたのですが、元々の
住民との交流は少ないと考えており、このことから住民同士や企業
とのかけ橋になりたいと考え、私たち青年部では「Seika One」をス
ローガンに掲げています。毎月行う会議では、事業活動によって地域
の人と私たちがどうつながっていけるのかを模索しています。
主な活動は、町の最大イベントである「せいか祭り」での屋台出店
や、ふるさとの魅力を再発見する交流事業「まちかど探検隊」、そし
て、2006年から毎夏3日間、祝園駅前でオープンしているスタン
ディングバーです。昨夏は新興地に会場を設け、
「夏フェス」というイ
ベントも実施したところ、それぞれ約300人と1500人の来場者が

精華町町勢要覧
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せいかで輝く人々

精華町食生活改善推進員協議会（精華町あすなろ会）

「お隣さんからお向かいさんへ」
健康づくりの案内役として
料理講習会やレシピ提案など幅広く活動
『私たちの健康は私たちの手で』をスローガンに町民の健康寿命
を延ばすため、食生活の改善に取り組み続け、今年で38年を迎える
ボランティア団体です。京都府や精華町が行う養成講座を受講し、

参加者から寄せられる「もう1品加えるように頑張ります」や、
「今まで

食に関する知識や技術を身に付けた後、会員となります。一昨年は6

の食生活を見直して地元のよい食材を取り入れたい」
といったメッ

期生17名が入会し、現在会員は48名で、地域ごとに4班に分かれて

セージを励みに活動しています。

活動を行っています。

また、
会員同士でもいろんな意見を出し合って勉強し、
料理を楽

具体的な活動内容は、町内の各地域からの要請を受けて健康教室

しみおいしく食べることが自分たちの健康づくりにもつながって

や料理講習会の開催、ウェブサイトや町広報誌「華創」へのレシピの

います。
精華町は食や健康に対する重要性に理解があり、
温かい目

掲載もしています。また、簡単に調理できるレシピを考案し、
「京都

で見守ってくれていることもありがたく思っています。

生協コープ祝園駅店」や「ひょうたんや」といったスーパーに設置し
ています。

町の規模が大きくなるにつれて推進員の数が十分ではなくなっ
たこともあり、
令和2年度も7期生を募集する予定です。
養成講座

野菜は地元のJAで購入するなど地産地消を基本とし、町の最大の

を受講すると食育アドバイザーという資格をもらえるので就職に

イベントである「せいか祭り」では、地元の食材を使用し減塩調理し

も有利になると思います。
興味のある方はぜひ応募してください。

た「あすなろ汁」を提供し、参加者に喜んでも
らっています。
現代はインターネットなどから簡単にレシ
ピが手に入るようになりましたが、食育の一
環として小学校で味噌汁の出汁の取り方を教
えることに加え、マタニティや男性向けの料
理講習を行うなど、多様化するニーズに合わ
せて幅広い活動を行っています。
100％ボランティア活動のため、家族の理
解・協力なしでは続けることが難しいですが、

せいか食育劇団もぐもぐ

子どもたちの笑顔が原動力に
寸劇を通じて食の大切さを伝える
健康増進に力を入れる精華町が、町民が生き生きと元気に活動で
きるグループ作りをしようと呼びかけ、それに応じ、
「食」
にこだわ
りを持つメンバーが集まり、平成20年に立ち上げたボランティア
劇団です。
現在は、主婦を中心として16名の会員が、毎年オリジナルの寸劇
を作り、町内の保育所や幼稚園を訪問して、小さな子どもたちに食
の大切さを伝えています。平成29年には地域への功績が認められ、
文部科学大臣表彰を受けました。また、新聞やテレビ、ラジオの取材
も受けるなど、一定の評価をいただいています。
寸劇のテーマは、
「朝ごはんを食べよう」、
「よくかんで食べよう」
など、
子どもたちに小さなうちから身に付けてもらいたいと願う食
習慣です。一方的に見せるだけでなく、一緒に作り上げていけるよ
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う、子どもたちも参加できるような構成にしています。町の食育キャラク
ターの
「いちごちゃん」も大人気で、真剣な眼差しで見て、
歓声を上げ、無邪
気な笑顔を見せてくれることが活動を続ける原動力になっています。先生
方からも、
「伝えてもらったことをちゃんと実践しています」といったお声
をいただくことも多く、成果を感じています。
活動自体はボランティアですが、着ぐるみおよび舞台用小道具の保管や

