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2018年 7月 9日 

報道関係各位 
 

京都府 向日市 
 

イオンモール株式会社 

イオンモール京都桂川 
 

合言葉は〝ちょっとクールシェアしない？″ 

～地域のみなさまといっしょに、楽しくエコ活動～ 
 

京都府向日市・イオンモール京都桂川「クールシェア」※1共同推進宣言について 
 

京都府向日市（以下、「向日市」）と、イオンモール京都桂川は、環境省が提唱する「クールシェア」

について、共同して推進することを宣言します。 

期間中は、向日市に所在する公共施設や文化施設などの地域のみなさまに開かれた施設と、イオン

モール京都桂川を地域最大級の「クールシェアスポット」として登録し、向日市とイオンモール京都

桂川の共同イベントや様々なサービスを通じて、1人あたりのエアコン使用を見直すきっかけづくり、

また熱中症対策として、「クールシェア」を地域のみなさまへ広く情報発信を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 実施期間 

2018年 7月 13日（金）～2018年 9月 2日（日） 
 

2. クールシェアスポット 

向日市立図書館、向日市文化資料館、向日市天文館 

歴史文化交流センター（向日市民体育館内）、イオンモール京都桂川 
 

3. クールシェア取組内容 

実施概要参照 
 

7 月 10日 15:00 より、向日市役所にて、「クールシェア共同推進宣言」を行います。 

当日の報道関係者の取材のお申込みは、向日市 企画広報課までお問合せください。 

（出席予定者：向日市長 安田 守、イオンモール京都桂川 GM 東 雅史） 
 

4. 本件に関するお問合せ先 

京都府向日市 ふるさと創生推進部 企画広報課 075-931-1111（代） 

イオンモール京都桂川「クールシェア」担当 075-921-6200（事務所直通） 
 

 

以上 
 

 

※1：「クールシェア」について（環境省 WEBサイト抜粋） 

オフィスや家庭での冷房時に室温 28℃でも快適に過ごすことができる工夫「クールビズ」から、さらに一歩踏み込

み、エアコンの使い方を見直し、涼を分かち合うのがクールシェアです。家族や地域で楽しみながら節電に取り組

むことができます。夏の暑い日は、家の電気使用量の半分以上をエアコンが占めています。家庭では、複数のエア

コン使用をやめなるべく 1部屋に集まる工夫をしたり、公園や図書館などの公共施設を利用することで涼をシェア

する、など 1人あたりのエアコン使用を見直すことがクールシェアの考え方です。 



- 2 - 

 

京都府向日市・イオンモール京都桂川「クールシェア」共同推進宣言 実施概要 

 
■向日市・イオンモール京都桂川「クールシェア」の共同取組み 

 

1. 「クールシェア」共同取組み記念イベント「ここも むこうも〝涼祭″」 

[期間] 2018年 8月 11日（土・祝）～2018年 8月 16日（木） 

[場所] イオンモール京都桂川 １Ｆ 竹の広場 

[内容]  

① 初開催！向日市夏祭り in イオンモール京都桂川 

日時：8月 14日（火）～16日（木）  

各日 14:00～17:00（予定） 
 

内容：今年で鎮座千三百年の歴史ある向日神社 

にて、8 月 25日（土）に初開催される 

「向日市夏祭り」のプレイベントとして、モール内に盆踊りの〝やぐら″を設置。 

涼しいイオンモール館内で夏祭り本番さながらの「向日ふるさと音頭」の披露を行い

ます。また、8 月 15 日（水）14:00 に、向日市 安田市長も来店予定。みなさまと    

一緒にイベントを盛り上げていただきます。 
 

② ＨＯＴな！激辛夏祭り！ 

日時：8月 11日（土・祝）・12日（日） 

各日 11:00～17:00 

内容：京都向日市激辛商店街とのタイアップイベント。商店街からの激辛店舗の出店 

モール館内で、激辛体験を。 
 

※8 月 13 日（月）～8 月 16 日（木）に同会場にて、むかし懐かしい縁日など三世代で楽

しめるイベントも同時開催します。 
 

2. 向日市観光写真コンテスト入賞作品展示会 

[期間] 2018年 8月 11日（土・祝）～9月 2日（日） 

[場所] イオンモール京都桂川 1F館内各所 

[内容] 2018年 8月より募集開始の「第 22回 向日市観光写真コンテスト」のＰＲとして、 

これまでの入賞作品の展示を実施します。また、向日市の「ふるさと」や「自然」、「イ

ベント」など向日市の魅力を表現する作品を募集テーマとなることから、「クールシェア」

の視点も取り入れた作品のご応募も期待できます。 
 

3. 向日市民の花〝ひまわり″をモチーフにした「クールシェアスポット」登場！ 

[期間] 7月 11日（水）～8月 20日（月） 

[場所] イオンモール京都桂川 1F屋外イベントステージ「桂川舞台」横スペース 

[内容] 向日市民の花である〝ひまわり″をモチーフにした、 

ミスト発生機器を約 20台設置。ご家族で楽しめる 

期間限定のクールスポットです。 

 

 （ひまわりミスト イメージ） 

（京都激辛商店街キャラクター「からっキー」） 

（やぐらイメージ） （向日神社） 
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■イオンモール京都桂川「クールシェア」の取組み 
 

「ハピネスモールでクールシェア。」をテーマとし、全国のイオンモールで、モールの空間だから

こそできるイベントなど、その地域に根ざした素敵な夏の思い出づくりのご提案を行います。 
 

イオンモール京都桂川の館内平均気温は「26 ℃」。地域最大級の「クールシェアスポット」で、 

楽しく、快適な「クールシェア」をご提案します。 
 

1. 常設のクールシェアスポット 

モール内に配置されたソファやベンチ、レストラン、フードコート、映画館など、イオンモー

ルには、合計約 6,200 席のソファやベンチ、客席をご用意しております。 

また、期間中は、モール内 3個所に休憩スポットとしてベンチを増設します。 

（ソファやベンチ、客席内訳） 

モール内配置ソファ・ベンチ 約 300か所 約 500席、シネマ 約 2,000席 

フードコート（2か所）約 1,450席、レストラン約 2,250席 
 

「ウェルカム ミストシャワー」設置 

JR桂川駅入口前デッキに、電車でご来店のお客さまに涼を感じていただける 

「ミストシャワー」を設置します。 

[開始日] 7月 13日（金）～  [時間] 9:00～18:00 
 

2. 京都府で唯一の 4DX 搭載のイオンシネマで、クール体験を！ 

7月 13日公開の「ジュラシックワールド／炎の王国」で、作品に合わせて動くチェア、 

ミストや風などの環境効果。映画のスクリーン上のアクション

と完璧なシンクロ体験を。 

[日時] 7月 13 日（金）より上映 

※詳細はイオンシネマ京都桂川ホームページにてご確認ください。

（https://cinema.aeoncinema.com/wm/katsuragawa/） 

◆恐竜イベント「恐竜王国」同時開催！ 

[日時] 7月 14日（土）～16日（祝・月） 11:00～17:00 

[場所] 1F竹の広場、月の広場 他館内各所  

[内容]  全長約４ｍのティラノサウルス、モノロフォサウルスに乗れるアトラクション 

や、恐竜迷路、スタンプラリー、フォトスポットなど恐竜一色の 3日間 

（各アトラクションは有料） 

 

 

 

 

 

 
 

3. 早朝や深夜も〝クールシェア″「東急スポーツオアシス」24時間営業開始！ 
 

地域最大級のフィットネスクラブ「東急スポーツオアシス」が 

7月 1日より 24時間営業開始。新しいフィットネスライフが 

スタートできます。ご利用方法はホームページでご確認ください。

（http://www.sportsoasis.co.jp/sh17/） 

（イメージ） 

https://cinema.aeoncinema.com/wm/katsuragawa/
http://www.sportsoasis.co.jp/sh17/
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4. 猛暑の夏も安心。キッズのあそび場が期間限定で登場。 

未就学のお子さまに大人気のあそび場「かつらがわぱあく」や、アミューズメント施設「楽市

楽座」・「モーリーファンタジー」に加え、期間限定で「こども縁日」や「わくわくキッズひろ

ば」が登場。猛暑の夏も安心。涼しいイオンモールで元気いっぱい遊ぼう！ 

◆こども縁日 

[日時] 7月 20日（金）～7月 29日（日） [場所] 1F月の広場 

[内容] 縁日で人気なキャラクターヨーヨーつりやスーパーくじびきが大集合！（有料） 

◆わくわくキッズひろば 

[日時] 7月 18日（水）、19日（木）、8月 12日（日）～17日（金） 

8月 20日（月）～24日（金）、29日（水）～31日（金） 

[場所] 1F 竹の広場 又は 月の広場 

[内容] キッズが大好きなふわふわ遊具や、のりもの遊具が大集合！（有料） 

 

 

 
 

 

 

5. イオンスタイル、専門店各店からも「クールシェア」提案を多数ご用意 

レストランやフードコート、カフェでの夏限定の涼感メニューや、夏を快適に過ごす、  

クールアイテムやサービスを多数ご提案します。 

6. その他のイベント 

① イオンモール京都桂川×京都水族館「出張！京都水族館」 

[日時] 7月 21 日（土）・22日（日） 各日 10:00～17:00 

[内容] イオンモール京都桂川と京都水族館がタイアップしたスペシャルイベント。涼を感 

じる金魚の展示や金魚検定のほか、豪華景品があたる京都水族館オリジナルくじ

「ラッキードルフィンくじ」の出展など盛り沢山の2日間（※一部有料コンテンツあり。） 

② 恒例 音楽隊コンサート 

[内容] 毎月恒例の京都市消防音楽隊、京都府警察音楽隊による大迫力のコンサート 

[日時] □京都市消防音楽隊「防火ふれあいコンサート」 

7月 23日（月）11:00～11:30   

□京都府警察音楽隊「平安ふれあいコンサート」 

7月 26日（木）・8月 17日（金） 各 12:30～13:15 

[場所] 3Fイオンホール 

③ 最大 7回分。平日駐車場プラス 1時間無料サービス 

夏休みの平日は、ゆっくり滞在いただけるよう、イオンモール京都桂川ＬＩＮＥ＠お友だ

ち限定で毎週平日に平日駐車場 1時間無料クーポンを配信。あわせて新規お友だち登録を

頂いたお客様へもクーポンをプレゼントします。（初回クーポン配信日 7月 17日予定） 
 

その他、イオンモール京都桂川での「クールシェア」の取組み詳細はホームページでご確認

ください。（http://kyotokatsuragawa-aeonmall.com/） 

 

（3F かつらがわぱあく） （こども縁日イメージ） （わくわくキッズ広場イメージ） 

http://kyotokatsuragawa-aeonmall.com/
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■向日市「クールシェア」の取組み 
 

以下の 4施設を「クールシェアスポット」として登録し、期間中様々なイベントを開催します。 
 

1. 向日市立図書館 

向日市に住んでいる方、向日市内に在勤（パート・アルバイトは除く）・在学している方なら

どなたでも借りることができます。向日市立図書館には約 17 万冊の本と雑誌、約 5,600 点の

CD などがあります。 図書館の所蔵資料をご自宅のパソコンやスマートフォンなどから探した

り、予約することができます。 
 

≪イベント概要≫ 

① なつやすみおはなし会プラスコンサート 

[日時] 7月 25 日（水）・26日（木）各日 10:30～11:30 

[内容] 絵本によるおはなし、紙芝居、ストーリーテリング、ＣＤによるミニコンサ 

ート。お子さまだけが入場できるおはなし会。 

※事前申込、定員各回 60名、4歳～小学生 
 

② 臨時自習室 

[日時] 8月 14 日（火）～17日（金）、21日（火）～24日（金）各日 10:30～17:30 

[内容] 図書館 2階研修室に臨時自習室を開設します。 

（向日市内在住の小学 5年生以上、定員 20名） 
 

各種イベントの詳細及び施設概要はホームページにてご確認ください。

（http://www.library.muko.kyoto.jp） 

 

2. 向日市文化資料館 

向日市文化資料館は、古代の都"長岡京"（784〜794年）の宮跡の一角に

遷都 1200 年を記念して建設されました。常設展では、向日市内にある

国の史跡長岡宮大極殿・朝堂院の復元模型や、遺跡からの出土品を展示

して、都に生きた人々の暮らしぶりを紹介しています。 
 

≪イベント概要≫ 

① 夏休みこども歴史教室 

[内容] 「紙漉き体験で向日庵を知る」 7月 25日（水）・26日（木）13:30～16:00 

「兜を作って西岡衆を学ぶ   7月 27日（金）・28日（土）13:30～16:00 
 

② 夏休み体験イベント「長岡宮の都人に変身！」 

[日時] 8月 10 日（金） ①10:00～12:00 ②13:30～15:30 
 

③ 企画展「発掘された京都の歴史 2018～いにしえの技とデザイン～」 

[日時] 8月 4日（土）～26日（日） 10:00～18:00（入館は 17:30まで） 

[主催] 京都府教育委員会、公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター 
 

各種イベントの参加対象、参加費、参加人数などの詳細及び施設概要はホームページに

てご確認ください。（http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/bunka/） 
 

http://www.library.muko.kyoto.jp/
http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/bunka/
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3. 向日市天文館 

開館 25周年となる向日市天文館は、定員 80

人のプラネタリウム室と口径 40 センチの反

射望遠鏡が設けられているドーム型天体観

測室を備えています。 
 

≪イベント概要≫ 

① 開館 25周年記念 planetarian ～ちいさなほしのゆめ～ プラネタリウム特別版 

[日時] 7月 25 日（水）～8月 30日（木） 

[料金] 大人 200 円、小・中学生 100円 ※幼児無料（保護者同伴） 
 

② 天体観望会 

(1)「夏の大三角と惑星」  

8月 11日（祝・土） 19:00～21:00 

※定員 40名。8月 1日までに天文館にて申込み。定員を超えた場合は抽選。 

(2)「夏休み親子天体観望会」  

8月 25日（土） 19:30～20:30 

※定員 40名。8月 15日までに天文館にて申込み。定員を超えた場合は抽選。 
 

③ その他 

七夕コンサート 8月 4日（土） 16:30～17:30 

夏の天文教室 8月 9日（木）、10日（金）、17日（金） 

 

各種イベントの参加対象、参加費、参加人数などの詳細及び施設概要はホームページに

てご確認ください。（http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/tenmonkan/） 

 

4. 歴史文化交流センター（向日市民体育館内） 

歴史文化交流センターは、向日市民体育館 1 階ロビーにあり、体育館周辺の遺跡の発掘調査で

発見された縄文・弥生時代、古墳時代の土器や石器を展示。また向日市に中心があった「長岡

京」の解説などをパネル展示しています。 
 

≪イベント概要≫ 

① 「平和書道展」入賞作品展示 

[日時] 7月 24 日（火）～8月 15日（水） 

[内容] 平和への思いを込めた「平和書道展」の入賞作品５０点（市長賞、教育長賞、 

優秀賞、入選）を展示します。 

② ふるさと発見土器どきＤＡＹ 

[日時] 8月 2日（木） 

[内容] 解説を交えた土器・石器の公開入れ替えや、土器作り体験などを実施します。 

 

各種イベントの詳細及び施設概要はホームページにてご確認ください。

（http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/event/1529970938989.html） 

以上 

http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/tenmonkan/
http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/event/1529970938989.html

