


まちなかを歩く日 2012 イベント一覧

まなぴや 2012 
11 月 2 目(金】 -18 目{目}

元・立蔵小学校(木屋町遭蛸藁師下る}にて 

11 月 2 日(金:l Drakskip ライブ 

11 月 3 日(土・祝ヨ
『梅田優子の告白』上映{女性限定)
深井朝子監督&祇園芸妓つる葉古んトークショー{女性限定]
『白からの風』上映/竹の箸作り 

11 月 3 日(土・初 4 目(目)
『御説次郎吉格子』無声映画上映(弁士付き)
子供映画ワーヲショッブ(京都映画倶楽部主催)
高瀬川フォークジャンボリー(立誠購買部主催)
パー職員室
学校歴史博物館展『呈帰りした日本画』
イラストレタ中川学作品展
村田峰紀ワーヲショッブ・作品展示 

Ll CCA展・山本新太郎展 

11 月 3 日(土・初 -9 目(金) 

Kyoto Landscape Collection ランドスケープ 7 大学展 

11 月 3 日(土・祝:) -18 日(日) 高瀬川彫刻展 

11 月 4 日(日)陶器のお茶碗に絵を描く
弛立探偵潰マイヴ」監督林海象さんトークショー 

11 月 11 目(目)力ホン作成ワークショップ
高瀬川会議 

2012 実行委員会

繁昌神社奉納 まちなか華展・茶会 
11 月 3 日【土・祝J 4 日【日J 10-16 時

繁昌神社{高辻週室町西入る}にτ

学生たちの手で催す華展と茶会です。今年はご祭神が三柱の女
神という繁昌神社で、いけばなと茶を奉納します。短大生たち
がまちなかへ出てい〈ことで、地域の活性化に寄与します。

池坊短期大学(地域連携推進室)

錦市場『なペ祭』 
11 月 10 日【土J 19 時-21 時 30分/錦小路・柳居場~御幸町

ご好評いただいている「なベ祭」をパージョンアップ。
御幸町から柳馬場の 3 プロックで多彩な鍋料理や飲み物を楽
しんでいただきます。各種鍋摩曙 300-800 円。ゲーム、抽
選やインタ」ネット、ツイッタ」を活用した企画も。
(協ゐ:京都産業大学経営学部/井村ゼミ)

京都錦市場商店街撮興組合

未来ヘオーライ~三条通みらい工房~ 
11 月 10 日【土J 14 時-16 時

大学連携キャンパス『ににぎJ (三条週油川、路酉入る} 

4 つの学区に接する三条通(堀川~新町)の近未来の理想の景
観を、シミュレ」ション映像で発表。それをもとに、ゲストを
まじえて、みなさんと意見を交換したいと思います。

(協，:tJ :京都エ芸繊維大学/佐々木研究室)
三条通を考えよう会 

Re workshop3 ....染め物と美~ 
11 月 10 目 E土J 11 目【目}

京都市立細川高等学校本能館{油小路週蛸藁閣下る】

小学生の親子を対象とする「染め」のワークショップ。小さ〈
切った反物に、特殊な染料で自由に絵を描いていただき、浴衣

めいりんフェスタ 2012
プレフzスヲ・ 11 月 10 日{土}

めいりんフェス57 :11 月 11 日【日】

京都芸術センヲ一、明倫自治会館(室町週鋤小壇上る}
 

11 月 10 日(土)/京都芸術センヲ -2 階『講堂』
 

17 時開演ベトロフコンサ ト 0 ， 000 円〕
ピアノ植村照、ソプラノ:斎麓景/日本の歌、わらべうたなど 

19 時 30分~ 映画会(作品未定) 
11 月 11 目(目)/京都芸術センヲ -2 階『講堂』
 

10-11 時 マンション住民一斉避難訓練
 
11-12 時 リトミッヲ(民生児童委員会)
 

13-19 時 コーラス、ダンス、着物ショーなど
 
11 月	 10 目(土) 11 目(目)/京都芸術センヲ -2 階「大広間」

明寿会作品展 (11 日 ケーキとコーヒー、紅茶のカフェ) 

11 月	 10 日(土) 11 日(日)/明倫自治会館


京都工芸繊維大学・学生によるインスヲレーション


テーマ『万華鏡への招待』
 

11 月 11 目(目)/京都芸術センヲー『グラウンド」

住民参加テニス試合デモンストレーション

明倫自治連合会・めいりん 7ヱスヲ実行委員会

=・コンパッソ寺町ストリートギャラリー 2012 
11 月 10 日【士) 11 日【日】/寺町京橿商店街【寺町酒・三条~四条1

今年も「中京もえぎ幼稚園」のご協力を賜り、園児たちの力作絵
画を展示いたします。 10 日(土) 14 時 30分から 1 時間、寺町京
極商店街のマスコット「てらぽん」がお子様にお菓子をプレゼン
トします。

寺町京極商店街振興組合

・E車いすももてなす姉小路のまちなみと灯り 
11 月 10 日【土) 11 日{日】姉小蕗界隈【揖小路湿・柳属場~富小路1
姉小路ま古なみ展 

10-17 時/ギャラリー象鯨(姉小路通柳馬場東入る北側)

心に残る日常風景に投票、景観シミュレーションゲームでドキド
キ、デジカメウォッチング。

松山浩子作品展「町家に香る書の景色』 

10-19 時/姉小路画廊(姉小路通柳馬場東入る北側「ガス灯」前)

「人が主役のみちづくりワークショップ』発展版 

17-20 時/姉小路通(柳届場~富小路)

姉小路行灯(秋パージョン)点灯(車両通行止め)。思いやりを尊
重 L、行き交う人にやさしい通り、行き交う人のマナーアップを
通じて、安心・安全な姉小路通をめざします。

中京もえぎ幼稚園園児ミニ行灯展示 

10-19 時/姉小路画廊(姉小路通柳局場東入る北側「ガス灯」前)

幼稚園児が卒園記念に描いた祇園祭のミニ行灯を展示。開固から 

13 年間ずっと姉小路の行灯の絵を描いています。 6年前からは実
物の 1/8 の精巧なミニ行灯を LED で点灯しています。

街並環境整備事業の成果と提案展示 

10-19 時/ギャラリー象鯨(姉小路運柳馬場東入る北側) 

Jum など専門家や外部からも新たな提案を集めました。
姉小路界隈を考える会

-】クイズ『京都の万華鏡を探せ! J 

11 月 10 日【士) 11 日{日】

京都万事館ミュージアム櫛'1]崎通東洞院東入る】

万華鏡ミュージアムの中にある「いかにも京都」な万華績を探して、
クイズにお答え〈ださい。正解の方には特製ポストカード (3 枚組)
をプレゼント。

に仕上げて展示します.科学実験と美、染め・和服・まちづ〈 京都万華鏡ミュージアム姉小路館
りのワークショップも。

ひさだアートインダストリー/ Find You Digital 『シェーナワの想い~輔ヱネJ岬ー社会軒どもたちにつ上映会 

京の三条まちかどミュージアム 2012 
11 月 5 目伺】 -11 目{町/三条週【堀川 1-寺町}他

まちなかの隠れた史跡、お店の宝物な Eをご紹介する「まちか
どミュージアム」。今年は三条過を中心に展開します。

京の三条まちづくり協議会、三条通在考えよう会 

7ィールドミュージアム文化研究所

11 月 11 日【日】 14-16 時ノウインダス京都【東洞院週蝿軍師上る} 

Fイツ南西部シェーナウ市の市民が、子どもの未来を守るために
自然エネルギーの電力会社を誕生させるまでの活動を記録した F 
キュメンタリー映画です。電話でお申込みください。
先着 35 名。保育あり(要予約、有料、 10 月 28 日締切)。
お申込み電話: 075-212一 8013

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

第 61 回池坊短期大学大学祭 
全体主催歩いて暮らせるまちづくり推進会組 11 月 17 日【士) 18 日【日】/池坊短期大学{室町週四条下る}
事費周:市民空間曹ょうと内(広報担当 山田章樽) 華展、ゼミ・クラプ展示、模擬店の他、トークショー(ゲスト.
電冨田 080-7∞9-2985 桐山漣さん)、 Shieecec li抽選手権など。

池坊短期大学・大学祭実行委員会メール yamada,isak@gmail.com 

http:yamada,isak@gmail.com

