
分野 事業名 開催日 主催市町村名

総合 都大路オープニングパレード（交流ステージ含む） １０月２９日（土） 京都府

総合 開会式・オープニングフェスティバル １０月２９日（土） 京都府

総合 閉会式・グランドフィナーレ １１月６日（日） 京都府

シンポ リレーシンポジウム「こころを整える」1～４ 平成２２年１０月３１日～平成２３年９月４日 京都府

シンポ シンポジウム「地球と人間」 １１月３日（木・祝） 京都府

シンポ シンポジウム「健康長寿」 １１月６日(日) 京丹後市

シンポ シンポジウム「里山」 １１月６日（日） 綾部市

広域事業 明日の暮らしの文化展 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都府

広域事業 由良川・里山文化フェスティバル ９月２４日(土)～１１月６日(日) 京都府

広域事業 宇治茶の郷フェスティバル １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都府

伝統文化 民謡・民舞の祭典 １１月６日（日） 宮津市

伝統文化 日本「鬼文化」交流祭典 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 福知山市

伝統文化 盆踊りフェスティバル １１月５日（土）・６日（日） 福知山市

伝統文化 魅せる・人形芝居フェスティバル １１月６日（日） 京丹波町

伝統文化 亀岡祭 １０月２９日(土） 亀岡市

伝統文化 民俗芸能の祭典 １０月３０日（日） 亀岡市

伝統文化 全国吟詠剣詩舞道祭 １０月３０日（日） 京都市

伝統文化 日本舞踊の祭典 １０月３０日（日） 京都市

伝統文化 能楽の祭典 １１月２日（水）・３日（木・祝） 京都市

伝統文化 邦楽の祭典 １１月５日（土） 京都市

伝統文化 全国田楽祭 １１月３日（木・祝） 宇治市

伝統文化 和太鼓フェスティバル １１月５日（土） 城陽市

伝統文化 松花堂昭乗展 １０月１９日（水）～１２月４日（日） 八幡市

生活文化 大茶会「京都大徳寺茶会」 １０月２９日（土）・３０日（日） 京都府

生活文化 大茶会「枳殻邸茶会」 １０月３０日（日） 京都府

生活文化 大茶会「南禅寺茶会」 １１月５日（土）・６日（日） 京都府

生活文化 大茶会「京都北中部茶会」 １０月２９日（土） 京都府

生活文化 大茶会「植物園大茶湯」 １１月３日（木・祝） 京都府

生活文化 大華道展「次世代いけばな展」 １０月２９日（土）・３０日（日） 京都府

生活文化 大華道展「京都いけばな体感フェスティバル」 １０月３０日（日） 京都府

生活文化 はじめてのお茶とお香 １１月５日（土）・６日（日） 京都市

生活文化 京のいけばな展 １１月５日（土）・６日（日） 京都市

生活文化 食文化の祭典「海」 １０月１６日（日）、１１月６日（日）・２０日（日） 京都府

生活文化 食文化の祭典「里」 １０月３０日（日） 京都府

生活文化 食文化の祭典「京料理」 １０月２９日（土）・３０日（日） 京都府

生活文化 食文化の祭典「野の恵み」 １１月５日（土）・６日（日） 久御山町

生活文化 食文化の祭典「山の恵み」全国ご当地鍋フェスタ １１月６日（日） 笠置町

生活文化 シルクファッションフェスティバル １１月３日（木・祝） 京丹後市

生活文化 赤れんがアートフェスティバル １０月２９日（土）・３０日（日） 舞鶴市

生活文化 マンガアートフェスティバル １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都市

生活文化 競技文化フェスティバル １０月２９日（土）・３０日（日） 京都府

生活文化 小倉百人一首かるた競技全国大会 １１月５日（土）・６日（日） 京都府
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生活文化 京の暮らしの文化展 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都市

生活文化 生活文化展「花ときものと人形」 １１月５日（土）・６日（日） 京都市

生活文化 「大茶会」と「灯明アートフェスティバル」 １１月３日（木・祝）～１１月６日（日） 大山崎町

生活文化 恭仁京遷都祭 １０月２９日（土）～１２月１１日（日） 木津川市

生活文化 宇治茶の郷フェスティバル（南山城村） １０月３０日（日）～１１月６日（日） 南山城村

文芸 小町ろまん「短歌大会」 １０月２９日（土）・３０日（日） 京丹後市

文芸 与謝蕪村顕彰「俳句大会」 １０月２９日（土）・３０日（日） 与謝野町

文芸 民話の祭典 １１月６日（日） 伊根町

文芸 現代詩フェスティバル １０月３０日（日） 京都府

文芸 冠句の祭典 １０月３０日（日） 京都府

文芸 連歌の祭典 １１月５日（土）・６日（日） 京都府

文芸 連句の祭典 １０月２９日（土）・３０日（日） 京都市

文芸 永谷宗圓「茶」俳句賞 １０月３０日（日） 宇治田原町

文芸 一休とんち大賞 １１月３日（木・祝） 京田辺市

文芸 川柳の祭典 １１月６日（日） 井手町

音楽 吹奏楽ポップスとジャズの祭典 １０月２９日（土） 舞鶴市

音楽 里山合唱フェスティバル １１月３日（木・祝） 綾部市

音楽 合唱の祭典 １０月３０日（日） 京都市

音楽 吹奏楽の祭典 １１月３日（木・祝） 京都市

音楽 ジュニアオーケストラの祭典 １１月６日（日） 京都市

音楽 オーケストラの祭典ｉｎ長岡京 １０月３０日（日） 長岡京市

音楽 マーチングフェスティバル １０月３０日（日） 宇治市

音楽 大正琴の祭典 １０月２９日（土）・３０日（日） 城陽市

音楽 室内楽フェスティバル（ハープ） １０月３０日（日） 宇治田原町

音楽 おやじたちのコンサート １１月６日（日） 八幡市

音楽 少年少女合唱フェスティバル １１月６日（日） 精華町

舞踊 クラシックバレエの饗宴 １１月６日（日） 長岡京市

舞踊 洋舞フェスティバル １０月２９日（土）・３０日（日） 京都府

演劇 現代劇の祭典
１０月２９日（土）・３０日（日）、
１１月２日（水）・３日（木・祝）・５日（土）・６日（日）

京都府

演劇 人形劇の祭典 １１月５日（土）・６日（日） 京田辺市

美術 美術展「工芸」 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 南丹市

美術 工房と里の秋めぐり「里の秋マップ」 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 南丹市

美術 美術展「日本画、洋画、書、彫刻」 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都市

美術 切り絵の世界「剪画展」 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 向日市

美術 「お茶のある風景」フォトコンテスト １０月２９日（土）～１１月６日（日） 和束町

美術
京都映像フェスティバル・文化庁メディア芸術祭京都展
（アニメーション部門）

１０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都府

提案 まゆまろチャレンジ ９月１日（木）～１１月６日（日） 京都府

その他 体感！国文祭 ９月２３日（金）～１１月６日（日） 京都府

その他 国際交流事業 １０月２９日（土）～１１月６日（日） 京都府

その他 市民ライブフェスタ １０月１６日（日） 京都市

その他 京都文化年イベント絵巻 ９月１日（木）～１１月３０日（水） 京都府


