
国民文化祭・京都2011国民文化祭・京都2011

①向日市
②長岡京市

③大山崎町

④八幡市

⑤久御山町

⑨宇治田原町⑥城陽市

⑦京田辺市 ⑩井手町

⑫精華町 ⑬木津川市

⑪和束町

⑭笠置町

⑮南山城村

⑧宇治市

日時・場所
１１月６日（日）８：３０～１５：３０
井手町立泉ヶ丘中学校
内 容
全国の川柳に親しむ方々や興味を
持っている人たちが集い、参加者
相互の交流を図ります。
・全国及び海外から川柳の作品（事
前投句）を募集します。

・当日投句を行います。
・川柳の祭典（事前投句、当日投
句、入選・入賞発表、披講、選
評、表彰式）を行います。

日時・場所
１０月３０日（日）９：３０～１７：００（予定）
京都府立山城総合運動公園体育館 メインアリーナ
内 容
全国で活躍しているマーチングバンド・バトントワーリ

ングの団体が、茶のかおりと歴史的文
化を育んできた宇治に集い、観客を魅
了する華麗で美しい演奏・演技をとおし
て、多くの人々の交流を図る祭典とし

ます。

日時・場所
１１月３日（木・祝）１３：００～１７：００（予定）
宇治市文化センター 大ホール
内 容
お茶のまち宇治
に、古来より各
地に伝承された
田楽が集い、共
演することによ
り、地域文化の
交流と振興を図
る機会としま
す。

�問第２６回国民文化祭井手町実行委員会事務局 �0774―82―5700�問第２６回国民文化祭宇治市実行委員会事務局（宇治市国民文化祭推進課） �0774―20―8790

日時・場所
１０月２９日（土）～１１月６日（日）９：００～１７：００
グリンティ和束 ほか
内 容
「お茶」の魅力いっぱいの写真
を全国から募集し、茶文化のす
ばらしさに触れ・感じ・新たな
発見を見いだすとともに、素晴
らしい写真の数々と交流イベン
トを通じて、茶源郷・和束から
感動そして優しい気持ちになれ
る�こころ�を発信します。

日時・場所
１０月３０日（日）１０：００～１２：００（予定）
宇治田原町総合文化センター さざんかホール
内 容
全国から「お茶との関わり」を主題
とした俳句を募集、審査し、当日は
入賞発表、表彰式、講評等を行いま
す。また、「茶文化」を実感頂くため、

お茶接待など茶文化
を満喫し、「お茶のふ
るさと」を紹介しま
す。

日時・場所
１０月３０日（日）１３：３０～１６：００（予定）
宇治田原町総合文化センター さざんかホール
内 容
全国のハープを中心とした室内楽
の演奏活動団体、特別ゲストのプ
ロのハープ奏者による演奏や合唱
団との競演、ハープデュオのほか、
演奏指導やハープに親しむための
演奏体験等のワークショップを開
催。新しい出会いと交流の輪を広
げ、お茶の香りとハープ音楽の魅
力を全国に発信します。

日時・場所
１１月５日（土）・６日（日）１０：００～１５：００
久御山町中央公民館とその周辺
内 容
町内で生産される新鮮な「久
御山野菜」や、地元に根付く
様々な郷土食を紹介するとと
もに、久御山の文化を広く発
信します。
（舞台発表や作品展示、模擬
店あり、盛り沢山な内容で行
います。）

日時・場所
１０月２９日（土）～１１月６日（日）１０：００～１７：００（予定）
向日市文化資料館 向日市民会館
内 容
向日市では全国から剪画作品を募集し、優秀作品を
表彰・展示する「一般公募展」と、日本剪画協会に
よる剪画美術展の「巡回展」を同時開催します。「剪
画展」を通じて様々な出会いと交流の場を創造し、
新たな美術文化の発展を目指します。
※剪画とは一枚の黒い和紙をナイフで切抜き、台紙
に貼って完成させる絵画です。基本的には黒和紙の
色を活かし、白い紙に貼ってモノトーンのまま完成させる作品と、彩色を施して完
成させる作品とがあります。

淀大根
と油揚げ
の煮物

小松菜の辛し和え

西国街道

�問第２６回国民文化祭久御山町
実行委員会事務局（社会教育課内）

�075―631―9980
�問第２６回国民文化祭向日市実行委員会（向日市市民生活部市民参画課）

�075―931―1111（代表） �問第２６回国民文化祭和束町実行委員会事務局 �0774―78―3001�問第２６回国民文化祭宇治田原町実行委員会事務局 �0774―88―5850

日時・場所
１１月６日（日）９：３０～１５：３０
わかさぎ温泉 笠置いこいの館前広場
内 容
笠置名物「きじ鍋」を中心として
全国からご当地鍋を集めて「全国
ご当地鍋フェスタ」を開催し、各
地の食文化の共通点や相違点を探
り、鍋の魅力を再発見していただ
きます。また、ご当地グルメ等の
販売やステージイベントも開催し、
思い出に残る楽しい一日を過ごし
ていただけます。

日時・場所
１１月６日（日）第１部１０：００～ 第２部１３：００～
京都府立けいはんなホール メインホール
内 容
関西文化学術研究都市の中心地、精華町に、未来の文化を創造する少年
少女合唱団が集い、若々しく美しい歌声を響かせます。

日時・場所
１０月３０日（日）１４：００～１６：３０
京都府長岡京記念文化会館 ホール
内 容
全国から集まったアマチュアオーケストラメンバーが、
交流を行いながら新しいオーケストラの楽団として演
奏します。
大学生のステージ／
交響詩「フィンランディア」シベリウス作曲
交響曲第７番ベートーベン作曲
一般のステージ／
バレエ組曲「シルヴィア」

ドリーブ作曲
交響曲ニ短調フランク作曲

日時・場所
１１月６日（日）１４：００～１７：１０
京都府長岡京記念文化会館 ホール
内 容 全国のアマチュアクラシックバレエ愛好家が
集まり、特別ゲストとともに、個性豊かで創造性溢れ
る華やかなステージを繰り広げます。長岡京をイメー
ジしたオープニ
ングで開幕。府
内メンバーによ
る楽しい合同作
品の発表など、
豪華なステージ
をお届けしま
す。 �問第２６回国民文化祭精華町実行委員会事務局

（精華町教育委員会教育部生涯学習課） �0774―95―1907 �問第２６回国民文化祭笠置町実行委員会 �0743―95―2301（代表）�問第２６回国民文化祭長岡京市実行委員会事務局（長岡京市教育委員会教育部文化振興課） �075―955―9734

◆【恭仁京遷都祭】
日時・場所
１０月２９日（土）・３０日（日）
史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）、恭仁小学校
◆【木津川ものがたり～木津川が生み、育てた文化～】
日時・場所
１０月２９日（土）～１１月６日（日）

京都府立山城郷土資料館
◆【社寺秘宝・秘仏等特別
開扉】
日時・場所
１０月２９日（土）

～１１月６日（日）
市内の各寺にて

◆【木津川アート２０１１】
日時・場所
１１月３日（祝・木）

～１１月６日（日）
市内の古民家・公民館
など

◆【もう一つの万葉の里 木津川市から】
日時・場所
１１月６日（日）
アスピアやましろ
◆【サイエンスフェスティバル】
日時・場所
１１月３日（祝・木）・５日（土）・６（日）
市内研究施設

日時・場所
１０月２９日（土）・３０日（日）１０：００～１６：３０
文化パルク城陽 プラムホール
内 容
大正琴誕生１００年、大正琴は時代と共に進化し、一人で
弾く楽器からグル
ープで合奏を楽し
める楽器として大
きく発展してきま
した。今回は、全
国の流会派が奏で
る１００年目の音色を
お楽しみくださ
い。

日時・場所
１１月５日（土）９：３０～１７：００
文化パルク城陽 プラムホール
内 容
全国の創作和太鼓の団体が集い、未来に息づく和太鼓
の�鼓動�を五里
五里のさと城陽
に響かせ、力強
く深い響きを発
心するととも
に、全国各地で
培ってきた文化
の交流の場とし
ます。

【戦国大茶会、戦国ポップ茶会】
日時・場所
１１月５日（土）・６日（日）
大山崎ふるさとセンター、離宮八幡宮、宝積寺、
アサヒビール大山崎山荘美術館
内 容
千利休が建てた国宝茶室「待庵」が現存する町にちなみ、
戦国時代を彩る女性や武
人などが登場する大茶会。
天下分け目の古戦場・「天
王山」山麓に広がる伝統
と自然がつむぐ歴史の舞
台で味わう「一服の茶」
をお楽しみください。

【灯明アートフェスティバル】
日時・場所
１１月５日（土）１７：００～２１：００
離宮八幡宮
内 容
大山崎はかつて荏胡麻を原料と
する灯明油の生産と販売によっ
て栄えた中世の自治都市でし
た。油売り商人たちによって各
地に広げられた灯りが、大山崎
を美しくライトアップします。
京都造形芸術大学の学生たちと
のコラボによる灯明アートをお
楽しみください。

～宇治茶８００年の歴史と文化の香り～

日時・場所 …………………………………

１０月２９日（土）～１１月６日（日）
宇治茶会館ほか 山城地域一円
内 容 ………………………………………
宇治茶８００年に関する歴史、文化などを五感
（聴く、観る、触れる、香る、
味わう）で体感していただ
き、宇治茶の郷・山城地域
から宇治茶を通した和の文
化を全国に発信します。

日時・場所 …………………………………

１０月２９日（土）～１１月６日（日）
けいはんなプラザ ほか

内 容 ………………………………………
「けいはんな学研都市」において、生活文
化を総合的に考え、衣食住を中心とした生
活の未来像を提案する展示発表や実演を行
います。

木津川眺望
�問平城遷都１３００年祭・第２６回国民文化祭木津川市実行委員会事務局（木津川市観光商工課内） �0774―75―1216�問第２６回国民文化祭城陽市実行委員会事務局 �0774―56―5034�問第２６回国民文化祭大山崎町実行委員会事務局 �075―956―2101（代表）

【お茶の郷、南山城村】
日時・場所
１０月３０日（日）１０：００～１６：００
南山城村文化会館「やまなみホール」
内 容
日々の暮らしの中に欠かせないものの一つ、お茶。普
段触れる機会の少ない茶道を体験できます。小川流煎
茶のお茶席が皆様をお待ちしております。数滴の茶液
の中に、葉茶に含まれる
旨味を最大限に引き出さ
れたお茶の味わいを是非
お楽しみ下さい。
１１月１日（火）～６日（日）
は文化作品展示を行いま
す。

【「田山花踊り」の奉納】
日時・場所
１１月３日（木）１３：００～１５：３０ 田山諏訪神社
内 容
田山の氏神「諏訪神社」に奉納
される雨乞いの願掛けと返礼の
神事。地方芸能として名高い花
踊りで、１９８４年（昭和５９年）に
京都府指定無形民俗文化財に指
定されました。「愛宕踊り」の後、
道中行列が神社まで続き、奉納
の踊りが次々と行われます。太
鼓の鼓動、風流で力強い舞に、
郷土の伝統と歴史の深さを伝え
ます。

日時・場所
１０月２９日（土）～１１月６日（日）
松花堂庭園・美術館
内 容
�松花堂昭乗の書・画・和歌等の作品、昭乗にかかわ
る茶道等の品々及び歴史的資料を中心に特別展示。
�昭乗ゆかりの
庭園で茶会及び
書・華の特別展
示。
�八幡市内の昭
乗ゆかりの史跡
・名所等の探訪
と特別公開。

日時・場所
１１月６日（日）１２：３０～ 八幡市文化センター
内 容 団塊の世代を中心とした、フォーク、ロック
等の様々なジャンルのアマチュアミュージシャンが、
ホールで演奏を繰り広げます。全国からの来訪者及び
多くの市民に、音楽に親しむ機会を幅広く提供し、出
会いと交流を深めます。

日時・場所
１１月３日（木・祝）１０：００～１５：００
京田辺市立中央公民館 他
内 容
一休和尚が晩年を過ごされた、京田辺市。その一休さ
んにちなんだ庶民的で風刺とユーモアにあふれたこば
なし、エッセイ、川柳の作品を募集し、審査を行い、入選
作品を決定し、表彰し
ます。全国及び海外
から応募された作品
を味わうと共に交流
の場をつくり、京田
辺市の魅力を発信し
ます。

日時・場所
１１月５日（土）・６（日）１０：００～１６：００
京田辺市立中央公民館 他
内 容
京田辺に全国の人
形劇を愛する人た
ちが集い、日頃の
成果を披露し、新
たな出会いとふれ
あい、夢と感動を
追い求め、未来を
担う子ども達の文
化創造の心を育み
ます。

～文化が果たす役割の探求～
日時・場所 …………………………………

１１月３日（木・祝）
けいはんなプラザ

内 容 ………………………………………
文化、学術、研究、産業の拠点「けいはん
な学研都市」において、「地球と人間」をテ
ーマに、科学と人類の未来について考える
講演やパネルディスカッションを行います。

上記３点の問い合わせ
�問第２６回国民文化祭京都府実行委員会事務局
�075―414―4280

�問第２６回国民文化祭南山城村実行委員会事務局（南山城村総務課） �0743―93―0101�問第２６回国民文化祭八幡市実行委員会事務局（八幡市教育委員会社会教育課内） �075―983―1111（代表） �問第２６回国民文化祭京田辺市実行委員会事務局（京田辺市市民部国民文化祭推進室） �0774―64―1325

宇治茶の郷フェスティバル

明日の暮らしの文化展

「地球と人間」

食文化の祭典「山の恵み」
全国ご当地鍋フェスタ

「お茶のある風景」フォトコンテスト

シンポジウム

川柳の祭典
�井手町

�和束町

�笠置町

宇治田原町
マスコットキャラクター

「茶ッピー」

宇治茶の郷フェスティバル

室内楽フェスティバル
（ハープ）

全国田楽祭

恭仁京遷都祭

少年少女合唱
フェスティバル

�精華町

�木津川市

�南山城村

マーチングフェスティバル

永谷宗圓「茶」俳句賞

�宇治市

人形劇の祭典

和太鼓フェスティバル

�宇治田原町
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まゆこ

第２０回一休とんち大賞

大正琴の祭典

平成２３年秋、第２６回国民文化祭の舞台は京都です。府内すべての市町村で、約７０のフェスティバルが開
催されますが、このページでは山城地域の１５市町村で実施するイベントを詳しくご紹介します	

平成２３年１０月２９日�～１１月６日�
※イベント情報は平成２３年３月現在の情報のため、今後多少の変更が生じる場合がありますので御了承ください。

食文化の祭典「野の恵み」


城陽市

�京田辺市

�久御山町

おやじたちのコンサート

クラシックバレエの饗宴

「天王山を彩る大茶会と灯明のコラボ」
伝統と未来をつなぐ歴史の舞台・大山崎

せん が

切り絵の世界「剪画展」

オーケストラの祭典 in長岡京

松花堂昭乗展

ＰＲ隊長 まゆまろ

向日市

�長岡京市

�大山崎町

�八幡市
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