同時開催

STAGE SHOW

※都合により、時間や内容の変更が生じる場合があります。

11:30
12:15

オープニングステージ
オープニング演奏
京都第二赤十字病院

施設が京都府産の食材で作った地

オープニングイベント 交流型ゲーム大会 とっておきの賞品あり
東映京都撮影所がやってきた！
アイドルステージ＆チャンバラ・忍者ショー（１回目）

域性豊かなパン販売と焼き菓子コ

東映京都撮影所

ンテストを行い、活動内容のPR
を目指す催しです。

ご当地キャラステージ
〜まゆまろと「おともだち2000年」を踊ろう！

13:15

京炎そでふれ！フェスタ特別バージョン

きょうと地域力UP
大作戦

こころに届け〜混声四声で届ける日本の名曲〜

きょうと地域力UP大作戦は、地

14:10
14:40
15:05

京都学生祭典実行委員会

立命館大学アカペラサークルClef まるぼうろ

東映京都撮影所がやってきた！
アイドルステージ＆チャンバラ・忍者ショー（２回目）

域の課題解決に取組んでいる団体
の活動を、活動に関連したワーク
ショップ・物販を通して、地域住

東映京都撮影所

民のみなさまに知ってもらうとと

京大金剛会による能楽

もに、交流を深めることで新しい
協働の輪を生み出す催しです。

京都大学能楽部金剛会

みんなで歌って踊ろう！
「世界がひとつの家族のように」＆「えがおのおくりもの」

京のむらづくり
交流フェア

「世界がひとつの家族のように」広め隊

15:30

大盛り上がり！フィナーレじゃんけん大会

豪華賞品あり

んなの「府民交
み
民
府
！
流
験
フェス
体
く
タ」
わ
く
わ

京のむらづくり交流フェアは、京
都府内各地から農家などのグルー

「府民交流フェスタ」は、京都の未来を担う青少年達
が目を輝かせ、
時間を忘れて夢中になれるような空間
を府民会議の構成団体やNPO等と一緒に創り出し、
地域創生（文化創生）の一環として、大きく交流を深
めてもらう催しです〜。

植 物 園 情 報
第53回菊花展

プが集まり、地元産のお米や野菜、
手づくり加工品等の販売を通じて、
消費者のみなさまとの交流を深め
るための催しです。

植物園では、魅力的なイベントが盛りだくさん実施されています！ぜひお立ち寄りください。

期 間：10月20日（日）〜11月10 日（日）

場 所：大芝生地 特設展示場
内 容：大菊、小菊（懸崖作り、盆栽作り）等約300鉢を展示（販売あり）。

ガーデニングコンテスト作品展

期 間：10月26日（土）〜11月10 日（日）

日時

場 所：正門園路 特設ガーデン
内 容：来園者人気No.1 賞受賞作品など、約15組の作品を展示。

作家や子どもたちが描いた植物園の魅力がたっぷりつまった作品を展示しています。

場 所：植物園会館 １階展示室
内 容：芦田桂子氏ほか。植物園の樹木や水辺を描いた作品約20点を展示。

第35回 菊花切花展

期 間：11月 3 日（日・祝）〜11月 5 日（火）

様々な花形、花色の大輪菊の切り花を中心に、切り花としての菊の美しさと豪華さを堪能いただけます。

場 所：植物園会館 ２階多目的室
内 容：大菊の切り花を中心に約100点を展示。

月

当日は、特別に無料開園となります。

日 日・祝

（温室・駐車場は有料）

10：00 〜16：00

今年のテーマは「街角の庭」。個人･グループがガーデニング力を競います。

期 間：10 月29 日（火）〜11月 4 日（月・休）

11 3
令和元年

大芝生地の特設展示場で、いろいろな種類、仕立ての菊を一度に見ることの出来る「菊の祭典」です。

植物園の森と水 油彩展

料

一人ひとりの夢や希望が全ての地域で
実現できる京都府をめざして

及び障害者の社会参加と工賃向上

12:50

13:45

ェ
フ
流
交
ス
タ
民
府 in 京都府立植物園
京都府立植物 園 入園
無

地域創生パン祭りは、障害者福祉

（植物園の開園時間 9：00 〜17：00 ※入園 1６時まで）
雨天決行（ステージ等、一部中止になる場合があります）
、荒天中止

場所
アクセス

京都府立植物園

京都市左京区下鴨半木町

JR京都駅（近鉄「京都駅」、阪急「烏丸駅」）
から京都市営地下鉄「北山駅」下車３番出口すぐ、
又は「北大路駅」下車３番出口を東へ徒歩約10分、京阪
「出町柳駅」
から市バス1号系統、
又は京都バス
「静原」
「市原」
行き
「植物園前」
バス停下車徒歩約５分

ご来場には、地下鉄・市バス等公共交通機関をご利用ください。

主催：きょうと地域創生府民会議
共催：京都府立植物園

府民交流フェスタ 検索

事務局：京都府企画参事（中部担当・府民協働担当）付 問

075 - 414 - 4452

ん
ちゃ
カ
リ
土エ
領
方
北

11:00

地域創生
パン祭り

日赤キャラクター

交流 型ゲーム大 会 11：30〜
じ ゃ ん け ん 大 会 15：30〜
大芝生地ステージ前集合！

え・よしのぶ もとこ

とっておきの
賞品あり

公益財団法人 京都府公園公社

A４「竹とんぼ」手作りコーナー・京都河川の歴史パネル展示
京都水辺保全ネットワーク

A５ 野鳥の楽校〜巣箱づくり、バードコールの販売など〜
公益財団法人 日本鳥類保護連盟京都

A６ わくわく

郵便局

〜野菜スタンプ・マスキングテープでカワイイ年賀はがきを作ろう♪〜
似顔絵アート・缶バッチ作成など
中京・左京・山科・西陣・京都北・東山郵便局

A７ 自然素材をつかった木工クラフト・テントを
張ったプレイルーム！参加料あり
京都府立丹後海と星の見える丘公園

A８ 絵画教室 〜紙パックでおもちゃを作ろう！〜
一般財団法人 京都こども文化会館

A９ まゆ で手作り人形・アクセサリー
あやべ・まゆ・クラフト工房

投票所

WC

きょうと
地域力UP
大作戦

菊花展

WC

きょうと地域力UP大作戦
出展一覧

大芝生地

参加料：400円〜

NPO法人 間伐材研究所

WC

参加料：聚楽土塗り絵200円

ガーデニング
コンテスト作品展

A12 京都産材を使った木工教室

くすのき

一般社団法人 京都府木材組合連合会

A13 バルーンアートで遊ぼう

A14 しめ縄を作ってお正月に飾ろう・着ぐるみパレード

大芝生地

京都府更生保護女性連盟

A15 かえるのカスタネットをつくろう！

A1

A2

一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟

A3

正門

A4

B6

来賓

控室

A7
こど
A8
もた
A9
ちと
あそ
A13
ぼう
A14

BC4

文化にふれよう
B1

B2

観光・食
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

B５ お能に触れてみよう！

E1

E2

D1

D2

D3

D4

E3
E5

みんなが活躍

E6 E7

安心・安全
D5 D6 D7

E8 E9 E10

E11

京都大学能楽部金剛会

京都府企画参事・京都府観光事業推進課・京都府観光連盟

C２「竹の里・乙訓」〜竹細工ワークショップ〜 参加料あり
乙訓商工・観光協議会

C３ 丹後王国の農産物・加工品販売
丹後王国「食のみやこ」

C４ おいしい京寿司の特別販売

京都府寿司生活衛生同業組合左京支部

C５ 国産食肉を勉強してクイズに答えよう

〜クイズに答えた人から抽選で京都牛カレーをプレゼント！〜
京都府食肉生活衛生同業組合

D１ 健康寿命をのばそう！ ウオーキング教室 13:15〜14:30
NPO法人 京都府ウオーキング協会

D２ ボッチャ体験してみませんか？
障害者スポーツ競技を知ろう！

一般社団法人京都障害者スポーツ振興会、京都府障害者支援課

D３「見えない・見えにくい」とは？

アイマスク着用による手引き体験・点字教室
社会福祉法人京都府社会福祉事業団視力障害者福祉センター

D４ クイズで知ろう多文化共生と国際協力
公益財団法人 京都府国際センター

D５「北方領土エリカちゃん」と北方領土について知ろう！
北方領土返還要求京都府民会議

C６ 京都の海を味わおう！〜実習製品の販売〜

D６ 税について考えよう！

C７ 府大の地域貢献 府大農場の農産物の販売 等

D７ 全技連マイスターによる作品展示

京都府立海洋高等学校

京都府立大学

左京税務署

京都府技能士会連合会

安心・安全

C１ 行こう！もうひとつの京都 〜京都府の観光PR〜

観光・食

〜文化庁と連携した取組みについて〜
京都府文化政策室

みんなが活躍

B６ 文化財修復の技を体験しよう！

休憩スペース

A12

A16

B3

くすのき並木
京のむらづくり交流フェア

A11

E4

B４ 植物園で１日囲碁教室

女流アマインストラクターによる３面打ち、親子囲碁入門教室
平女囲碁サロン

A15

A10

地域活動紹介や子ども縁日・ワークショップ等あります！
❸給食人サークル
❸京都バルーン フルール
❹稲荷の家ほっこり ❹NPO法人子育てサークル虹色でんしゃ
❺京都京北木こり技能大会実行委員会
❺京都京北トレイルランニング実行委員会 など
その他にも、地域で活動される団体の出展があります。

E１ 人間を救うのは、人間だ。Our world. You move.
〜防災学習コーナー・献血クイズ・缶バッジ作成など〜
日本赤十字社京都府支部

E２ 楽しく学べる耐震コーナー
一般社団法人 京都府建築士事務所協会

E３ 建築のプロによる無料相談会
一般社団法人 京都府建築士事務所協会

E４ おまわりさんと学ぼう！防犯・交通安全
〜白バイに乗って記念撮影〜
下鴨警察署

E５ 交通事故防止！〜暗室を利用した反射材の効果体験等〜
一般財団法人 京都府交通安全協会

E６ ｢てんけんくん｣とくるまのてんけん
一般社団法人 京都府自動車整備振興会

京のむらづくり交流フェア
出店一覧

り
づく
むら

裏千家学生茶道研究会

B5

ステージショー

本部

B３ 抹茶をたててみませんか？ 参加料：300円

文化に
ふれよう

対象：小・中・高校生 11:30/13:15/15:00 各回10 名
※各回の参加券を10 時から本部ブースにて配布（先着順）
参加料：500 円（作品は器ごと持ち帰り）
一般財団法人 池坊華道会
〈共催〉公益社団法人 京のふるさと産品協会
京都府花き振興ネットワーク

植物園会館
1 階展示室：植物園の森と水 油彩展
2 階多目的室：菊花切花展

A6

「世界がひとつの家族のように」広め隊

B２ 夢のコラボ！｢京野菜×京都の華｣いけばな体験

WC

A5

A16 親子で作ろう！〜じんくんのお面・ペーパークラフトづくり〜

表千家京都青年部

WC

WC

平安女学院大学 学生会

B１ 喫茶去 〜お茶、一服いかがですか〜 参加料：300 円

並木

北泉門︵閉鎖中︶

京都左官協同組合

地域創生パン祭り
出店一覧
障害者福祉施設による
「パンの販売」と
「焼き菓子のコンテスト」を
開催します！
❶ワークセンターHalle!
❶ワーキングセンターいづみ
❷京都いたはし学園
❷京都市だいご学園

A10 間伐材で作った遊具で遊ぼう！
A11 色聚楽塗り絵体験

地域創生
パン祭り

WC

WC

パン祭り

A３ おりがみヒコーキをつくってとばそう！

北山門

❺

公益社団法人京都府青少年育成協会・
京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）・
日本ボーイスカウト京都連盟

賀茂川門

N

❸❹

A２ 紙トンボ、折り紙しゅりけん・かざぐるま等で
みんなで遊ぼう!

北山門
❶❷

ツシマヤマネコの着ぐるみと写真撮影、
動物の毛皮・骨格標本に触れる体験、景品付きクイズなど
京都市動物園

の道
らぎ
なか

A１ 京都市動物園の魅力発信

こどもたちとあそぼう

府民交流フェスタ出展ブース

府内各地の生産者が野菜や加工品を販売します！
いー わ ーね
渓里野間(かわざとのま)
和木のうしん
西本梅地域振興会
竹野活性化委員会
久多山菜きのこ類加工研究会
宕陰むらづくり委員会
水尾特産品加工組合
（有）山国さきがけセンター
京北ふれあい朝市

E７ プロが使用する測量機器を使って、
測量体験をしてみよう！
京都土地家屋調査士会

E８ 働くわんちゃん がやってくる！
認定NPO法人 アンビシャス

E９ 大震災や災害から学ぶ防災教育活動の報告、物品販売など
東日本大震災被災地応援実行委員会（平安女学院中学校・高等学校）

E10 福島県の特産品販売・観光PR
公益財団法人 福島県観光物産交流協会

E11 東日本大震災避難者支援｢東日本⇔京都 つながりカフェ ｣
体験コーナー 参加料：100円
京都府避難者支援プラットフォーム

