
アクセス 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。 

場所　京都府立植物園 京都市左京区下鴨半木町

11月23日 水・祝

平成29年

10：00～16：00
（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

日時

アクセス 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。 

場所　京都府立植物園 京都市左京区下鴨半木町

11月23日 木・祝

平成29年

10：00～16：00
（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

日時
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共催：京都府立植物園

事務局：京都府府民力推進課 内
　075-414-4211問主催：きょうと地域創生府民会議
あすKyoフェスタ　検索

交流型ゲーム大会11：30～、15：30～
大芝生地ステージ前集合！

入園無料

え・よしのぶ もとこ

ベーカリーあすのKyotoカップ（植物園北山門）

日赤キャラクター

「あすKyoフェスタ」！

当日は、特別に無料開園となります。
（温室・駐車場は有料）

とっておきの賞品あり

同時開催

わく
わく体験！
府民みんなの



13:20　ようこそ京都へおこしやす♪
～華やかな振袖京娘によるスペシャル演舞～
京小町踊り子隊

13:55　吹奏楽演奏～正門パレードからステージへ～
京都府立洛西高等学校吹奏楽部

14:30　KYOのはじまりは婚活♥～こころに届ける愛の歌声
きょうと婚活支援ネットワーク会議

14:50　京大金剛会による能楽
京都大学能楽部金剛会

15:15　みんなで歌おう！「花は咲く」
京都府避難者支援プラットフォーム

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～

※都合により、時間や内容の変更が生じる場合があります。
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。
STAGE SHOW

・高校の茶畑産ハーブティーはいかが？ほか紅茶・緑茶の試飲
京都府立木津高等学校

・出張カフェ・JOY～木津高校との共同開発スペシャルブレンドティー～
京都府立宇治支援学校

・京都の海を味わおう！～水産加工品などの販売～
京都府立海洋高校

・府大の地域貢献 府大農場の農産物の販売 等
京都府立大学

・和束茶の試飲販売など
わづかの郷づくり推進協議会

・お茶の試飲販売など
有限会社 藤二商会

・丹後王国の産品販売
丹後王国「食のみやこ」

・復興応援！1日くまもと物販コーナー
熊本撰食 園田ファーム＆熊本県大阪事務所

・復興応援！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、福島県きのこ振興センター

・大震災から学ぶ防災教育活動の報告～募金活動と食品・物品販売～
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）

・東日本大震災避難者支援｢東日本⇔京都“つながりカフェ”｣
京都府避難者支援プラットフォーム

・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

・パーサくんと一緒に｢サンガくじ｣ １回200円
京都サンガF.C.

・ぬり絵と紙芝居を楽しもう！
「世界がひとつの家族のように」広め隊
・KYOのはじまりは婚活♥～婚活支援団体や婚活イベントの紹介など～
きょうと婚活支援ネットワーク会議

・おもてなしのお茶 参加料：300円
表千家京都青年部
・抹茶をたててみませんか？ 参加料：500円
茶道裏千家淡交会京都四青年部連合会
・夢のコラボ！｢京野菜×京都の華｣いけばな体験
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
・お能に触れてみよう！ 
京都大学能楽部金剛会
・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＆学生防犯ボランティア｢ロックモンキーズ｣
・交通事故防止！～暗室を利用した反射材の効果体験～
一般財団法人 京都府交通安全協会
・｢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
・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
・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
・“働くわんちゃん”に会ってみよう！ 
認定NPO法人 アンビシャス
・健康寿命をのばそう！ウオーキング教室 13:15～
NPO法人 京都府ウオーキング協会
・人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.
～子ども救護服体験・献血クイズ・缶バッジ作成など～
日本赤十字社京都府支部
・知って！あそんで！楽しもう！
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）
・子ども・若者育成支援！
京都府青少年課 非行少年等立ち直り支援ネットワーク推進連絡会議
・自転車の安全な運転のために
京都府安心・安全まちづくり推進課
・働く人の様々な問題、お気軽に御相談ください
京都府労働・雇用政策課
・行こう！もうひとつの京都
京都府観光政策課、京都府観光連盟
・民間企業と連携しています！
京都府企画総務課

❶プロ棋士の５面打ち指導碁
参加料：500円、事前先着申込制
（右記申込先まで）
❷女流アマインストラクターによる
親子囲碁入門教室
参加無料、当日受付（先着順）

©京都府 まゆまろ 2954018
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｢あすのKyoto・地域創生フェスタ｣は、京都の未来を担う青少年達が目を輝かせ、時間を忘
れて夢中になれることが体感できる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～。

11:00　オープニングステージ
～ちびっ子も地域創生！～保育園５歳児による鼓隊演奏～
柊野保育園

11:30　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～

12:15　2017東日本大震災の支援活動報告、バトントワリング、合唱
平安女学院中学校・高等学校：東日本大震災被災地応援実行委員会、バトン部、コーラス部

12:35　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」
「世界がひとつの家族のように」広め隊

13:00　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！～

元気ウオーキング 鴨川散策コース10㎞
JR京都駅中央改札口集合
午前９時30分（参加料無料・当日受付）
問NPO法 京都府ウオーキング協会（075-353-6464）

子ども消防隊出動！
～子ども消防服着装＆かえる的あてゲーム～
場所：植物園北山門
京都市左京消防署

お茶の京都博とは？
～お茶の京都博コンセプトカーの展示～
場所：植物園正門
お茶の京都博実行委員会
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あすのKyoto・地域創生フェスタ in 京都府立植物園あすのKyoto・地域創生フェスタ in 京都府立植物園あすのKyoto・地域創生フェスタ in 京都府立植物園

・キラキラブローチとピーピー笛をつくろう！
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟
・楽しく学ぼう！ものづくり！
ポリテクカレッジ京都・ポリテクセンター京都
・バルーンアート講座
平安女学院大学 学生会
・京カロム体験にチャレンジしよう！
NEWカロム協会
・おりがみヒコーキをつくってとばそう！
公益財団法人 京都府公園公社
・京都産材を使った木工教室
一般社団法人 京都府木材組合連合会
・五感で自然とふれあう体験～ネイチャーゲーム～
京都府シェアリングネイチャー協会
・野鳥の楽校
公益財団法人 日本鳥類保護連盟京都
・稲穂でしめなわづくり・「若草プロジェクト」の紹介
京都府更生保護女性連盟
・間伐材で作った遊具で遊ぼう！
NPO法人 間伐材研究所
・“まゆ”で手作りアクセサリー 参加料：300円～
あやべ・まゆ・クラフト工房

・丹後の竹で風鈴づくり 参加料あり
京都府立丹後海と星の見える丘公園

・京の川をみんなで美しく！～マグネット魚釣り体験など～
京都水辺保全ネットワーク
・文化庁の京都移転紹介コーナー～文化財修復体験もあるよ～
京都府文化庁移転準備室

・キラキラブローチとピーピー笛をつくろう！
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟
・楽しく学ぼう！ものづくり！
ポリテクカレッジ京都・ポリテクセンター京都
・バルーンアート講座
平安女学院大学 学生会
・京カロム体験にチャレンジしよう！
NEWカロム協会
・おりがみヒコーキをつくってとばそう！
公益財団法人 京都府公園公社
・京都産材を使った木工教室
一般社団法人 京都府木材組合連合会
・五感で自然とふれあう体験～ネイチャーゲーム～
京都府シェアリングネイチャー協会
・野鳥の楽校
公益財団法人 日本鳥類保護連盟京都
・稲穂でしめなわづくり・「若草プロジェクト」の紹介
京都府更生保護女性連盟
・間伐材で作った遊具で遊ぼう！
NPO法人 間伐材研究所
・“まゆ”で手作りアクセサリー 参加料：300円～
あやべ・まゆ・クラフト工房

・丹後の竹で風鈴づくり 参加料あり
京都府立丹後海と星の見える丘公園

・京の川をみんなで美しく！～マグネット魚釣り体験など～
京都水辺保全ネットワーク
・文化庁の京都移転紹介コーナー～文化財修復体験もあるよ～
京都府文化庁移転準備室

・色聚楽塗り絵体験 参加料：聚楽土塗り絵200円、光る泥ダンゴ500円
京都左官協同組合
・世界でたったひとつのTシャツをつくろう！
ほか他万華鏡とエコバック 参加料：Ｔシャツ300円、ほか200円～
一般社団法人 京都ボランティア協会
・絵画教室～オリジナルサンバイザーと紙パックでおもちゃをつくろう！～
一般財団法人 京都こども文化会館
・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

・色聚楽塗り絵体験 参加料：聚楽土塗り絵200円、光る泥ダンゴ500円
京都左官協同組合
・世界でたったひとつのTシャツをつくろう！
ほか他万華鏡とエコバック 参加料：Ｔシャツ300円、ほか200円～
一般社団法人 京都ボランティア協会
・絵画教室～オリジナルサンバイザーと紙パックでおもちゃをつくろう！～
一般財団法人 京都こども文化会館
・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

植物園で1日囲碁入門体験、プロ棋士の指導碁が楽しめます
10:30/13:00/14:30
各回❶は10名、❷は10組（20名まで）
※❶❷とも10時から本部ブースにて受付
❷は参加券を配付
❶指導碁申込先：（公財）日本棋院 関西総本部

06-6136-8615


