


アートの記憶を再生する
ART360 Ex.

●日　時： 3月23日（土）・24日（日） 10：00～16：00
●料　金： 無料 ※当日随時受付けます。混雑時はお待ちいただく場合があります。

パークプラザ1階 当日受付

展覧会を360°映像でアーカイブし、多言語で配信するプロジェクト
「ART360（アート・スリー・シックスティー）」。VR（仮想現実）ヘッド
セットを通して、誰もがアートの足跡を振り返ることができます。

世界で活躍するダンスチームの京都在住者で結成された京都B-BOY 
CREWによるブレイクダンスや「ギア-GEAR-」にロングラン出演中の谷 
啓吾によるパントマイム。世界で活躍するマジシャンによるステージ。

日本・京都市

●日　時： 3月23日（土）13：00～13：30
 3月24日（日）12：35～13：05
●出演者： 京都B-BOY CREW（ダンス）、谷 啓吾（パントマイム）、
 片山 幸宏（マジック）※23日のみ、稲垣 愛弓（マジック）※24日のみ

ローム・スクエア特設ステージ 申込不要

●日　時： 3月23日（土）13：30～14：00
 3月24日（日）11：30～12：00
●出演者： 長沙交響楽団（弦楽四重奏、フルートと弦楽四重奏、女声独唱）

ローム・スクエア特設ステージ 申込不要

中国・長沙市（ちょうさし）

民族音楽のオーケストラ化など湖南省及び省都長沙市のご当地
音楽の演奏と発展に尽力し海外公演も行っている「長沙交響楽団」。
今回は弦楽四重奏、フルートと弦楽四重奏、女声独唱をお届けします。

●日　時： 3月23日（土）14：05～14：35
 3月24日（日）12：05～12：35
●出演者： 大邱市立国楽団（大笒演奏）、大邱市立舞踊団（現代舞踊）、
 大邱市立劇団（ミュージカルガラ）

ローム・スクエア特設ステージ 申込不要

韓国・大邱広域市（てぐこういきし）

韓国を代表する国楽団「大邱市立国楽団」による大笒演奏や韓国初の
国・公立現代舞踊団体「大邱市立舞踊団」による現代舞踊。大作と古典、
実験性の高い作品の舞台化や創作劇の開発などを通じて演劇の発展
を図る市立劇団「大邱市立劇団」によるミュージカルガラを公演します。

新世代のスタイリッシュ王道パフォーマー
ジャグリング「レオ」

●日　時： 3月23日（土）11：00～11：30
 3月24日（日）14：00～14：30
●出演者： LEOレオ（ジャグリングパフォーマンス）

ローム・スクエア特設ステージ 受付不要

多彩な民俗芸能を披露
三味線・玉すだれ「山本朗生」

●日　時： 3月23日（土）11：30～12：00
 3月24日（日）14：30～15：00
●出演者： 山本 朗生（三味線・玉すだれ）

ローム・スクエア特設ステージ 申込不要

特設ステージ

●エルカラベラ……………タコス・タコライス
                                                       ※23日のみ出店

●キッチンオハナ…………フロート・ホットサンド
●京都瑞松園………………抹茶カプチーノ
●月 桂 冠 …………………飲　料
●幸 福 屋 …………………たい焼き
●米屋の創作おにぎり利次郎 …からあげ・おにぎり
●GOYA …………………沖縄料理 ※24日のみ出店
●ジョイフル文蛾…………お弁当
●宝 酒 造 …………………飲　料
●たこ焼きみはし屋………たこ焼き

グルメブース

二条通オープンスペース

「あなたの一日に、彩りをそえたい。」そんな気持ちを
もったブースが集まりました。フードと飲み物を取り揃え、
お子様から大人までお楽しみ頂けます。

●美し山の草木舎………野 草 茶 ※23日のみ出店
●Au Bon Miel ………蜂　蜜
●オリーブの会…………野　菜 ※23日のみ出店
●グリーンファーム ……洋菓子・ミルク
●燻製菓子店 …………燻製菓子 ※23日のみ出店
●丹波農産 ……………黒豆・ジャム
●津 乃 吉 ………………ちりめん山椒、京佃煮
●ハム工房古都…………ハム・ソーセージ
●福 島 鰹 ………………お出汁 ※23日のみ出店
●藤原食品 ……………納　豆
●ぽんぽこらんど………柑橘類

ローム・スクエア

グッズブース
「本来のものづくりを伝えたい」
「作り手の顔が見えるものづくり」
をテーマにこだわりのお店が集結。

関西を代表する老舗ちんどん屋
ちんどん屋「ちんどん通信社」

●日　時： 3月23日（土）10：30・12：00・15：00（各30分）
 3月24日（日）10：30・13：30・15：00（各30分）
●出演者： ちんどん通信社（ちんどん屋）

ローム・スクエア 受付不要

バルーンアート
「バルーンパフォーマーちぃな」　
風船から作られる数々の作品はまさにアート

●日　時： 3月23日（土）12：30・15：30（各30分）
 3月24日（日）11：00・15：30（各30分）
●出演者： バルーンパフォーマーちぃな（バルーンアート）

ローム・スクエア 受付不要

ダンス保育園！！

●日　時： 3月23日（土）①10：00～11：00
  ②13：00～14：00 ③15：00～16：00
●出演者： ①いしいしんじクラス（２歳以上）
 ②康本雅子クラス（小学生以上）
 ③東野祥子（ANTIBODIES collective）クラス（2歳以上）
●料　金： 無料  ※保護者同伴必須 ※動きやすい服装でお越しください
ダンス保育園！！WEBサイトでも申込受付 http://www.dancehoikuen.com/

共通ロビー2階 要事前申込

親子で身体的にアートを体験できるダンス保育園!!身体表現を追求
するダンサーと一緒に踊ることで子ども達に、ただ踊るのとは違う体験を
提供。親子で参加するプログラムも盛り込まれ、一緒に場を作っていく。

定員
各25名

パークプラザ 

メインホール

共通ロビー2階

2F

ミュージックサロン

パークプラザ3階共通ロビー

3F

※要事前申込のプログラムも定員に満たない場合は当日受付がございます。 ※また天候、その他の都合により、中止または内容を変更させていただく場合がございます。

私たちの暮らしに身近な「食」を通じて、「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」のテーマであるアート×サイエンス・テクノロジーを体感できるマーケット。
こだわりのフードやアイテムのお店はもちろん、誰でも楽しめるワークショプから「食」についてあらためて考えるトークイベントまで、多彩なプログラムでおもてなしします。A R T  F O O D M A R K E T
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東アジア文化都市交流事業 日中韓ステージ

発酵食を台所に取り戻す
ー50人で仕込むぬか床ー

●日　時： 3月23日（土）11：00～12：30
●料　金： 無料 ●出演者：関 恵（発酵食堂カモシカ 店主）

パークプラザ3階共通ロビー 要事前申込

現在発酵食だけでなく「発酵」という現象自体が注目を浴びて
いる。発酵を知ることで、そこから広がる新たな世界を見ること
ができるのではないか？先ずは自分に一番身近な「発酵」を
知って、触ってみよう。

京都のうどん屋と
鰹節屋が語るだしの話

●日　時： 3月24日（日）14：00～15：30 ●料　金：無料
●出演者：永田 昌彦（萬樹 店主）、椋田 和洋（福島鰹㈱室長）

パークプラザ3階共通ロビー 要事前申込

素材ごとの出汁を色々な視点から味わい感じ、考えます。出汁の違
いや、地域ごとの出汁の違いなどを歴史を紐解きながら解説。その
後出汁の飲み比べをし、実際に味わうことで思考を深めていきます。

婦人画報「きょうとあす」撮影.久保田康夫

定員
50名

定員
50名

EVENT AREA MAP
ロームシアター京都 & 岡崎公園会場マップ
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ワークショップ

GuRuRe:（ぐるり）×愉快なおもちゃ箱

●日　時： 3月23日（土）・24日（日） 10：00～16：00
●料　金： 無料 ※当日随時受付けます。混雑時はお待ちいただく場合があります。
●実　施： GuRuRe:プロジェクト（NPO法人こどもアート）、京都市ごみ減量推進会議

岡崎公園 当日受付

事業活動等から出てきた「まちごみ（廃材、端材）」を利活用
したクリエイティブな遊びと学びの場。いろんな素材で、自由に
つくろう！あそぼう！活かそう！

9

青空 巨大バブルアート！

●日　時： 3月23日（土）・24日（日） 10：00～16：00
●料　金： 無料
●講　師： 小澤 亜梨子 （（一社）暮らしランプ・あくあ あそびアートプランナー)
※当日随時受付けます。混雑時はお待ちいただく場合があります。

ピロティ 当日受付

青空の下、ながーいながいキャンバスに ぶくぶくっ！とふくらま
せた、カラフルなシャボン玉。 みんなでふいて、ひろげて、カラフ
ルで大きな大きな絵を描こう！  
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京扇子 白竹堂「扇子の絵付け体験」

●日　時： 3月23日（土）・24日（日） 10：00～16：00
●所要時間：20～30分 ●料　金：2,500円（税込）

ローム・スクエア 当日受付

扇子の地紙に絵や字をかいて世界に1つだけのオリジナル扇子にしません
か。創業300年を超える老舗扇子店 白竹堂が1本1本 手づくりで扇子に仕
上げます。絵付けした地紙は後日扇子に仕上げてご自宅にお届けします。

定員・先着
各日50名

6

森を知る、コケテラリウム・ワークショップ

●日　時： 3月23日（土） 14：00～16：00 ●料　金：無料
●講　師： 伊勢 武史（京都大学フィールド科学教育研究センター准教授）、塚田 有那（boundbaw編集者）

パークプラザ3階共通ロビー 要事前申込

人は森の中にいる時、どんな感覚を得ているのでしょうか。そして、森や
コケのような生態系は、どのような働きをもつのでしょうか。この問いに
対し、森林の生態学や人と自然の関わりを研究する京都大学の伊勢武
史さんが答えます。今回のワークショップでは、伊勢さんの着目する「京
都のコケ」を使って、コケの箱庭「コケテラリウム」を作ります。その奥深い
緑の生態系を知るとき、新たな自然と人との関わりに気づくことでしょう。 定員

20名

コケの宇宙から学ぶ生態系3

茶の湯を現代風刺とともに面白おかしく解説・体験。
今回は給湯流サラリーマン狂言もセットで公演。

給湯流茶道 給湯流狂言

●日　時： 3月24日（日）①13：30～14：15 ②15：00～15：45
●料　金： 無料
●出演者： 谷田 半休（給湯流茶道）、河田 全休（給湯流狂言）
給湯流茶道WEBサイトでも申込受付 http://www.910ryu.com/

共通ロビー2階 要事前申込

定員
各20名

2

スターバックスコーヒー
京都岡崎 蔦屋書店（ブック＆カフェ）

STEAM THINKING －未来を創るアート京都からの挑戦

アートコンペティション・プレビュー 

●日　時： 3月21日（木・祝）～24日（日）
 9：00～18：00（入退場自由）

プロムナード（北側） 申込不要

2020年に実施するアートコンペティションのプレビューとし
て、招待作家・鈴木太朗のコンセプト作品を展示します。

インタラクティブメディアアート体験プログラム

「触れる地球」

●日　時： 3月21日（木・祝）～24日（日）
 9：00～18：00（入退場自由）

プロムナード（北側） 申込不要

生きた地球の姿をリアルタイムに感じることができる、世界初
の次世代型デジタル地球儀「触れる地球」を展示します。

1

1

（参考）WATER LOGO Atelier OMOYA＋NIPPON DESIGN CENTER

助成：セゾン文化財団　企画：ダンス保育園！！実行委員会

各プログラムのお問い合せ・お申込は 京都岡崎 蔦屋書店店頭または075‒754‒0008　　にて受付8：00
22：00




