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科学であそぼう！ cirque de kyoto

おいしい旅のマーケット in Okazaki
KYOTO ART BOOK MARKET

東側オープンスペース

平安蚤の市

岡崎公園

28 日

リレー・トーク「未来の喫茶文化」

ローム・スクエア

おいしい旅のマーケット in Okazaki
伝統工芸WS（一般向け）

伝統工芸WS（子ども向け）

プロムナード
（北側）
パークプラザ
3階共通ロビー

ほんとのはなし リアル版

ほんとのはなし リアル版

おいしい旅のマーケット in Okazaki

岡崎公園

※WS= ワークショップ

KYOTO STEAM−世界文化交流祭−2022 prologue 同時開催プログラム

NAQUYO−平安京の幻視宇宙−
KYOTO STEAM
KYOTO STEAM in collaboration
アートで感じる？チンパンジーの気持ち 事業創発・未来フォーラム2021
with MUTEK.JP
アート×サイエンス IN 京都市動物園

ヒトにとってアートとは何か。
ヒトに最も近い動物で 京都に関わるSTEAM（科学、技術、工学、芸術、数 京都で収録した梵鐘の響きと、最先端の電子音楽
あるチンパンジーに寄り添い、
アーティストと研究者 学）人材が集まり、それぞれの専門領域を生かして とデジタルアートを融 合させ 、平 安 京のサウンド
がこの根源的な問いに迫るプログラム。今年度は、 事業創発に取り組む「Kyoto Cultivates Team」。 スケープ
（音風景）
を創造するライブパフォーマンス
様々な素材や映像に対する、
チンパンジーの多様な フォーラムでは、今年度活動報告に加え、創発された を実施します。音楽・映像制作ワークショップも開催
反応を調べ、
その記録映像と素材等の展示を行います。 事業プロジェクトのキックオフプログラムを実施します。 します。
日時：3月20日（土・祝）〜28日（日）各日10:00〜15:00 日時：3月26日（金）18:30〜21:00（開場18:00）
※22日（月）休園日
会場：京都モダンテラス
会場：京都市動物園 類人猿舎屋内観覧通路
（ロームシアター京都 パークプラザ2階）
対象：どなたでも（無料〔入園料別途〕
・申込不要） 参加対象：どなたでも（無料・要申込・定員50人先着）
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主催

KYOTO STEAM−世界文化交流祭−実行委員会

〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館内
（京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課）
Tel：075-752-2212 Fax：075-752-2233 Mail：info@kyoto-steam.org
平日
（月曜日〜金曜日）8：45〜17：30 ※祝日／年末年始（12月29日〜1月3日）を除く
「KYOTO STEAM−世界文化交流祭−」は、
「KYOTO CULTIVATES PROJECT」の理
念（京都は耕す、
育む、
磨く）
を体現し、
京都賞が先駆的に示してきた人類の未来への願いとも
共鳴した、
アート×サイエンス・テクノロジーをテーマに開催する新しい文化・芸術の祭典です。
2020年度は、
2021年度に京都岡崎を中心に開催する第2回目となるフェスティバル「KYOTO
STEAM−世界文化交流祭−2022」に向け、
プレ事業を開催します。

※STEAMとは…Science
（科学）
、
Technology
（技術）
、
Engineering
（工学）
、
Arts
（芸術）
、
Mathematics
（数学）

京
都
市
動
物
園

公演日時：3月27日（土）18:00〜20:00（開場17:30）
〔音楽・映像制作ワークショップは3月28日
（日）時間未定〕
会場：ロームシアター京都 サウスホール
対象：小学生以上（無料・要申込・定員200人先着）

京都市左京区岡崎最勝寺町13
・京都市営地下鉄東西線「東山」駅下車1番出口より徒歩約10分
・京阪電鉄「神宮丸太町」駅下車2番出口より徒歩約13分
・市バス32・46系統、京都岡崎ループ「岡崎公園ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ
・市バス5・100・110系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩約5分
・市バス31・201・202・203・206系統「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約5分
京都市左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内
・京都市営地下鉄東西線「蹴上」駅下車1番出口より徒歩約5分
・京都岡崎ループ「動物園正門前」下車すぐ
・市バス５・32・100・110系統「岡崎公園 動物園前」下車徒歩約2分
・市バス46系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩約5分
・市バス31・201・202・203・206系統「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約10分

参 画 団 体 京都市／京都市立芸術大学／京都市京セラ美術館／京都市動物園／
（公財）京都市芸術文化協会

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団／（公財）京都高度技術研究所／京都商工会議所
京都経済同友会／日本放送協会京都放送局／京都新聞社／CCCアートラボ（株）

公式Twitter
＠kyoto̲steam

公式インスタ
kyotosteam̲oﬃcial

公式WEB

令和２年度日本博を契機とする
文化資源コンテンツ創成事業

2021年1月発行

私たちの暮らしに身近な「食」や「工芸」、
「本」を通じて、
「K YO T O ST E A M−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 食 べ 物 や 雑 貨のお店はもちろん、誰でも気 軽に
参加できるワークショップや、食文化の未来を展望するリレー・トークまで、多彩なプログラムでおもてなしします。

1

子ども向けワークショップ

1 3 おいしい旅のマーケット in Okazaki
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「科学であそぼう！」

土
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日

日
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土

2 リレー・トーク
「未来の喫茶文化」

日時：3月27日
（土）14:00〜15:00
会場：ローム・スクエア（雨天中止）
料金：無料（申込不要）
協力：京都市青少年科学センター

5 KYOTO ART BOOK MARKET

27

日

土

こだわりの選書や独自出版をしている
店舗、
自ら作品を制作しているアーティ
ストなどが集うブックマーケットです。

2017年から廃校を活用して開催している、今年で第7回目となる人気イベ
ント
「おいしい旅のマーケット」。今回は、
スペシャル編として岡崎公園等を
会場に2日間で約100店舗（予定）
が出店します。
全国からコーヒーやお菓子の人気店、
クラフトショップが京都に大集合！
おいしい食べ物や素敵なモノ、
人との出会いが詰まったマーケットです。
日時：3月27日
（土）、28日
（日） 各日10:00〜16:00
会場：ローム・スクエア、岡崎公園（27日はローム・スクエアのみ・雨天中止）
主催：株式会社タビノネ
お問合せ先：tabinomarket@gmail.com

日時：3月27日
（土）10:00〜16:00
会場：東側オープンスペース（雨天中止）

2 舞妓さんの春の舞

27

日時：3月27日
（土）
10:00〜10:45
会場：ローム・スクエア
（雨天時は 7
サウスホール ホワイエ）
出演：満彩野、叶朋、
叶千代、豊壽※地方
演目：「春雨」、
「祇園小唄」
料金：無料（申込不要）
協力：（公財）京都伝統伎芸振興財団

27

日

土

骨董品や古道具、
西洋アンティー
ク、昭 和レトロな雑 貨 等 、個 性
豊かなお店が集うマーケットです。
日時：3月27日
（土）9:00〜16:00
会場：岡崎公園（雨天中止）
主催：平安蚤の市実行委員会

梁塵秘抄2021 cirque de kyoto

現代につながる大衆芸能のルーツである
「猿楽」の高いエンターテイン
メント性を活かした、京都ならではの現代的な芸能「CIRQUE de
KYOTO（京都のサーカス）」の創作を通じて、平安時代から京都の
人々が担ってきた文化創成のプロセスそのものの具現化に取り組むプ
ログラム。2018年度の始動よりリサーチを重ね、2019年度には「新猿楽
記〜cirque de kyoto〜」
を発表しました。

信中！

ouTube配

日

土

一般向け 14:00 〜 16:00

小学生・中学生

高校生以上

型友禅

講師：山元 桂子（染めものブランド ケイコロール主宰）
子ども

一般

竹工芸

講師：真下 彰宏（竹工芸・竹垣職人、京もの認定工芸士）

京都サウスホールでの上演を予定していましたが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のため、内容を変更し、映像作品として

箸・スプーン作り

特製のカンナや紙やすりを使って、毎日使いたくなるお箸とス
プーンを作ります。舌ざわりなめらかに仕上げましょう。

日

日

一般

四海波花かご作り

細く薄く加工した竹を使って小さなかごを編みます。網目の間隔
や全体のバランスを意識して、
美しい仕上がりを目指しましょう。

清水焼

講師：高島 慎一（京焼・清水焼 伝統工芸士）
子ども

ゆうやく

釉薬で絵をつける「コップ作り」

鉱物や灰等でできた釉薬でコップに色を付けます。釉薬と窯
で焼いた後の色の違いを学び、
出来上がりを想像しながら描
きましょう。
一般

オンライン読書会「ほんとのはなし」開催中！

釉薬を配合して絵をつける「マグカップ作り」

参加者全員で作る色を決め、
1人1色ずつ釉薬を配合し、
マグ
カップに色を付けます。理想の色を作ってみましょう。

詳細は、京都岡崎 蔦屋書店ウェブサイトのイベントページをご覧ください。

※清水焼は子ども向け・一般向けとも、
体験後に工房で焼き、
2週間程
度でお届けします
（体験料に発送料込）
。

「

「新猿楽記〜cirque de kyoto〜」は、2020年3月にロームシアター

型紙を手作りする「お弁当包み作り」

型紙を手作りし、
オリジナルの図柄に染めます。型紙を使うから
こその、
色や柄の重なりが織りなす妙を体験しましょう。

子ども

28

型友禅の技法を用いた「お弁当包み作り」

型友禅の技法を用いて、
白い布をカラフルに染めます。様々な
型紙を使って、
自分だけの模様を描きましょう。

テーマに沿った本からそれぞれに喚起
された、
自分自身が感じたことや思い出
したこと
（環世界）
を話し合い、
新たな気
づきを探す読書会です。

ロームシアター京都 ＆ 岡崎公園会場マップ

KYOTO STEAM−世界文化交流祭−ウェブサイトにて公開してい

ます。ぜひご覧ください！

（視聴無料／約1時間45分）

4

平安時代に後白河法皇が編纂した
『 梁塵秘抄 』
をモチーフとした叙
情的なストーリーを背景に、当時の装束等を随所に配置し、
様々なサー
カスで構成する京都らしさにあふれる作品を制作しています。今年度
は、
2022年の本公演に向け、
ワークインプログレス公演を行います。

9

1

日時：3 月 27 日
（土）
11:00 ／ 15:00

会場：ローム・スクエア、
岡崎公園

子ども向け 10:30 〜 12:00
（ただし小学3年生以下は保護者同伴）

日時：3月28日
（日）
11:00〜12:30／14:30〜16:00
会場：パークプラザ3階共通ロビー
料金：1,500円（要申込）
講師：川上 洋平（book pick orchestra代表、選書家／ブックセレクター）

kyoto〜」Y
cirque de
新猿楽記〜

27

日時：3月28日
（日）10:00〜16:00
会場：ローム・スクエア（雨天時は 8 共通ロビー２階）
料金：無料（申込不要）
司会：柏原 卓之（まち歩きプランナー／ラジオDJパーソナリティー）
登壇者：尾上 宗西
（平等院茶房藤花茶房長／茶道石州流・煎茶道二條流師範）
岡本 由美子
（同志社大学政策学部政策学科教授）
北辺 佑智
（株式会社タビノネ代表取締役）
西川 葵
（京甘食品株式会社代表取締役）
牧野 広志
（TRAVELING COFFEE 店主） ほか

9 ほんとのはなし リアル版

日

日

日時：3月28日（日） 会場：プロムナード（北側） 料金：各2,000円（要申込）
協力：京都伝統産業ミュージアム

日

土

28

京都の伝統産業より、
型友禅、
竹工芸、
清水焼を取り上げ、
食にまつわるも
のづくりを体験していただきます。体験前に、
講師によるミニレクチャーを行
い、
科学技術の発展とものづくりがどのように関係しているのかを学びます。

※登壇順やトークテーマ等の詳細は、後日公式ウェブサイトにて発表します。

京都五花街のひとつ、祇園東の舞妓さんによる舞。優雅で艶やかな
舞台を楽しみながら、京の文化と京の春を感じてください。

1 古典文学×伝統芸能×新技術

4 伝統工芸ワークショップ

日

日

京都では、茶会や喫茶店、自宅等のあ
らゆる場所やシーンで一杯の飲み物を
じっくりと喫する習慣が暮らしに根付
いています。その習慣を「喫茶文化」と
捉え、現在の京都の「喫茶文化」を紹
介 するとともに、未 来を展 望 するリ
レー・トークを行います。

京 都 市 青 少 年 科 学センターのマスコット
「ティララ」
と一緒に科学のふしぎを体感しま
しょう。小さなお子様でもお楽しみいただけ
ます。

3 平安蚤の市

28

7

2019年度「新猿楽記〜cirque de kyoto〜」
より

1

5

6

3

東側
オープン
スペース

8

（練り歩きを予定・
雨天時は 6 ピロティ）

2

料金：無料（申込不要）
脚本・演出：高橋 浩
演出助手：小笠原 彩乃 古典芸能監修：小笠原 由祠 サーカス監修：QUMIKO
演奏：山本 恭司（特別出演）、稲葉 明徳、三原 智之、ワタンベ、遠山 貴志、イガキアキコ
出演：小笠原 由祠、クロワッサンサーカス（清水 ヒサヲ、とっつ、ケンタ、吉川 健斗）
音響：武田 雅典 衣裳：落 里美
音楽：三原 智之、稲葉 明徳 山本 恭司
舞台監督：伊藤 薫 制作：山本 信之、緒方 辰之介
企画・運営：株式会社井筒企画
協力：井筒グループ、京都府神社庁

出演 パフォーマー
による

ジャグリング 体験
なども予定！

新型コロナウイルス感染症対策へのご理解・ご協力をお願いします。
手指のこまめな
消毒をしましょう。

体調不良の方は
ご来場をお控えください。

マスクを
着用しましょう。

周りの人との
間隔をとりましょう。

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）
をインストールしましょう。

各プログラムの詳細や申込方法は、KYOTO STEAM−世界文化交流祭−公式ウェブサイトで随時発表します。
※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。
※天候や新型コロナウイルス感染拡大状況、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。最新情報は公式ウェブサイトでご確認ください。

