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新　風　館 新風館周辺
ホール

（ステージ）
トランス

ジャンル（3F）
テラス

（3F,ホール屋上）
サクラ
ハウス 展示 体験、発表等

中庭、エントランス、階段等 大型
ヴィジョン

まち歩き
（周辺の通り等）

こどもパトナ
会議室

10

23
日

■ タイムテーブル

■ イベント内容

オープニング　10分
1 100人×学者～未来の
社会の話をしよう～ 
11:10～12:15（65分）
2 東日本大震災へわたしのでき
ること～京都市立向島小学校～ 
12:30～13:00（30分）

3 プチ自転車フェスタ
13:15～13:45（30分）

8 フォーラム
『キョート・ザ・サ
ステイナブルシ
ティ～100年後も
京都が京都である
ための自
然と環境
のまちビ
ジョン』　
13:00～
17:00
（240分）

10「まちの縁側」
ってご存知ですか？
～パオの製作体験と
「まちの縁側」体験し
てみませんか？
11:30～13:00パ
オづくり、～17:30
11 京まちづくり
講演会
13:00～17:00
（160分～240分）

32こどもの国
（託児ルーム）
10:30～16:30
（受付10:15～）

13

14

15

16

17

18

19

20

環境・景観部会
パネル展示

京都のまちづく
り～外国人からの
メッセージ～

歩きたくなる京都 
パネルクイズ「これ
はどこにある？」

京都市動物園
のいま、むかし、
みらい

チマキザサプロ
ジェクトパネル展
示

友禅型彫チン
チン電車の展示

小学生が作った
発電水車の展示

地下鉄便利マッ
プ「ドアちか」展示

21

22

23

24

25

3

26

プレママ体験パ
レード

森のクラフト工房
11:00～13:00
16:00～18:00

京都の未来を肉か
ら考えよう！京の森の天
然ジビエしかにくフェア

友禅型染体験
11:00～16:00

スピーカーズ・コー
ナー～だれもがほぼ自由
に語ることができる場～

プチ自転車フェスタ

ハローライフ
～ライフスタイル
相談所～

9 みつばちカフェ
＠新風館

27

28

21

もったいない　 
THE MOVIE

スライド展示　
わたしの場所・　
わたしの風景

プレママ体験パ
レード（パレードの
様子を中継）

29まちなかあるき
「京町家」見学ツ
アー
11:15～12:45
（90分）

30まちなみ・通り
の達人をめざして！
～三条通りを、み
んなで歩こう～
13:30～16:00
（150分）

31 親子でハッピー
イングリッシュ
～こんにちは赤ちゃん～
10:30～11:30（60分）

4 国際交流フェスタ2011
14:00～15:15（75分）

5 京都大震災！？～みんなの
キズナ～を振り返って
15:30～16:10（40分）

6 ポートフォリオ・カフェ
～新しいまちづくりのカタ
チを語り合う～
16:30～19:00（150分）

7 未来まつりのキャンドル
ナイト
19:00～20:00（60分）

100人×学者～未来の社会の話をしよう～
まちづくり活動において、深く関わるためには
当事者がその身体的制約や時間的制約を乗り
越える必要があります。その一方で、乗り越え
られなかった者は必然的に排除されてしまうこ
とになります。制約を乗り越えるためには我々
はどうするべきか学者と共に考えます。

東日本大震災へわたしのできること
～京都市立向島小学校～

京都からコーラスや寄せ書きの活動を通して
東北大震災の支援を続ける小学生たちの歌声
をお聞き下さい。

プチ自転車フェスタ
ハンドサイクル・リキシャ・タンデムサイクル
などの展示と試乗です。

国際交流フェスタ2011
京都市の姉妹都市などとの市民レベルの友好
を深めるために先方の街や文化を紹介します。
併せてまちづくりの一助とします。

京都大震災！？～みんなのキズナ～
を振り返って

7月に行ったフォーラム「京都大震災！？～みん
なのキズナ～」を振り返り、得られた成果を発
表します。

ポートフォリオ・カフェ
～新しいまちづくりのカタチを語り合う～

カフェで雑誌を眺めていると、いろんな発想が
生まれますよね？
100人委員のまちづくり小史「ポートフォリオ」
を見ながら、まちづくりについて語り合います。

未来まつりのキャンドルナイト
大震災、環境、ライフスタイル、自分らしい未
来。夢をキャンドルに託して、「明日のための今
日のフィナーレ」を盛大に迎えましょう。

フォーラム『キョート・ザ・サステイナブル
シティ～100年後も京都が京都であるた
めの自然と環境のまちビジョン～』

京のまちの未来像を考えるシンポジウムです。

「サステイナブルシティ」をキーワードとし、【地
域資源と自然エネルギーの利活用策】【木造建
築の復権策】【都市の自然の保全と創造策】【自
転車推進策】などを市民目線で議論します。

みつばちカフェ@新風館
飲み物、お菓子のサービス。硬い雰囲気になり
そうなシンポジウムや講演会をカフェの飲み物
や小さなお菓子で和やかな明るい場にします。

「まちの縁側」ってご存知ですか？～パオの製
作体験と「まちの縁側」体験してみませんか？

手作りのパオ（モンゴルの移動式住居ミニ版）
の製作ワークショップの後、パオの内外で1日
だけの「まちの縁側」を展開。お茶を飲みなが
ら、「まちの縁側」について語り合いませんか？

京まちづくり講演会
京都のまちづくりに関わってきた京都まちづくり
100人委員会委員の講演会を行います。そこか
らまちづくりにおける協働の在り方を考えます。

レンアイ結婚大会議
～新しいカタチの出会いの場～

本当のところ「結婚」についてどう考えてる？
そもそも結婚したい？…出会い+相手のことも
自分のこともわかる150分です。

環境・景観部会　パネル展示
京町家、地域資源、自然エネルギー、緑の都市、
自転車交通、歩きやすい道など、環境景観部
会で取り組んできたテーマに関するパネル展
示です。

京都のまちづくり
～外国人からのメッセージ～

6月に開催のフォーラム「外国人からのメッセー
ジ～京都の観光・交通～の盛り上がりを受けて
当日寄せられたメッセージを披露します。

歩きたくなる京都　パネルクイズ
「これはどこにある？」

まちなかの風景から取り出した、マークや絵、
看板、標識など、それがどこにあるかを問うク
イズです。

京都市動物園のいま、むかし、みらい
動物園の過去現在未来の移り変わりを展示し
ます。そのために映像や動物の形をした厚紙
を用いて目を引くような展示を行います。

チマキザサプロジェクト　パネル展示
花脊のチマキザサの若芽を京の町中で育てて
大きくしてから花脊に返す、チマキザサの里親
活動の紹介。なぜこんな活動が必要なのか？

友禅型彫チンチン電車の展示
第2回京の七夕において展示した昔懐かしいチ
ンチン電車が走る風景を友禅型彫製作した名
品の展示です。

小学生が作った発電水車の展示
堀川の清流を利用して地元小学生が水力発電
にチャレンジ！発電水車を手づくりしました。

地下鉄便利マップ「ドアちか」展示
年末に発行予定の『京都地下鉄便利マップ「ド
アちか」』の一部紙面を展示しますので、皆様
のご意見をお聞かせ下さい。

プレママ体験パレード
妊娠体験ベルトを着用したり、米袋をおんぶし
たり、ベビーカーを押したりしながら歩いてみ
ませんか？プレママプレパパも大歓迎です☆

森のクラフト工房
小枝や木端を使った工作を通じて木に親しむこ
とにより、森を身近に感じてもらい、森に出か
けてもらうきっかけを作ります。

京都の未来を肉から考えよう！
京の森の天然ジビエしかにくフェア

鹿の増加によって荒れている京都の森の現状
を、鹿肉の消費を通して考えてもらう企画。新
風館の飲食店と提携してイベント当日オリジナ
ルメニューにて提供して頂きます。

友禅型染体験
京の伝統工芸・友禅型染をハンカチの製作で体験
していただきます。京の名工・伝統工芸士　和田
禅の指導で楽しく作りお持ち帰りして頂きます。

16 スピーカーズ・コーナー
～だれもがほぼ自由に語ることができる場～

あなたの「思い」を「言葉」にすることから新
しいまちづくりが始まります！

ハローライフ～ライフスタイル相談所～
カフェのような気軽さで、各分野の達人が「働
き方・暮らし方・社会貢献」の相談に乗ります。
未来まつりであなたの未来を考えよう！

もったいない THE MOVIE
日常生活の中にある身の回りの「もったいな
い」を集めた写真スライドショーです。

スライド展示　わたしの場所・わたしの風景
市民のみなさまから頂いた各々の大切なス
ポットを、写真に文章を添えてスライドで紹介
します。

まちなかあるき「京町家」見学ツアー
京町家の魅力を、実際に明治時代の町家を訪
ねて紹介します。町家で食べるお弁当つきで
す。（参加費1000円）

まちなみ・通りの達人をめざして！
～三条通りを、みんなで歩こう～

道・通りを歩き、「歩きやすさ」のチェックをし
ながら、さらに景観やまちなみを楽しむため
に、三条通りの店に立ち寄り、通りやまちにつ
いての知識を深めます。

親子でハッピーイングリッシュ
～こんにちは赤ちゃん～

英語による「愛の表現力」を学び体験します。
ハッピーイングリッシュで親子のコミュニケー
ションを豊かにしましょう。

こどもの国（託児ルーム）
お子さまのいらっしゃる方は一度お立ち寄り下
さい。午前10時半から午後4時半まで、保育
士がお預かりいたします。
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12レンアイ結
婚大会議～新
しいカタチの出
会いの場～
14:30～17:00
（150分）

雨天決行


