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京都市では、都市の魅力、活力、憩いを生み出す貴重な空間である公園を最大限に利活用

しその魅力や利便性を高めていくため、民間企業等を公募のうえ、社会実験として、柔軟な

発想で公園の試行的利用を行う「公民連携 公園利活用トライアル事業」を推進しています。 
この度、新京極公園（中京区）において、新京極商店街振興組合による新京極通１５０周

年記念事業と連携し、柔軟に公園を利活用しながら地域の歴史や文化を発信するイベントを

開催しますので、お知らせします。 
地元団体、大学、企業、芸術家等、多様な主体の高齢者から子どもまで幅広い世代の方が、

公園の楽しみ方を提案するプレイヤーとなって、様々な企画を実施します。ぜひ、会場にお

越しいただき、未来のまちの文化と公園の風景に思いを馳せませんか。 
 

１ 日時 

  令和４年８月１９日（金）       午後 ６時～午後７時 

２０日（土）、２１日（日）午前１１時～午後５時 

２７日（土）             午前１１時～午後９時 

２８日（日）             午前１１時～午後４時 

※ ＜雨天の場合＞ 

２０日、２１日は中止。２７日、２８日は一部内容や開催場所を変更して実施しま

す。詳細は下記ＵＲＬにてお知らせします。 

   【https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000287142.html】 

 

２ 場所 

 ⑴ 新京極公園 

（中京区新京極東裏通蛸薬師下る 

中之町５３８－９他） 

 ⑵ ろっくんプラザ 

（中京区桜之町４３０－１他）  

 

ふごおろし、灯りのアート、古着市… 

多様な主体が公園の楽しみ方を提案！ 



３ 実施内容 ※入場無料（物販等は有料） 
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⑴ 青空古着市（２０日、２１日、２７日、２８日） 

  「ＷＥＧＯ」、「three star」、「ＳＰＩＮＮＳ」が、公園にて古着市を開催します。 

 ※ 出店店舗は日によって異なります。 

     

 

  



⑵ 京北 ことす出張めぐる市（２０日・２１日） 

  京都市北部の里山から様々な特産品がやってくる、出張京北めぐる市を開催！北山杉

の箸作り体験（体験の売上げは「ウクライナ・キーウ京都市民ぐるみ受入支援ネットワ

ーク」へ全額寄付）や、エコ～るど京大によるマイボトルダンスや活動トークも実施し

ます。 

   

 

⑶ 竹灯り（２７日 ろっくんプラザ午後６時点灯、 

新京極公園午後６時半点灯） 

  新京極公園とろっくんプラザにおいて、天然素材で地球に

やさしい和ろうそくを点灯します。離れた２会場を竹灯りで

繋ぎ、普段とは一味違う、幻想的な新京極エリアをお楽しみ

ください。 

 

⑷ 「みやこ・キッズ・ハーモニー」納涼コンサート 

（２７日 午後５時２０分～午後５時４０分） 

新京極商店街に流れるアーケード放送の「まる

たけえびす」を歌う、京都で活動している子ども合

唱団が、京都のわらべうたや夏の歌などを歌いま

す。 

 

⑸ つながるマルシェ（新京極マルシェ）（２８日） 

「産廃」→「素材」へ。アップサイクルに取り組む「sampai」、「PlaLial」など、「つ

なぐ、つながる」を軸としたマルシェを開催。また、昔ながらのヨーヨー釣り、スーパ

ーボールすくい、野菜販売を通して、みなさんと「つながる」場所をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑹ ふごおろし（２７日、２８日 正午～午後６時） 

＠ろっくんプラザ 

「新京極通１５０周年記念事業」として、無形文化遺産

「地蔵盆」を後世へ受け継ぐべく、今ではめずらしくなっ

た、「ふごおろし」を実施します（景品を籠に入れて、２階

から紐に伝わせて下ろす福引イベント）。 

   

⑺ 新京極 界隈ツアー（２７日、２８日 午後２時～） 

明治５年（１８７２年）に社寺の境内に開かれ、１５０年

を迎えた新京極通の歴史を辿る、まちあるきイベントを開催

します。新京極通がどうして造られたのか、京都市民は何を

求めて新京極通に集い、賑わいを創ってきたのか、また、時

代の流れに応じてどのように姿を変えて来たのか。古い写真

を紹介しながら、新京極商店街振興組合理事長がまちなかの

変遷を御案内します。 

参加希望者は午後１時５０分に新京極公園までお集まり

ください。 

 

⑻ ハイパー縁側＠新京極  

新京極ゆかりの方々による、新京極公園をテーマとしたトークライブを開催します。

２７日は焚火も点灯するスペシャルステージをお楽しみください。 

  ※ Facebook Live でもオンライン配信 !【https://hyper-engawa.com/shinkyogoku/】 

 

 時間 登壇者 

19 日 

（金） 

午後 6時 

～午後 7時 

①錦天満宮禰宜 新田 雅美 

②ダイアモンドビル 専務取締役・新京極公園愛護協力会会長 小出 浩孝 

20 日 

（土） 

午後 4時 

～午後 5時 

①WEGO 京都店 店長 冨桝 俊吾 

②three star 店長 玉山 真梨子 

③SPINNS 関西地区店舗管理 山本 泰 

21 日 

（日） 

午後 4時 

～午後 5時 

①京都市 建設局 みどり政策推進室公園利活用企画係長 岩澤 圭佑  

②京都市 建設局 みどり政策推進室 藤本 有貴子 

27 日 

（土） 

午後 7時 

～午後 8時 

①㈲中村ローソク代表取締役 田川 広一 

②みんなの想火京都 代表・㈱ Confiance 代表取締役 大森 勇志 

28 日 

（日） 

午後 3時 

～午後 4時 

①新京極商店街振興組合販売促進広報委員長 

・みやげ屋「京のふるさと」店長 西澤 摩耶 

②日本たばこ産業㈱ 京都支社 支社長 田中 明 

 

 

 



⑼ 喫煙所の移設・壁面アート 

喫煙する人もしない人もさらに憩える

公園を目指して、日本たばこ産業㈱の寄付

により、公園入口付近にあった喫煙所を北

東に移動します。 

移設する喫煙所壁面には、京都府出身で

吉本興業に所属する映画監督 宇治茶氏

による、新京極公園の過去と未来を描いた

アート作品も施されます。 

※ 供用開始日８月１７日（水）予定 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

宇治茶氏 １９８６年京都府生まれ 

京都嵯峨芸術大学在学中より劇画とアニメーションを組み合わせた「ゲキメーション」

という手法で映像作品を制作。２０１８年発表の長編映画「バイオレンス・ボイジャー」

は、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭審査員特別賞を受賞 

 

⑽ ＢＳよしもと 

 新京極エリアを盛り上げるべく、「Cheeky’s a GOGO!」

（８月１５日(月)・２２日(月) 午後１時～午後５時）にて

新京極公園からすぐ近くのお店を、京都府住みます芸人「き

ゃろっときゃべつ」が紹介します。 

「ＢＳ２６５ch」にて視聴可能です（パソコンやスマホで

も視聴可能。見逃し配信あり）。 

・ 番組ホームページ 

【https://bsy.co.jp/programs/by0000015974】 

・ BS よしもとホームページ【https://bsy.co.jp/】 

 

４ 実施主体 

新京極公園プロジェクト実行委員会 

立誠自治連合会、新京極公園愛護協力会、中之町町内会、新京極商店街振興組合、 

日本たばこ産業㈱(代表法人)、㈱よしもとエリアアクション京都支社、㈱WEGO、 

松竹㈱、東邦レオ㈱ 

協力：㈲中村ロ-ソク、錦天満宮、みんなの想火京都、京都超 SDGｓコンソーシアム、エ

コ～るど京大、京都里山 SDGs ラボ運営協議会(ことす)、three star、ＳＰＩＮＮＳ 



５ その他 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響や天候の影響等やむを得ない事情が発生した場合、

予告なく内容を変更することがあります。 

・ 中之町町内会の地蔵盆も同時開催しています（町内会の行事のため一般の方は見学の

み可）。 


