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事務局（京都新聞 COM）

電話：０７５－２５５－９７５７
京都市教育委員会

担当：生涯学習部生涯学習推進担当

電話：０７５－２５１－０４２０
ＩＣＯＭ京都大会レガシー継承事業
～子どもの好奇心を刺激し，多様性をはぐくむ～

ｎｅｎｄｏ×京都の匠展の開催について
2019 年 9 月，日本初開催となったＩＣＯＭ（国際博物館会議）京都大会は，世界
120 の国と地域から過去最多となる 4,590 名もの博物館関係者が参加し，
「文化をつ
なぐミュージアム－伝統を未来へ－」をテーマに,平和で持続可能なよりよい未来
を構築するために博物館が果たすべき役割について議論が行われました。そして，
関連するイベントにおいて，京都の奥深い文化の魅力を発信し，多くの方に博物館
の楽しさを感じてもらえる取組を推進しました。
この大会テーマに込められた理念をレガシーとして引き継ぎ，文化を基軸とした
まちづくりや大会開催を契機として高まった京都の博物館・文化芸術の振興の機運
を一層盛り上げるため，京都の匠と，国内外で幅広く活躍するデザイナー・佐藤オ
オキ氏（ｎｅｎｄｏチーフデザイナー）がコラボレーションし，伝統的な美術・工
芸分野においてこれまでにない斬新な作品を展示した展覧会を開催します。そして，
この展覧会を通して，大人だけでなく次世代を担う子どもたちの知的好奇心を刺激
し，デザインや芸術などへの文化的興味が芽生える契機とします。
１

開催概要
京都の自然や風土が長年にわたって育んだ美術，工芸，生活文化等の担い手であ

る京都の匠と，東京オリンピック・パラリンピックの聖火台をデザインするなど，
国内外で幅広く活躍するデザイナー・佐藤オオキ氏がコラボレーションして７点を
制作し，元離宮二条城にて展示します。また，音羽山 清水寺では，佐藤氏が境内か
らインスピレーションを受けて特別に制作した作品を展示します。
事業期間中には，子どもたちが作品を見て，感じ，興味を持てるように，見方の
ヒントとなるキーワードやイラストが描かれたパンフレットを会場で配布すると
ともに，小学生を対象に，展示作品やデザインに対して興味・関心が湧くようなワ
ークショップを開催します。

２

３

展覧会場
元離宮二条城

台所・御清所

音羽山 清水寺

西門・経堂

開催期間
令和４年１月１３日（木）～２月１３日（日）
（音羽山 清水寺 経堂は１月１３日（木）～２月６日（日））
元離宮二条城

：午前９時～午後４時（受付終了）

音羽山 清水寺

西門：午前６時～午後６時
経堂：午前９時～午後６時

４

主催
ｎｅｎｄｏ×京都の匠展 実行委員会
（ｎｅｎｄｏ，京都市内博物館施設連絡協議会，公益社団法人 京都市観光協会，
京都新聞，京都市，京都市教育委員会）

５

コラボレーションする京都の匠

（１）博物館関係
十六代 大西清右衛門氏（大西清右衛門美術館）
宮崎家具（京指物資料館）
香老舗 松栄堂（薫習館）
樂直入・十五代樂吉左衞門氏（樂美術館）
（２）伝統産業関係
十三代 中村宗哲氏（京漆器）
植治 次期十二代・小川勝章氏（造園）
小嶋商店（提灯）
※

京都の匠とのコラボレーション作品はいずれも元離宮二条城にて展示

※

音羽山 清水寺の作品は，佐藤氏が境内からインスピレーションを受けて特別
に制作

６

入場料及び入場方法
・元離宮二条城
入場料

大人

５００円（高校生以下は無料）

※二条城入城料は別途必要（一般６２０円＜二の丸御殿観覧料を含むと
１，０３０円＞，中学・高校生３５０円，小学生２００円），市内在
住・通学の小・中学生は無料（要証明）
入場方法

予約優先制（当日，予約に空きがあれば入場可能）

・音羽山 清水寺
入場料

無料（本堂へ参拝する場合は，拝観料が別途必要）

申込

不要

７

申込方法（元離宮二条城）
申込方法：専用ページ（URL: https://www.e-tix.jp/nendo_kyotonotakumi/ ）から
お申し込みください。
入力項目：氏名，住所，電話番号，メールアドレス等
申込期間：令和３年１２月１３日（月）～令和４年２月１３日（日）

８

ワークショップ

（１）自分だけの香を作ろう！
感性や感覚を頼りに，自分だけの香りを作るワークショップです。出来上が
ったお香は，お持ち帰りできます。
日

時

令和４年１月２３日（日）
第１回

午後１時～午後２時

第２回

午後２時３０分～午後３時３０分

（各回とも同じ内容）
会

場

京都新聞文化ホール
（京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞社７階）

解

説

辻光一郎氏（香老舗 松栄堂

対

象

小学生とその保護者

定

員

各回１５組

企画事業部）

（申込多数の場合は抽選。抽選結果はハガキにて通知）
参加費

無料

（２）オリジナルミニ提灯を作ろう！
伝統的な素材と技術を使って，ミニサイズの提灯を作るワークショップで
す。出来上がった提灯はお持ち帰りできます。
日

時

令和４年１月３０日（日）午後１時～午後３時

会

場

京都新聞文化ホール
（京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞社７階）

解

説

小嶋諒氏（小嶋商店

対

象

小学生とその保護者

定

員

１５組（申込多数の場合は抽選。抽選結果はハガキにて通知）

参加費

提灯職人）

無料

※申込は，京都新聞アート＆イベント情報サイト
(http://event.kyoto-np.co.jp/event/nendo_kyotonotakumi )からの事前申込制。
申込期間は，令和３年１２月１３日（月）～令和４年１月１０日（月・祝）
９

問合せ
nendo×京都の匠展 実行委員会 事務局
京都市教育委員会生涯学習部生涯学習推進担当（担当：北村）
TEL

０７５－２５１－０４２０

京都新聞ＣＯＭ事業推進局（担当：北岡，山野）
TEL

０７５－２５５－９７５７

１０

その他

・会場では，マスクの着用，手指消毒等感染症拡大防止対策に御協力ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況により，内容等を変更する可能性があり
ます。
・また，同時期には，京都市内博物館施設連絡協議会（京博連）が実施する京都
ミュージアムロード（スタンプラリー）を開催予定であり，参加施設がさまざ
まな展示企画を実施します。
（さらに，参加施設に設置のスタンプを３つ集めると抽選で記念品が当たるスタ
ンプラリーを企画しています。（開催予定時期：令和４年１月中旬～３月中旬））

（参考）
・ＩＣＯＭ（国際博物館会議）京都大会について
2019 年 9 月に，日本初となる国際博物館会議（ＩＣＯＭ(アイコム)）の世界大
会が京都で開催され，世界 120 の国と地域から史上最多となる 4,590 名の参加者
が参加し，大会テーマ『文化をつなぐミュージアム－伝統を未来へ－』を中心
に，幅広い問題に対するミュージアムの向き合い方，各国・地域のおかれた状況
や最新の取組などについて意見交換が行われました。また，関連するイベントに
も多くの方が参加するなど，ＩＣＯＭ京都大会のレガシーとも言える大きな成果
を収めました。
・京都市内博物館施設連絡協議会（略称「京博連」）
京都のまちに点在する数多くの博物館施設を市民の「生涯学習の場」として相互
に交流・協力し，それぞれの施設が一層の発展を図っていくことを目指し，平成
４年に設立。会長：佐々木丞平（前 京都国立博物館館長）。現在，正会員２１
２館・賛助会員２０団体が加盟。

＜佐藤オオキ氏 プロフィール＞
1977 年

カナダ生まれ

2002 年

早稲田大学大学院理工学研究科建築学専攻修了
nendo 東京オフィス設立

2005 年

nendo ミラノオフィス設立

2006 年

Newsweek 誌「世界が尊敬する日本人 100」

2007 年

Newsweek 誌「世界が注目する日本の中小企業 100 社」

2012 年

早稲田大学非常勤講師

2015 年

ミラノ万博「日本館」内ギャラリーの空間プロデュース及び
日本各地の伝統工芸品とのコラボレーション作品をデザイン

2021 年
〃

東京オリンピック・パラリンピックの聖火台をデザイン
大阪・関西万博

日本政府館総合プロデューサーに就任

＜主な作品収蔵先＞
ニューヨーク近代美術館 (米)
パリ装飾美術館 (仏)
モントリオール美術館 (加)
ホロンデザイン美術館 (イスラエル)
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 (英)
ポンピドゥー・センター (仏)
シカゴ美術館 (米)
トリエンナーレデザイン美術館 (伊)
21_21 Design Sight (日)
ビクトリア国立美術館 (豪)

他

＜主な受賞歴＞
日本商環境設計家協会 (JCD) 賞 金賞 / 2005,2007,2007
日本インテリアデザイナー協会 (JID) 賞 大賞 / 2006
Furniture Design Award 最優秀賞 (シンガポール) / 2008
Wallpaper* Best Domestic Design (英) / 2009,2010,2011,2014
ELLE DECO International Design Awards 「Designer of the Year」 (伊) / 2012
Maison & Objet 「Designer of the Year 」 (仏) / 2015
Iconic Awards 「Interior Designers of the Year」 (独) / 2015
日経ビジネスオンライン CHANGE MAKER OF THE YEAR / 2015 最優秀部門賞
zeen 「Designers Hot List 第 1 位」(英) / 2016
WORLD RETAIL AWARD 2017「Store Design of the Year Award」(英) / 2017
AW Architektur & Wohnen magazine「Designer of the Year 2019」 (独) / 2019
FRAME AWARDS「multi-brand store of the year」(蘭) KASHIYAMA DAIKANYAMA / 2020

