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トイレ 散水ポイント（竹屋町～丸太町、下長者町～上長者町）

堀川遊歩道への入口（押小路・二条・丸太町・中立売～一条は出入り自由。ただし南下はできません。）

※遊歩道は期間中北向き一歩方通行。

鴨　川　会　場
市バス「三条京阪前」・地下鉄東西線「三条京阪駅」
京阪電車「三条駅」または「祇園四条駅」
市バス「四条河原町」・阪急電車「河原町駅」下車すぐ

堀　川　会　場
市バス「二条城前」・地下鉄東西線「二条城前駅」下車すぐ

京の七夕実行委員会

　「一年に一度  願いごとをする」という七夕にちなみ、「願い」をテーマに新たな京都の夏の風物詩を創ろうとオール京都で取

り組んでいる「京の七夕」。5回目という節目の年を迎えた今夏も、堀川・鴨川をメイン会場に、8月2日から11日までの10日間開催

いたしました。

　期間中、台風11号の影響により、8月9日（土）・10日（日）の開催を見合わせましたが、堀川会場及び鴨川会場合わせて65万

人を超える国内外からの観光客や府・市民の皆様にお楽しみいただきました。多くの方々に御好評をいただき、京都の夏の風

物詩としていっそう定着してきたと実感しています。

　今回は、堀川会場において地元団体による企画・演出エリアを拡大し、「堀川七夕茶屋」の実施や地元と大学との連携による

大型の「堀川ねぶた」の展示といった、新たな魅力の創出に取り組みました。また、鴨川会場において、昨年好評であった「鴨川

左岸プロジェクションマッピング」のグレードアップを行うなど、既存の事業を活かしつつも、新たな展開を図りました。更に、イン

ターネットにより全国から広く「願い」を募集するとともに、京都府域・市域において、様々な「京の七夕協賛イベント」を実施いた

だき、京都はもとより全国に「京の七夕」事業を幅広く周知しました。

　このように、本事業が成功のうちに無事終了することができましたのも、

ひとえに熱心に御参画をいただいた地域住民の皆様、大学の皆様、御協

賛いただいた寺院・神社様、企業様、お手伝いいただいたボランティアの

皆様など、関係各位の多大なる御支援、御協力の賜であり、心から感謝

の意を表する次第です。

　8月の京都といえば「京の七夕」とイメージしていただけるよう、認知度

向上にこれからも一層努めてまいりますので、引き続き皆様方の変わらぬ

御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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【願いを京都に】 売り上げの10％を東日本大震災からの復興に向け寄附しました。
寄附金額：88,150円　 寄附先：あしなが育英会

京の七夕 絵はがき短冊《販売数：8,815枚　寄せられた願い：5,706通》

【オープニング】

子どもたちの願いを堀川、鴨川両会場に
　会場周辺の小学校、市内の市立幼稚園、私立幼稚園の子どもたちが願いを書いた短冊（3,120枚）を笹に飾り付け、堀川
会場と鴨川会場に展示しました。

【堀川会場】　
新町小学校、西陣中央
小学校、正親小学校、二
条城北小学校、みつば
幼稚園、待賢幼稚園、乾
隆幼稚園、翔鸞幼稚園、
京和幼稚園、錦綾幼稚
園、聖三一幼稚園、くるみ
幼稚園、春日幼稚園、うぐ
いす幼稚園、うぐいす第
二幼稚園、さかいだに幼
稚園、松尾幼稚園

【鴨川会場】 
御所南小学校、高倉小学校、洛央小学校、上
賀茂幼稚園、京極幼稚園、中京もえぎ幼稚
園、楊梅幼稚園、明徳幼稚園、西院幼稚園、
伏見板橋幼稚園、伏見南浜幼稚園、伏見住
吉幼稚園、深草幼稚園、竹田幼稚園、開智幼
稚園、明幼稚園、京都カトリック信愛、鴨東幼
稚園、くろたに幼稚園、マクリン幼稚園、ときわ
幼稚園、泉山幼稚園、いずみ幼稚園、清水台
幼稚園、東山幼稚園、山科幼稚園、洛東幼稚
園、夢窓幼稚園、安井幼稚園、天授ヶ岡幼稚
園、葉室幼稚園、石田幼稚園

【京の七夕 願いごとキャンペーン】 【京の七夕×戦国BASARAスタンプラリー】
　8人の武将の家紋スタンプを集めていただきながら両会
場を周遊していただきました。必須ポイント3ヶ所+1ヶ所のス
タンプを集めた方に参加賞（オリジナルクリアファイル）、ま
た、抽選で76名の方に最大35,000円相当のプレゼントを贈
呈しました。さらに、全スタンプ制覇の方の中から抽選で20
名の方に戦国BASARA4グッズをプレゼントしました。

これからの良き未来等、さまざまな「願い」を託す、「京の七夕 絵はがき短冊」を会場限定で販売しました。

京の七夕 絵はがき短冊 【1枚 100円】
真言宗総本山教王護国寺（東寺）
第二百五十六世長者砂原 秀遍 氏

すなはら  しゅうへん

京の七夕へのご招待（2名1組）や京都の特産品（京銘菓／京都ブランド
肉／京野菜など）を15名様にプレゼントしました。
　開催５回目の節目の年を迎えた「京の七夕」。「一年に一度　願いごとをする」という
古くから伝わる七夕の節句の意義や云われを見つめなおし、全国からより多くの「願い」
をお寄せいただくために「京の七夕 願いごとキャンペーン」を実施しました。
　８月１１日（月）までにインターネットや郵送によりお寄せいただいた「願い」は、８月１６日
の京都五山の送り火や清水寺のお焚き上げで、天へ届けました。

オリジナルクリアファイル▲

スタンプポイント▲

台紙ハガキ▶

【スタンプラリーポイント（8ヵ所）】
①鴨川会場案内所【必須】
②堀川会場総合本部【必須】
③二条城【必須】
④地下鉄東西線「二条城前駅」【選択】

⑤京阪電車「祇園四条駅」【選択】
⑥京阪電車「三条駅」【選択】
⑦阪急電車「河原町駅」【選択】
⑧晴明神社【選択】

協力／京阪電気鉄道、阪急電鉄、京都市交通局、カプコン、晴明神社 （敬称略）

【応募総数】 863通

【京の七夕 絵はがき短冊のお焚き上げ】

【「願い」ギャラリー】

◎たなばた願文お焚き上げ
京都仏教会と京都府神社庁合同によ
り、絵はがき短冊と会場に飾られた子
どもたちが願いを書いた短冊のお焚き
上げをしていただきました。
日　時／8月16日（土） 午後3時～
場　所／清水寺

◎京都五山送り火でのお焚き上げ
京の夏の夜空に浮かび上がる五山の
送り火において、京の七夕絵はがき短
冊のお焚き上げをしていただきました。
日　時／8月16日（土） 午後8時～
協　力／京都五山送り火連合会

協 賛

今年、願いごとを書いていただいた方々です。（敬称略）

周防正行（映画監督） 上白石萌音（女優） 川口春奈（女優） 本田望結（女優） 鈴木健太（MBSアナウンサー）

絵はがき短冊の取扱場所
堀川会場・鴨川会場の案内所など

受 付 場 所
堀川会場・鴨川会場または郵送

《寄せられた願い：インターネット 5,615件、郵便 996件》

　8月2日、世界遺産・元離宮二条城東大手門において開会式
を開催しました。
　山田京都府知事、門川京都市長の挨拶の後、「一年に一
度  願い事をする」という七夕の節句にちなんで、ジュニア観
光大使から短冊に書いた願いごとが発表され、飾り付けられま
した。
　テープカットには、今年、京の七夕とタイアップした東日本大震
災被災地支援活動「POKEMON with YOU」から、ピカチュ
ウが駆けつけ、京の七夕のオープニングを盛り上げました。

提供／関西Walker「京の七夕Walker」企画



堀　川　会　場主催事業
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■■竹と光と友禅の
  アート作品
　（夷川通～竹屋町通、丸太町通～下立売通、
　  出水通～下長者町通、二条城）
芸術系大学の学生による作品（16作品）を
展示しました。
・京都市立芸術大学  ・京都嵯峨芸術大学
・京都造形芸術大学  ・大阪成蹊大学
・京都精華大学　　  ・池坊短期大学

■■ＯＲＩ☆ＨＩＫＯ
  （出逢い星）
　（丸太町通～椹木町通）

協力／ＦＫＫ（株）

たくさんの流れ星の中、他にはない淡いパステル
カラーのLEDで、織姫と彦星の出逢いを表現し
たロマンチックな演出が、今年初登場しました。

「水禅」
京都造形芸術大学

「星～　　 　　　　　  ～」
京都精華大学

「流̶ながれ̶」
大阪成蹊大学

「まる」
京都嵯峨芸術大学

堀川遊歩道

■■光の天の川
　（下立売通～出水通）
夜空に浮かぶ満天の星空を
LEDによる「光の天の川」で
再現。七夕情緒あふれる幻
想的な空間が広がりました。
今年は川面から天へと続く
光の演出でさらに幻想的に
なりました。

■■光の友禅流し（夷川通～竹屋町通）
幾重にも色が重なり表現される京友禅が光の演出により、堀川の水面
に艶やかに浮かび上りました。

協力／（株）亀田富染工場

■■光の噴水
  アート
　（竹屋町通～丸太町通）
噴水の動きをプログラミン
グし、さまざまな色にライト
アップする噴水アートが今
年初登場しました。

■■光のしずく

場所／丸太町橋
協力／（株）フィルノット　Project Philknot
　　　 近藤真由美・稲森麻子・小﨑幹太

レースのように輝く光ファイバーボールが光の
しずくとなり、まるで天の川からこぼれ落ちた
星のように堀川を彩りました。光源にLEDを使
用したエコな光のデコレーションとなりました。

■■願い七夕
　（椹木町通～
　  下立売通）
地域の子どもたちが願い
ごとを書いた短冊を笹に
飾り付け、展示しました。

堀　川　会　場主催事業

■■メッセージ行灯（二条通～夷川通）
京都にゆかりのある著名な方々からいただいたメッセージを掲載した大
型行灯を展示しました。

【メッセージ提供者】 芦屋小雁（俳優）・新木直人（賀茂御祖神社〈下鴨神社〉宮司）・有馬賴底（臨済宗相国
寺派管長）・畦田ひとみ（おけいはん〈京阪電車イメージキャラクター〉）・井上八千代（京舞井上流五世家元）・
上村淳之（日本画家）・片山幽雪（観世流能楽師）・北園文英（圓通寺住職）・里中満智子（漫画家）・砂原秀遍
（真言宗総本山教王護国寺〈東寺〉長者）・世界歴史都市連盟・千玄室（茶道裏千家大宗匠）・高岡亜衣（書
道家）・田中恆清（石清水八幡宮宮司）・田中安比呂（賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉宮司）・東儀秀樹（雅楽
師）・中村玉緒（女優）・福本清三（俳優〈東映京都撮影所〉太秦ライムライト主演）・本田望結（女優）・毎日放送
（ちちんぷいぷい出演者）・松本紘（京都大学総長）・山折哲雄（宗教学者）

【協賛企業】 井筒八ッ橋本舗、イオンモール京都桂川、FKK、おのみやす本舗、京つけもの 西利、京都銀行、京
都国際ホテル、京阪電気鉄道、シー・エム・エー、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、J:COM みやびじょん、世界歴史都市連盟、
ゼロホーム、セレマ、東映（東映京都撮影所、東映太秦映像、東映太秦映画村）、ニッセン、阪急電鉄、福寿園、
ブライトホール（公益社）、毎日放送、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［五十音順、敬称略］

■■世界遺産・元離宮二条城

建築物の形状に合わせてプログラミングした映像を投影する「プロジェクションマッピング」を
二の丸御殿で実施。今年は花街をテーマに華やかでかわいらしい作品を取り入れました。

◎二の丸御殿プロジェクションマッピング
　「荘厳なるあかり」 

8月2日（土）
短冊願いごとコーナーを設置し、二条城に
お越しになられた方に願いごとを書いてい
ただき、笹に飾り付けして頂きました。

主催／（株）ワン・ワールド

◎七夕の喜び 協 賛

8月2日（土）～8日（金）
二の丸御殿台所前にて京都
の物産販売を実施しました。
（13店舗）

◎京の名産品展

京都名店会協力／

9月13日（土）公開の映画「舞妓はレディ」の
パネル展示や予告映像などを放映しました。

◎映画「舞妓はレディ」展

協賛／ ART COMPLEX製作／

©2014フジテレビジョン  東宝  関西テレビ放送  
電通  京都新聞  KBS京都  アルタミラピクチャーズ

場所／二の丸御殿台所
協力／東宝（株）

ポケモンの被災地支援活動「POKÉMON 
with YOU」と「京の七夕」がタイアップ。被災地
の子どもたちの願いが書かれた短冊が飾られ
たほか、チャリティーグッズも販売しました。8月2
日（土）・3日（日）にはピカチュウも登場しました。

◎POKÉMON with YOU
　ワゴンとピカチュウがやってくる！

©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
　ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

「夢舟」
大阪成蹊大学

「光の橋」
大阪成蹊大学

「回季」
京都造形芸術大学

「サンカク」
京都嵯峨芸術大学

「四角」
京都嵯峨芸術大学

「篝」
京都市立芸術大学

「華時計」
京都市立芸術大学

「こひねがふ」
京都造形芸術大学

「竹影」
京都市立芸術大学

「浮津の波音」
池坊短期大学

「ERA」
京都精華大学

「廻」
京都精華大学

◎二 条 城

◎堀川遊歩道

午後の紅茶おいしい無糖とうちわを無料配布しました。◎午後の紅茶おいしい無糖夏祭りイベント
8月11日（月）日時／ キリンビバレッジ（株）主催／

堀川会場主催事業監修 京都造形芸術大学 副学長 大野木 啓人氏
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堀　川　会　場協賛事業
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協 賛

堀　川　会　場協賛事業

堀川と堀川通りを美しくする会主　催／

手作り水車発電

ほたるのねぶた

■■地元団体による企画・演出エリア

「堀川と堀川通りを美しくする会」と京都造形芸術大
学がコラボレートし、地域団体と学生が一体となって
幻想的な光の空間を演出しました。この連携プロジェ
クトには学生約50名が参画し、4月、5月に企画・アイ
デア出しを行い、6月から製作を開始しました。また、
開催期間中は学生がシフトを組み、地元の方 と々とも
に、運営や来場者対応を行いました。

◎堀川ねぶた
　 （下長者町通～中立売通）

（有）アイ工房協　力／

左：友禅型紙
右：西陣織紋紙

◎西陣織紋紙と
　友禅型紙を使った
　LED行灯の展示

◎京友禅型紙によるなつかしのチンチン電車・
　チンチン電車模型の走行（上長者町通～中立売通）

かつて、押小路通から二条通ま
でを走っていた市電（チンチン電
車）の京友禅の型紙を展示した
ほか、１／５模型が堀川沿いを走
行しました。また、プロジェクター
を用いて当時の懐かしい映像を
投影しました。

協　力／
京都市未来まちづくり100人
委員会  
京都染型協同組合

はあと・フレンズ協力／

立命館大学協力／

静岡県東伊豆町主催／

京都市上下水道局主催／

立命館大学協力／

子ども友禅流し

日本三大つるし飾りの展示

堀川七夕茶屋

吊り灯篭

◎いこいの広場（中立売通～一条通）
・飲食販売ブース
・堀川七夕茶屋
  毎日２名の芸舞妓さんに舞を披露していただきました。また、茶屋が開設され、
  舞妓さんとの記念写真の撮影やお抹茶、お菓子でのおもてなしが行われました。

・子ども友禅流し
  地元の子どもたちが絵付けした友禅を流しました。
・手作り水車発電 
・日本三大つるし飾りの展示 
  静岡県東伊豆町の「雛つるし飾り」、山形県酒田市の「傘福」、福岡県柳川市の「さげもん」を
   展示しました。
・吊り灯篭の製作と展示
・置き灯篭の展示
・京の七夕祈りのブース
・京の水・利き水大作戦

  京都の水道水と市販のミ
  ネラルウォーターを飲み比
  べる「利き水」ブースを出
  展しました。また、ドライ型
  ミスト装置も設置しました。

・みやこ杣木PRブース
　　　　　　　　　　
　　　　

　　　（敬称略）

◎堀川ほたるの森
　【一条戻橋以北】
 ・手作り水車発電（立命館大学）
 ・ほたるのねぶた
   （京都造形芸術大学、堀川ホタルプロジェクト）
　　　　　　　　　　　　　 

       　　　　（敬称略）

■■京の七夕 京友禅フェア

◎京友禅製作実演
・紋上絵の実演 8月2日（土）～4日（月）
・型彫工程の実演 8月5日（火）～7日（木）
・挿し彩色工程の実演 8月8日（金）～11日（月）

◎京友禅・京小紋製作体験
・手描染によるハンカチの製作体験
  8月2日（土）～11日（月）
・型染によるテーブルセンターの製作体験
  8月2日（土）～11日（月）

◎京友禅作品展示
8月2日（土）～11日（月）

京都国際ホテル 地下レインボールーム
京友禅協同組合連合会

場　所／
主　催／ 京都国際ホテル協　力／

■■「京」西陣・七夕まつり 協 賛

◎ミニ手機手織体験
　 8月2日（土）～6日（水）
　 ミニ手機を使ってミニテーブ
　 ルセンターの製作体験を実施
　 しました。

◎座操り実演
　 8月2日（土）～6日（水）
　 繭から糸を取る座操りの実演
　 を行いました。

◎まゆクラフト体験　
　 8月2日（土）～6日（水）
　 まゆを使って七夕をモチーフ
　 にした色紙の製作体験を実
　 施しました。

◎ゆかたショー体験
　 8月2日（土）・3日（日） 午後3時30分～
　 ゆかたを中心とした一般参加
　 型のファッションショーが開催
　 されました。

西陣織会館場　所／ 西陣織工業組合主　催／

協 賛

■■堀川商店街
  「堀川まつり」
協 賛

金魚すくいや飲食関係などが出店
し、会場に賑わいをもたらしました。

8月8日（金）～9日（土）
午後4時～午後9時
堀川商店街

日時／

場所／

堀川ねぶた

ワークショップ



09 10

■■風 鈴 灯
竹カゴの中に京焼、清水焼、京仏具の伝統技術を用
いた風鈴を入れ、LEDの灯りをともしました。数カ所
でお香も焚き、鴨川の涼やかな音色、灯り、香りを楽
しんでいただきました。

協力／香老舗 松栄堂

鴨　川　会　場主催事業

■■左岸プロジェクションマッピング

■■鴨川の
  七夕飾り
短冊を飾り付けた光の笹を
設置。LEDの光で装飾され
たきらびやかな七夕ロードが
続きました。

堀　川　会　場協賛事業

嵐電嵐山駅を美しく彩る京友禅のポール（キモノフォレスト）
を飾りました。

京福電気鉄道（株）協力／

◎キモノフォレスト

子どもたちが楽しめるゲームを出店しました。
8月2日（土）～11日（月） 午後7時～午後9時
堀川と堀川通りを美しくする会

日時／
主催／

◎子どもの遊び広場

協 賛■■晴明神社

夜間拝観／8月2日（土）～11日（月） 午後6時～午後9時

期間限定七夕まもりを授与（500円）。和装特典として「金
運上昇祈願札」を贈呈しました。

協 賛

地下鉄東西線「二条城前駅」２番出口連絡通路
京都市立芸術大学、京都市交通局

場所／
協力／

京都市立芸術大学の学生による「天の川をデザインする」をテーマと
する作品（31作品）を展示しました。

■■ 学生アート作品展示
　 「天の川をデザインする」

8月3日（日）・8日（金）・11日（月）
午後6時～午後9時
京都国際ホテル2階 宴会場
京都国際ホテル

日時／

場所／
主催／

協 賛■■七夕屋台村

8月2日（土）・3日（日）
午後7時～午後9時30分 無料
京町家ぎゃらりいほりかわ

日時／

場所／

震災の年の仙台七夕祭りで使用した七夕飾りを展示しました。

■■ 京町家ぎゃらりい ほりかわ
　 仙台七夕飾りと幸せを呼ぶ
　総鹿の子ウエディングドレス

協 賛
昨年に引き続き、プロジェクション
マッピングを実施。今回は「京の七
夕物語」と題し、「彦星」と「織姫」を
主役にしたファンタジックなストー
リー展開で、左岸の川面と護岸に
幻想的な映像を映し出しました。

協賛／
制作／（株）シーマ

８月2日（土）～１1日（月）期間／

和装（ゆかた姿など）でご来場の女性に毎日先着4０名様に「オリ
ジナルガーゼハンカチ」をプレゼントしました。

和装来場者へのプレゼント

キモノフォレスト 子どもの遊び広場
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鴨　川　会　場主催事業／協賛事業

■■友禅流し
京都染織青年団体協議会、京都友禅蒸水洗工
業協同組合による友禅流しを実演しました。

8月2日（土）・3日（日）
三条～四条間

開催日／
場　所／

■■京の七夕舞妓茶屋
先斗町歌舞練場において「京の七夕 舞妓茶屋」を開設し、舞妓の踊
り・記念撮影や冷たいお飲み物、甘味等をお楽しみいただきました。

8月2日（土）～11日（月）
舞妓茶屋実行委員会

期間／
主催／

協 賛

■■鴨川納涼2014
特設ステージにおけるイベントや全国物産即
売コーナー、河川美化など様々なブースが設
けられました。

8月2日（土）・3日（日）
鴨川右岸 三条～四条間
鴨川納涼実行委員会
鴨川を美しくする会

開催日／
場  所／
主  催／
協  力／

協 賛

鴨　川　会　場主催事業

京都染織青年団体協議会、京福電気鉄道（株）協力／

■■ステージ展示
西陣織の反物や、嵐電嵐山駅から出展の京友禅を用いたポール（キモノフォレスト）など、京都の伝統工芸を使った京都らしい七夕飾りを展示しました。

■■京の七夕
 記念撮影会

■■みそそぎ川
 光の演出
水中にオリジナルのLED
ボールを敷設し、点滅する
光により、みそそぎ川を演出
しました。

協力／（株）京屋

みそそぎ川ステージ
展示横及び
鴨川案内所付近

場所／

鴨川会場の風鈴灯と一緒に
来場記念の写真撮影をプロの
カメラマンが行いました。1グ
ループに付き1カット撮影し、プ
リントを1枚進呈いたしました。 

8月11日（月）開催日／

■■みそそぎ
 手作り
 体験工房
京の七夕オリジナル団扇に絵付け
を行っていただく体験コーナー。自
分だけのオリジナル団扇を持ってそ
ぞろ歩きをしてもらいました。

8月4日（月）～7日（木）・11日（月）開催日／

■■願いごと
  コーナー
来場者に願いごとを「絵
はがき短冊」に書いてい
ただき、会場内に設置さ
れた笹に結びつけていた
だきました。
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鴨　川　会　場主催事業／協賛事業

■■鴨川美化活動
8月12日（火）
鴨川納涼実行委員会
京の七夕実行委員会

開催日／
主　催／

協 賛

■■七夕 夕涼みコンサート
◎アンダーグラフ コンサート

8月7日（木）
八坂神社境内「舞殿」

開催日／
場　所／

８月4日（月）～１1日（月）期間／

和装（ゆかた姿など）でご
来場の女性に毎日先着
１００名様に「手提げ提灯」
をプレゼントしました。

和装来場者へのプレゼント

■■鴨川納涼床 七夕大笹飾り
京都鴨川納涼床協同組合が京都
の夏の風物詩、鴨川納涼床を七夕
飾りで装飾。

8月1日（金）～11日（月）
二条～五条間
京都鴨川納涼床協同組合

期間／
場所／
主催／

協 賛

～ありがとう鴨川清掃活動～

寺院 ・ 神社等協賛事業

京の七夕補助制度協賛事業

☆七夕笹飾り 8/2（土）～4（月）午前6時～午後6時30分
　（最終受付） 境内で七夕笹飾りを実施。拝観料300円 
☆「たなばた願文のお焚き上げ」 8/16（土）午後3時
　～午後3時40分

☆「客殿に微涼生ず」 8/1（金）～8/18（月） 午後5時30
　分～午後9時 夕暮れからの特別拝観（要予約）

※P.9参照

晴明神社

☆七夕笹飾りライトアップ ～8/1５（金）夕暮れ～午後8
　時（土・日・祝は午後9時まで）
☆七夕奉納トーク・ライブイベント 8/14（木）午前11時～午後8時
☆フードコート8/13（水）～8/15（金）午前10時～午後8時
　30分 境内に13店舗揃うパエリア、ピタサンド、ワインなど

☆六道まいり 8/7（木）～10（日）午後6時～午後10時
　冥土まで届くと言われる「迎え鐘」を参拝者らが鳴
　らし、先祖の精霊を現世に迎え入れる。

京の寺院・神社では、人々の心を癒す特別行事が開催されました。

☆夜の特別拝観「燈明会」 8/1（金）～8/18（月）午
　後5時30分～午後10時 拝観料￥600
　【和装特典】団体割引にて拝観 
☆夕涼み浴衣の茶会（要予約） 8/1（金）～１7（日）の
　金・土・日曜日午後5時～午後6時　料金2,500円、
　浴衣着用の方は2,000円

☆七夕夕涼みコンサート 8/7（木）午後6時30分～午後
　7時30分 境内の「舞殿」においてロックバンド「アン
　ダーグラフ」のミニコンサートを開催。参加費無料。

清  水  寺

圓  徳  院貴船神社

六道珍皇寺 八坂神社

高台寺

山階南学区ふれあい納涼まつり明神川行燈フェア

らくさい七夕 願いのイベント

京都市内において、たくさんの団体が京の七夕を盛り上げました。
総来場者数：178 ,789人　寄せられた願いの数：19,490通

大規模イベント （順不同） 4団体
行政区 事業名 主催者 開催日 開催場所 内　容

左京区 「日本で一番受けたい授業！ 
─食フェスタ2014─」 （公社）京都青年会議所 ８月31日（日） みやこめっせ 第１部「日本で一番受けたい授業」　第２部「食フェスタ2014」で、京の食文化を

「聴く」「学ぶ」「考える」「感じる」の切り口から、感謝の心を見つめ直しました。

下京区 「京都 食とアートのマー
ケット in 東本願寺」

「京都　食とアートのマーケット 
in 東本願寺」実行委員会 ８月２日（土） 東本願寺前緑地帯 京都府内の食の生産者による出店、作家、アーティストによる出店、東本

願寺所蔵の美術品の公開などを実施しました。

右京区 「SUMMER VALENTINE 
2014 時雨殿」

（公財）小倉百人一首
文化財団 7月5日（土）～13日（日） 時雨殿 地域の活性化と百人一首の普及啓蒙のため、「お笑い百人一首コン」をはじめ、

「鏡リュウジ講演会」、「嵐山スイーツコレクション」などを実施しました

西京区 「らくさい七夕 願いのイベ
ント」

らくさいマルシェ実行
委員会 6月28日（土）～8月24日（日） ラクセーヌ商店会、高島

屋洛西店及びその周辺
手作り作品販売の「らくさいマルシェ」他、「抽選会」、「金魚すくい大会」、「ちびっ
こ縁日」など多彩なイベントを開催し、洛西地域の魅力を発信しました。

住民等を対象に行われるイベント （順不同） 38団体
行政区 事業名 主催者 開催日 開催場所

北区
明神川行燈フェア 上賀茂自治連合会 7月25日（金）～27日（日） 明神川（上賀茂伝統的建造物群保存地区内）
柏野学区盆踊り大会 柏野学区自治連合福祉協議会 8月2日（土） 京都市立柏野小学校
第 13 回鷹峯ふれあいまつり 鷹峯自治連合会 8月2日（土） 京都市立鷹峯小学校

上京区
紫明会館七夕まつり リアル・リンク京都 7月14日（月）～28日（月） 紫明会館
第 7 回西陣わっしょい夏まつり 西陣地域住民福祉協議会 8月30日（土） 西陣児童公園

左京区

上一乗寺区民会納涼大会 上一乗寺区民会 7月19日（土） 西浦畑公園
聖護院ふれあい夏まつり 聖護院自治連合会 7月26日（土） 京都市立第一錦林小学校
吉田区民夏まつり 吉田地域安心安全まちづくり推進協議会 7月26日（土） 京都市立第四錦林小学校・吉田児童館近辺
めいとく夏まつり 岩倉明徳学区自治連合会 8月17日（日） 京都市立明徳小学校

中京区
庖勝一條流兼道式庖丁 庖勝一條流 兼道 後援会 8月11日（月） 三木半旅館
高瀬川 400 周年ライトアップ 高瀬川 400 周年ライトアップ実行委員会 8月23日（土）～9月23日（火） 高瀬川（二条通～七条通）

東山区

京の七夕 今熊野夏祭り 今熊野自治連合会 7月27日（日） 元京都市立今熊野小学校
清水ふれあい夏祭り 清水自治会連合会 8月3日（日） 元京都市立清水小学校
第 5 回白川子供夏まつり 白川子供夏まつり実行委員会 8月3日（日） 東山区白川橋三条下ル（土居之内橋～唐戸鼻橋間）
京都・五条坂陶器まつり 陶器祭運営協議会 8月7日（木）・8日（金） 五条通（川端～東大路通）南北両側歩道
六道まいり盛り上げ隊 六原まちづくり委員会 8月8日（金）～10日（日） 松原通（六道珍皇寺周辺）

山科区

小野学区 七夕流し素麺祭り 小野学区自治連合会 7月19日（土） 京都市立小野小学校
勧修夏まつり 勧修おやじの会 7月19日（土） 京都市立勧修小学校
第9回安朱夏まつり 安朱学区自治連合会 7月26日（土） 京都市立安朱小学校
西野小学校おやじの会 京の七夕 夏の夕べ 西野小学校おやじの会 7月26日（土） 京都市立西野小学校
山階南学区ふれあい納涼まつり 山階南学区自治連合会 7月27日（土） 京都市立山階南小学校
ふれあい大塚夏まつり 大塚学区社会福祉協議会 8月2日（土） 京都市立大塚小学校

下京区

稚松 京の七夕 夏まつり 稚松学区自治連合会 7月26日（土） 稚松公園
京の七夕 光徳夏のふれあいまつり 光徳自治連合会 7月27日（日） 京都市立光徳小学校
楽市・洛座夏まつり 崇仁まつり運営委員会 8月2日（土） 河原町塩小路南～ＪＲ北間
サマーナイト in 修徳 修徳自治連合会 8月3日（日） 修徳公園・徳万町半町分・万寿寺通半町分
京の七夕 エコサマーフェスタ 2014 梅逕安心安全ネットワーク 8月3日（日） 元京都市立梅逕中学校

南区

七夕の夕べ 上鳥羽自治連合会 7月5日（土） 京都市立上鳥羽小学校
九条弘道小なつまつり 九条弘道小PTA 7月20日（日） 京都市立九条弘道小学校
祥栄学区夏祭りふれあいキャンプ 祥栄学区自治連合会 7月26日（土）・27日（日） 京都市立祥栄小学校
流しそうめん七夕まつり 祥豊小学校PTA 8月3日（日） 京都市立祥豊小学校

右京区
三世代ふれあい〝七夕まつり〟 南太秦小学校七夕まつり実行委員会 7月5日（土） 京都市立南太秦小学校
嵐山学区民夏祭り 嵐山学区自治会連合会 8月3日（日） 京都市立嵐山小学校

西京区

第14回大枝夏祭り 大枝学区自治連合会 7月26日（土） 京都市立大枝小学校
「京の七夕」松陽ふれあい夏祭り 松陽学区自治連合会 7月26日（土） 京都市立松陽小学校
桂川夏まつり 桂川自治連合会 7月26日（土） 京都市立桂川小学校

【ザ・かつらまつり】2014 桂学区自治連合会 8月2日（土）・3日（日） 京都市立桂小学校
伏見区 かすがの夏祭り2014 春日野自治町内会連合会 7月26日（土） 京都市立春日野小学校
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企業 ・ 団体 ・ その他協賛事業

企業・団体も、京都の夏を盛り上げました。

商　店　街協賛事業

商店街では、京の街を彩る七夕の催しが行われました。
内　容／京都市内の４1商店街が七夕笹飾りをはじめ、京の七夕と恒例の夏祭りとの連携や、京の七夕イベントなどを実施。

商店街名　 イベント名 開催期間 事業内容

嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議
会（嵯峨商店街、嵐山商店街、嵐山十
軒会、嵐山中之島会、嵐山西の会）

嵐山七夕まつり 6月23日（月）～7月8日（火）
商店街の通りに七夕飾りをした長竹と加盟店の軒先に、来店客に短冊を吊
るしていただく笹を設置。7月8日に河川敷にて嵯峨幼稚園児と共に野宮神
社宮司の加持祈祷を実施しました。

吉祥院商店会 七夕祭 6月30日（月）～7月7日（月）
各店舗前の笹飾りの中に1枚だけ店のアピールをした短冊を付け、見つけて
下さったお客様に、短冊に願いごとを書いていただき飾るとともに、各店か
ら粗品をプレゼントしました。

稲荷繁栄会 七夕飾り 7月1日（火）～7月7日（月） お客様にお願いごとを書いた短冊を笹に飾っていただきました。願いごと
短冊は、イベント終了後、神社に奉納して天に届けました。

木辻商店会 サマーセール 7月1日（火）～7月19日（土） 折込チラシを2回実施し、街路灯と各店舗に七夕の飾りをしました。

淀本町商店街 「淀の七夕」in 本町商店街 7月2日（水）～7月10日（木） 地元の明親小学校・納所小学校の全校生徒に短冊に願いごとを書いていた
だき、商店街に飾りました。

寺町京極商店街 “てらぼん”が七夕の笹をプレゼント 7月4日（金） 午後 2 時～寺町六角キョーカ靴店横“てらぼん”が笹を配りました。

古川町商店街 七夕笹かざり 7月4日（金）～7月7日（月） 商店街内の各所に大笹を飾り、来街者には短冊に願いごとを書いてもらい、
大笹に飾り付けていただきました。

嶋原商店街 嶋原商店街大売出し 7月6日（日）～7月10日（木） 笹20本を商店街街路灯に飾り、参加店舗にて店頭大売出しを実施しました。

御薗橋 801 商店街　　 七夕ビアガーデン 7月7日（月）～8月8日（金）
保育園・幼稚園・小学生に短冊に願いごとを書いてもらい商店街の街路灯に
飾り付けました。7月20日には京都産業大学落研とプロの落語家の漫談を聞
きながらの七夕ビアガーデンを開催しました。

出町商店街 出町七夕夜店 7月11日（金）・12日（土） 40 年続く商店街の夜店を開催しました。

西七繁栄会 サマーフェスタ 7月20日（日）～7月31日（木） サマーフェスタ

七条中央サービス会 七条中央サービス会
サマーナイトフェスティバル 7月22日（火）～7月26日（土） 地域小学生との夜店

伏見大手筋商店街 大手筋七夕まつり
「夏の夜市」および「サマーセール」

7月25日（金）
8月9日（土）～10日（日）

7月25日（金） 夏の夜市 ①願いをこめた短冊を商店街に設置した笹に飾り付けていただ
きました。 ②午後6時～午後9時 大手筋恒例「夏の夜市」を開催しました。
8月9日（土）～10日（日） サマーセール 当日、大手筋商店街でお買物をされたレシート
2,000円で、ガラガラ抽選に1回挑戦。［10日（日）は台風11号接近により中止となりました。］

伏見桃山がんばる七商店街 
（伏見大手筋商店街、伏見風呂屋町商店
街、納屋町商店街、油掛商店会、竜馬通り商
店街、中書島柳町繁栄会、中書島繁栄会）

恒例　伏見の夏イベント 7月25日（金）・8月9日（土）
8月23日（土）

7月25日（金） 午後6時頃～　　七商店街　合同夜市
8月9日（土）　午後6時30分～　伏見万灯流し ［台風11号接近により中止とな
　　　　　　　　　　　　　 りました。］
8月23日（土） 長建寺にて万灯のお焚き上げ法要を実施しました。

新大宮商店街 北区新大宮夏まつり 7月26日（土） 毎年行っている32回をむかえた夏祭り。歩行者天国で車両進入を止め夜店
（各店主さん・地域各種団体）を出店しました。

今熊野商店街 夏祭り夜店 7月28日（月）～8月3日（日）

7月28日（月）～8月2日（土）　大売出し 
8月2日（土）　午後5時～午後7時　こだわりの屋台約30店舗 
8月3日（日）　午後5時～午後8時　 料理屋さん、ゲームコーナー、金魚すくい、
　　　　　　　　　　　　　 　 ビアホール など

西新道錦会商店街 ワイワイサンデー夜店大会・
事前売り出し 7月30日（水）～8月3日（日） 組合員による模擬店出店。夜店大会を周知する意味をもって 2 週間売り出

しを実施。地域の保育園の協力により、七夕飾りを作成展示しました。

京都三条会商店街 三条会屋台村 8月2日（土） 三条大宮公園で実施する「三条会屋台村」に笹飾りをしました。地域の保育
園、小学校に事前に配布、記入してもらった短冊を笹に付けました。

朱雀二条商店街 旧二条夏まつり 8月2日（土） 商店街路での夏まつりのイベントと夜店を実施しました。

大将軍商店街 七夕　モノノケ市 8月2日（土） 午後3時～午後8時30分 「妖怪アートフリーマーケット」 大将軍八神社にて

鞍楽ＨＯＷＤＹ 「Wish みんなで願いをかけよう！」／
「夏祭り」鞍楽の夜店で楽しもう！ 8月2日（土）～7日（木）

8月2日（土）「京の七夕夏祭り」：午後6時～午後8時15分まで。マジックショ
ー・夜店（イカ焼　焼鳥　スジ焼　かき氷　射的　輪投げ　スマートボール
すくいなど）。7月に願いを書いていただいた七夕飾りも登場しました。

松原京極商店街 333 サービス京の七夕スペシャル 8月2日（土）～8日（金）
笹を商店街に飾り、お客様に短冊を書いていただき、色彩を作りました。 
商店街内の笹に隠されたキーワードを探す催しでは、正解者20名の方へ、商
店街で使える金券500円をプレゼントしました。

ラクセーヌ商店会 らくさい工作研究所／
ちびっこ縁日

らくさい工作研究所：
8月2日（土）
ちびっこ縁日：
8月9日（土）～10日（日）

らくさい工作研究所：万華鏡つくり・ペットボトルエコライトつくり 各100
名限定。当日の2,000円分のレシートで無料。
ちびっこ縁日：料金1回100円。金魚すくい、ヨーヨーつり、スーパーボールすく
い  ほか

木屋町会 木屋町仏光寺公園　笹飾り 8月2日（土）～11日（月） 下京区木屋町仏光寺にある公園内で笹飾りを実施しました。事前に木屋町会会員
店舗にて、短冊をお客様などに記入していただき、期間内、笹に吊り下げました。

京都錦市場商店街 京の七夕竹笹飾り 8月2日（土）～11日（月） 錦市場内のアーケード支柱に竹笹を飾り付けました。四神（朱雀、白虎、青
龍、玄武）のタペストリーを飾りました。

三条名店街商店街 七夕祭り 8月2日（土）～11日（月）

七夕吹き流し飾りをアーケード天井から吊し、下記イベントを開催しました。 
・ 8月2日（土）：短冊願い書きイベント 
・ 8月10日（日）： 「三条と～り」と織姫のデイト（三条と～りと織姫が三条名

店街内をデートしながらお店の案内をしました。）

新京極商店街 新京極七夕まつり 2014 8月2日（土）～11日（月）・15日（金）

短冊に願いごとを書こう！／誠心院ライブ／お琴のライブとみつ豆の接待、チャリ
ティー手づくり市／ライブペイント「みんなで七夕ペイント」、和楽器演奏と獅子舞／
願いごとが書かれた短冊の祈願祈祷／ウクレレTouch&Try［「チャリティー手づく
り市」と「和楽器演奏と獅子舞」は台風11号接近のため中止となりました。］

大映通り商店街 商店街を中心街に！
キネマで賑わい大作戦 8月5日（火） ・ 三吉稲荷へのキャンドル設置　 ・ 妖怪仮装パレード 

・ キネマ・キッチン（商店街店舗）における映画上映など

祇園商店街 笹・短冊アーケード内装飾 8月5日（火）～7日（木） 商店街アーケードに、笹・短冊の装飾を行いました。

堀川商店街 堀川夏まつり 8月8日（金）～9日（土） 商店街各店舗（アーケード支柱）に独自の手作り笹飾りを装飾しました。
午後5時～午後9時　手作り夜店市　

北大路商店街 北大路大文字ライブ 8月16日（土） 大文字の日、北大路烏丸南東角において通行人を対象とした楽器演奏を行いました。

協賛事業（京都府域） （順不同）26団体
地　域 事業名 主催者 期　間 開催場所 内　容 

山　城 

茶源郷マーケット 朝市部会 8月3日（日）・10日（日） 和束茶カフェ前 ・朝市 　　　　　　   ・七夕飾り 
和束七夕まつり 和束茶カフェ 8月3日（日） 和束茶カフェ周辺 ・七夕飾り ・地域の人による七夕のおはなし 
笠置夏まつり 笠置町商工会 ～8月12日（火） 笠置町産業振興会館他 ・花火大会
第54回宇治川花火大会※ 第 54 回宇治川花火大会実行委員会 8月11日（月） 宇治川畔一帯 ・花火大会 

淀川三川ふれあい交流※
七夕まつり 七夕まつり等ふれあい交流実行委員会 8月8日（金）～10日（日） 淀川河川公園背割堤地区 ・七夕飾り　　・ライトアップ

・ブース出展　・舞台イベント　・Ｅボート 等 

南　丹 
2014 そのべ夏まつり そのべ夏まつり実行委員会 8月2日（土） そのべ本町通商店街内 ・七夕飾りコンクール　・夜店 
第 63 回亀岡平和祭保津川花火大会 亀岡平和祭保津川花火大会実行委員会 8月7日（木） 大堰川緑地東公園 ・花火大会　・平和音楽祭　・チャリティ夜店 

丹　後 

フェスタ『飛天』2014 in 京丹後 フェスタ『飛天』実行委員会 8月2日（土） 京丹後市役所峰山庁舎前駐車場 
・七夕かざり　・「天の川」七夕ロード（提灯付竹）
・ステージ（コンサート、太鼓、ダンス等）
・バザール、フリーマーケット　等 

与謝野町ひまわりフェスティバル 与謝野町ひまわり実行委員会 ～8月3日（日） 与謝野町字金屋
リフレかやの里北側 

・巨大ひまわり迷路　・ひまわり写生会
・かかしコンテスト作品展示 

小天橋夏祭り
「すいすいビーチナイトカーニバル」 小天橋夏祭り実行委員会 8月6日（水） 小天橋海岸海水浴場駐車場

及び小天橋海岸 
・バンド演奏　　　　　　・宝探し
・阿波踊り、小天橋音頭　・打ち上げ花火 

以下の地域にもご協賛いただいております。
【乙訓】向日市商工会【山城】松花堂庭園・美術館、相楽東部広域連合社会教育委員会議、ほっこりサークル、NPO法人わづか有機栽培茶業研究会、中まつり実行委員会、湯船有志の会、白栖まつり実行
委員会、茶縁本舗、けいはんな記念公園、京・村まつり実行委員会、【南丹】まちなかを再発見する会【中丹】金刀比羅祭り実行委員会【丹後】丹後きものNET、水無月祭典委員会、ゆかた祭実行委員会
※第54回宇治川花火大会、淀川三川ふれあい交流七夕まつりは台風11号接近の影響で中止。

和装特典等 （順不同）
店名・団体名 開催期間 開催場所 和装・浴衣の方への優待

ホテル日航プリンセス京都 8月8日（金）～11日（月） 京都市下京区烏丸高辻東入ル 館内レストランにてランチタイムまたはディナータイムに「セットメニュー」「コースメニュー」
をお召し上がりいただいた際に、ワンドリンクをサービスしました。

モリタ屋木屋町店 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町531 和装・ゆかたで御来店のお客様全てにワンドリンクサービスしました。
モリタ屋四条猪熊本店 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区猪熊通四条上る錦猪熊町521 和装・ゆかたで御来店のお客様全てにワンドリンクサービスしました。

ANA
クラウンプラザホテル京都 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区堀川通二条城前

京の七夕開催期間中に和装、ゆかたで屋上ビアガーデンを御利用のお客様にお一人様ワンドリン
クサービスいたしました。
中国料理 花梨 チャイニーズバルにて京の七夕開催期間中、和装・ゆかたで御来店のお客様、御
利用代金より 10％割引いたしました。

リーガロイヤルホテル京都 ～8月31日（日） 京都市下京区堀川通塩小路下ル ホテル内レストラン（4 店舗）にて、御予約のうえ、ゆかたで御来店いただいたお客様は「お食
事代金 15% 割引及びワンドリンクサービス」

NPO 法人 京ごころ 8月2日（土）～11日（月）
午前10時～午後7時 京都市中京区小川通御池下る壺屋町457-2 京の七夕特別価格にて御利用いただきました。「ゆかた一式レンタル＆着付け」

男女共：1 人 2,000 円／カップル料金：2 人で 3,500 円

京都着物レンタル
「夢館」ゆめやかた

8月2日（土）～11日（月）
午前10時～午後6時

京都市下京区五条通り堺町西入塩竈（しお
がま）町353

浴衣レンタル利用の女性の方、新品浴衣をプレゼント！浴衣レンタル一式 + 着付け…3,500 円（税
別）／男女カップル 2 人…6,500 円（税別）

着物レンタル 京都祗園屋 8月2日（土）～11日（月） 京都市東山区縄手通四条上ル三丁目弁財
天町13　祇園縄手ホワイトビル３F

「京の七夕の HP をみた」と予約時に言っていただくと「浴衣 or 夏着物レンタル代」から
10%OFF・髪かざり付！

その他団体等 （順不同）
イベント名 主催者名 開催期間 開催場所 内　容

トワイライトコンサート 京都ホテルオークラ 8月1日（金）・2日（土）・8日（金）
9日（土）・15日（金）・16日（土） 京都市中京区河原町御池 京都ホテルオークラ わくわく噴水前広場にて「トワイライトコンサート」を開催しました。

“京の七夕”浴衣でお出迎え ホテル日航プリンセス京都 8月8日（金）～11日（月） 京都市下京区烏丸高辻東入ル 期間中、ホテルフロントスタッフとコンシェルジュが浴衣を着て皆様をお出迎えしました。また、
8月2日（土）より8月11日（月）まで、ホテルロビーにおきまして七夕の笹飾りを実施しました。

京の七夕コース モリタ屋木屋町店 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区木屋町通三条上る
上大阪町 531

京の七夕コース￥10,800（税込・サービス料別）を販売しました。
短冊を御用意しました。

京の七夕コース モリタ屋四条猪熊本店 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区猪熊通四条上る錦
猪熊町 521

京の七夕コース￥6,480（税込・サービス料別）を販売しました。
短冊を御用意しました。

ロビー展「京の七夕」 京都銀行 8月5日（火）～8日（金）
京都銀行 京都市内基幹店舗 38
か店（本店：京都市下京区烏丸
通松原上る薬師前町 700 番地）

京都銀行の基幹店舗において、七夕の笹飾りや浴衣姿でお客様をお迎えいた
しました。（公社）京都モデルフォレスト協会の協力のもと、放置竹林の整備
を兼ねて切り出した竹を利用した笹飾りを展示いたしました。

庖勝一條流式庖丁公開実演 庖勝一條流 8月11日（月） 
午後2時～午後4時

三木半旅館
（京都市中京区八百屋町 96.97）

平安時代より継承される伝統芸能である式庖丁を庖勝一條流が公開実演。 
式庖丁とは食材に直接手を触れず、真箸と庖丁のみで切り捌く伝統芸能。 
今回は「京の七夕」参加イベントとして、七夕に因んだ勅題をメインに、 
家元の富田氏はじめ庖丁人による式庖丁の勅題を披露しました。

京の七夕～ J1 昇格に願いを～ （株）京都パープルサンガ 8月3日（日） 西京極スタジアム 
（京都市右京区西京極新明町 32） J1昇格に向け、ファン・サポーターの願いを短冊に書いていただいたイベント。

屋上ビアガーデン ANAクラウンプラザホ
テル京都 8月2日（土）～11日（月） 屋上ビアガーデン

世界遺産二条城を眺めながら、キリっと冷えたビールとホテルシェフ自慢の
焼きたて作りたてのフードメニューを堪能！定番のバーベキューセットの他、
アラカルト各種、炭火焼き、さらに今年からケバブ、アジアンフード、シェ
ラスコ（ブラジル料理）を提供する屋台も登場。

中国料理 花梨 チャイニーズ
バル

ANAクラウンプラザホ
テル京都 8月2日（土）～11日（月） 京都市中京区堀川通二条城前

約40種類の料理の数々とビールやワインが楽しめるチャイニーズバルが今年
も登場！小皿盛りの料理と気軽に飲めるバル（居酒屋）形式。ビールはもち
ろんグラスワイン、ノンアルコールカクテルも御用意。

ワタベウェディング アニバー
サリーサロン 浴衣サロン

ワタベウェディング ア
ニバーサリーサロン ～8月16日（土） 京都市中京区河原町四条上る河

原町オーパ 7 階
先着100名様、浴衣1点（5,400円～）御購入につき着付無料券プレゼント。 
着付会場は河原町オーパ7階浴衣サロン。

冷泉家の乞巧奠 （公財）冷泉家時雨亭
文庫 8月8日（金） 京都府民ホール　アルティ

冷泉家の旧暦七夕の祭事「乞巧奠（きっこうてん）」は、冷泉家に昔より伝わ
る七夕の行事で、「星の座」という彦星・織姫への供え物を前に、蹴鞠・雅楽・
披講（和歌の朗詠）を二星に手向ける。続いて、天の川に見立てた白布をは
さんだ男女が和歌の贈答を行いました。
昼の部：午後1時30分～午後4時頃／夜の部：午後6時～午後8時30分頃／開催
協力金：1人8,000円（全席自由席）

ゆかたフェア リーガロイヤルホテル
京都 ～8月31日（日） 京都市下京区堀川通塩小路下ル ホテル内レストラン（4店舗）にて、御予約のうえ、ゆかたで御来店いただい

たお客様は「お食事代金15%割引及びワンドリンクサービス」

竹検定の実施 京都竹カフェ 8月2日（土） 京都商工会議所　第1～第2教室
（烏丸夷川）

主に一般市民に向けて竹の知識を広め、竹の存在を知ってもらうために竹検
定を実施しました。今回は初級とし、50問、3肢択一。合格者には認定書を交
付しました。小学生以上が対象。受験料：300円。

上七軒盆踊り 上七軒匠会 8月10日（日） 上七軒歌舞練場駐車場とその周
辺

花街、上七軒の盆踊り。上七軒発祥の「西陣音頭」、昨年復活した幻の曲「上七軒音頭」
の踊りを通じて上七軒の伝統と文化を伝える。また、上七軒の芸舞妓さんも参加
する華やかな盆踊りに北野天満宮の太鼓会、神若会北野天神太鼓会の太鼓演奏も
あり見応え充分。上七軒の店舗によるちょっと変わった屋台も出店しました。

（開催順）
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広　報　活　動

■■ポスター・チラシ等によるPR

◆◆京の七夕ウォーカーによるPR ◆◆ホームページによるPR

◎事業告知A4チラシ 350,000部（6月中旬）
◎B1事業告知ポスター 2,260枚（6月中旬）
◎B2事業告知ポスター 4,000枚（6月中旬）
◎B3事業告知ポスター 21,700枚（7月上旬）
   《3都市交通局車内吊り含む。》

◎ガイドマップ 70,000枚（7月下旬）
◎英語版案内チラシ 5,000枚（7月下旬）
◎B2 通年ポスター 100枚（10月下旬）

7月15日発売の関西
ウォーカー綴込み別冊
として「 京 の 七 夕
ウォーカー」を発行。抜
刷りを作成し、総合観
光案内所、地下鉄及
び阪急各駅等のほか
会場でも無料配布
（30,000部）

京都・神戸・大阪の3市営地下
鉄で掲出。

JR東京駅、名古屋駅、大阪駅、神
戸駅、三宮駅、天王寺駅、京都駅、
博多駅及び西鉄バス停

▲車内吊り広告 ▲サイネージ広告

▲B1・B2事業告知ポスター ▲B3事業告知ポスター▲事業告知A4チラシ

▲京の七夕 七夕ウォーカー

▲ガイドマップ

京の七夕公式ホームページを立ち上げ、ウェブ上におけるPRを展開。
総ページビュー数1,133,625 （4月1日～8月11日）
スタッフブログ、公式ツイッター、フェイスブックも活用。 
http://www.kyoto-tanabata.jp

▲京の七夕 公式ホームページ
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地域 ・ 団体との連携

■■児童館・保育園
京都市交通局との連携により、児童館及び保育園
の子どもたちの願い短冊を京の七夕開催期間中地
下鉄の車両・市バス及び二条城前駅連絡通路に展
示。（京の七夕  HAPPY BUSは7月2日～8月11日）

（公社）京都市児童館学童連盟
（社福）京都市日本保育協会

協力／

抽選会の参加賞として、絵はがき短冊を配布しました。また、舞妓さんとの記念撮影会やチラシの配布なども行いました。

7月5日（土）・6日（日）実施日／ イオンモール幕張 新都心 グランドモール1F場　所／ JR東海主　催／

■■運営ボランティア
京の七夕サポーター、京都観光アシストパートナー、
京都観光推進協議会、京都造形芸術大学、京都
青年会議所、堀川と堀川通りを美しくする会等、
延べ371名のボランティアにより会場案内やアン
ケート等を実施。

開催に先立ち、NPO等の御協力により放置竹林の伐採を行い、切り出した竹を堀川・鴨川会場の事業に活用したほか、開催期間中も会場案内やアン
ケート調査など、周辺住民や学生、団体など多くのボランティアの方々に御協力いただきました。また、児童館及び保育園の子どもたちによる願い短冊を
作成し、地下鉄烏丸線・東西線の車両に展示しました。

交通機関等の協力
各交通機関等の協力により、京の七夕をPRする様々な取組が行われました。JR西日本では京都駅の中央改札口に行灯が展示されました。阪急電鉄で
は梅田駅において風鈴灯を用いたコンコースでの装飾が行われ、8月2日（土）には京とれいん「京の七夕」臨時列車が運行されました。京阪電車では京
橋駅で風鈴灯の展示など京の七夕にちなんだ装飾がされました。京都市交通局では市バス「京の七夕天の川号」、「京の七夕HAPPY BUS」、「京の七
夕列車」の運行、地下鉄駅で七夕笹飾りと行灯が展示されました。京福電鉄では嵐山駅で七夕飾りが展示されました。また、JR東海による池袋キャン
ペーンで京の七夕のPRを行いました。

■地下鉄二条城前駅 ■京阪京橋駅

■阪急梅田駅■JR京都駅

期間中、2会場を結ぶ臨時バス「京の七夕 天の
川号」が毎日運行されました。

■堀川会場→鴨川会場へは19時台～21時台
に「京の七夕天の川号」と12号系統（通常便）
を合わせて約10分間隔で運行。

■鴨川会場→堀川会場へは
18時台～19時台
に「京の七夕天
の川号」と12号
系統（通常便）を
合わせて約10分
間隔で運行。

堀川会場と鴨川会場を結ぶ便利な
「京の七夕天の川号」が運行！

P Rイベント

■■放置竹林の伐採
6月28日（土）
京都大桂キャンパス内の竹林
49名
（公社）京都モデルフォレスト協会

実施日／
場　所／
参　加／
主　催／

※「光の天の川（アーチ）」、「竹灯籠」として活用

▲願い短冊

■■ JR東海「そうだ京都、行こう。」七夕特別イベント 遊ぼう、知ろう、夏京都
特別イベント 「父さんが連れていく京都」
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項　目 日　程
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7月15日（火）・8月1日（金）

8月1日（金）

7月26日（土）～8月11日（月）

8月5日（火）

6月1日（日）～7月31日（木）

6月1日（日）～7月31日（木）

8月11日（月）～17日（日）

8月6日（水）
8月6日（水）

7月27日（日）
8月1日（金）
8月1日（金）
8月2日（土）

項　目 日　程

雑
誌
・
行
政
広
報
物
な
ど

【KBS】
ぽじぽじたまご
【NHK総合】
京いちにち610
【NHK総合データ放送】
関西おでかけガイド
【J:COM（関西）】
関西TODAY
【J:COM（全国）】
恋舞妓の京都慕情
【浜松ケーブルテレビなど東海地域、福井のCATV12局】
恋舞妓の京都慕情
【みやびじょん】
みやびじょんワイド
【朝日放送】
おはよう朝日です
【ｅｏ光テレビ】
【MBS】
美の京都遺産「乞巧食」
ちちんぷいぷい
でいりいげっと
ＭＢＳニュース

6月4日（水）
6月13日（金）
7月23日（水）
7月30日（水）
7月31日（木）
8月3日（日）
8月3日（日）
8月3日（日）
8月5日（火）
8月10日（日）
8月10日（日）
8月16日（土）
8月17日（日）
8月17日（日）
8月17日（日）
8月17日（日）
8月17日（日）

7月1日（火）～31日（木）
7月16日（水）～7月30日（水）
7月1日（火）～31日（木）
7月1日（火）～31日（木）
7月1日（火）～31日（木）
7月1日（火）～31日（木）
7月1日（火）～31日（木）
7月初旬～8月11日（月）

KBS京都／15秒CM×30本
J:COM（全国）／15秒CM×30本
J:COM（関西）／15秒CM×100本
KCN京都／15秒CM×90本
iTSCOM／15秒CM×30本
スターキャット／15秒CM×100本
BAYCOM／15秒CM×120本
MBS／15秒CM×30本以上

6月13日（金）
6月18日（水）
6月25日（水）
6月27日（金）

7月27日（日）
8月2日（土）
8月3日（日）
8月4日（月）
7月初旬～8月11日（月）

【KBS】
笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ
チキチキ・遠藤　Nami乗りジョニー
森谷威夫のお世話になります!!
塩見祐子のごきげんよう!
【MBS】
福本晋吾の一人でも京都
うきうき土曜リクエスト
日曜出勤生ラジオ
上泉雄一のええなぁ！
20秒ラジオスポットCM20本以上

テ
レ
ビ
C
M

ラ
ジ
オ
番
組

京阪電車　K　PRESS　8月号
京阪電車　京阪沿線情報　8月号
阪急電鉄　中吊り広告
京福電鉄　嵐電パスポート
JTB　京都川床紀行
JTB　京都長期滞在
JTB　いとおかし京都　京の夏の旅 
JTB　ホテルで過ごす夏休み
JTB　京都へ行こう
JTB　美味しい京都
KNT　旅日和　京都
トップツアー　フリープラン京都・奈良
日本旅行　赤い風船パンフレット
日本旅行　ぽけかる倶楽部
名鉄観光　パンフレット
クラブツーリズム　バスツアーパンフ
東武トラベル　フリープラン京都・大阪
下京かわら版 
関西ウォーカー　13号 
関西ウォーカー　15号 
夏ウォーカー 
関西ファミリーウォーカー　夏号 
夏ぴあ　関西版 
春夏秋冬ぴあ　関西版2014 
るるぶ　京都を歩こう'15 
東海じゃらん　8月号 
関西・中国・四国じゃらん　9月号 
LEE　8月号 
ことりっぷ 
京都ここいろ気分2014 
京のれん 
branbran　7月号 
Fulle・京阪北版 
OZ　TRIP 
みちしるべ京都2014 
クルールきょうと　8月号 
シティリビング 
ホットペッパー　8月号 
ぐるなびエリア情報　7月分 
フコク生命冊子　funfun　7月号 
住友生命マンスリーカレンダー 
京図ものがたり　35号 
京都ぱど 
京都毎日手帖2015 
月刊茶の間　8月号　 
月刊京都　8月号 
地球温暖化対策室　クールスポット 
家庭教育新聞　あしたのために 
教育委員会生涯学習冊子 
京都ガイドブックicow！ 
エクシブ京都八瀬離宮　会報誌 
おまかせCarlife　夏号 
【外国語情報誌】
ENJOY　KYOTO（英語）　7月号 
KYOTO　Visitor's　Guide（英語）　8月号 
きょん（ハングル・繁体字・簡体字）　8月号 
【WEB】 
京都観光ナビ 
京都市観光協会（「京ごよみ8月情報」） 
Walker　plus 
イベントバンク 
ガイドブックス京都 
マイフェイバリット関西 
マイナビニュース 
たびねす 
京都ナビ 
絶対おすすめ！夏の京都を楽しむ「涼しい22の体験」 
地元おススメ情報で旅をしよう！「ガイドブックス京都」 
Leaf 
DegiStyle京都 
Dokka!おでかけ探検隊 
KYOTOeBOOKS 
イベント情報サイト 
データベース全国旅そうだん 
鉄道情報センター 
協同組合インフォメーションテクノロジー 
資生堂「ご当地プラス」 
日本政府観光局 
関西国際空港メールマガジン 
平安京メールマガジン 
ホテルグランヴィア京都 
ホテル日航プリンセス京都
京都ホテルオークラ 
お宿いしちょう
阪急電鉄
京都商工会議所 会報誌 7・8月号 

市民しんぶん　8月号 
京都館ニュース　8月号 
京ごよみ　8月号 
京の夏の旅 
三都物語 
交通局　おふたいむ　8月号
交通局　沿線だより　8月号
交通局　マンスリーライン　8月号
JR東海　KYOTO　LETTER　8月号
JR東海　京都、夏の体験
JR東海　夏の京都体験
JR東海　ゆかたでめぐる京都1泊2日
JR東海　イオンモール幕張イベントパネル
JR東海　京都への旅（WEB）
JR東海　そうだ京都行こう（WEB）
JR西日本　近くていい旅　電車＆ウォーク　8月号 
JR西日本　近くていい旅　電車＆ウォーク　8月号（WEB） 
JR西日本　西Navi　8月号

8月1日（金）

7月25日（金）

4月
7月15日（火）

7月27日（日）
7月下旬
6月10日（火）～8月末
6月12日（木）～8月
6月下旬～9月下旬
7月5日（土）～6日（日）
6月26日（木）
7月下旬
7月中旬
7月下旬

読売新聞（朝刊）／補助制度
京都新聞（夕刊）／願いごとキャンペーン
京都新聞（朝刊）／「ねぶた」制作、ポケモン短冊、ボランティア募集
京都新聞（朝刊）／交通局ゼスト御池イベント
京都新聞（夕刊）／鴨川会場　試験点灯
朝日新聞（朝刊）／京の七夕事業紹介（光の天の川）
読売新聞（朝刊）／京の七夕事業紹介（光の天の川）
京都新聞（朝刊）／京の七夕事業紹介（願い七夕）
京都新聞（朝刊）／京都銀行　笹飾り展示
朝日新聞（朝刊）／京の七夕イベント中止
京都新聞（朝刊）／京の七夕イベント中止
京都新聞（朝刊）／来場者数
京都新聞（朝刊）／清水寺お焚き上げ
朝日新聞（朝刊）／清水寺お焚き上げ
読売新聞（朝刊）／清水寺お焚き上げ
毎日新聞（朝刊）／清水寺お焚き上げ
産経新聞（朝刊）／清水寺お焚き上げ

7月7日（月）～13日（日）
6月11日（水）～9月30日（火）
6月13日（金）・20日（金）・27日（金）
7月4日（金）・11日（金）・18日（金）
25日（金）・8月1日（金）・8日（金）
6月19日（木）～8月11日（月）
7月1日（火）・8日（火）・8月5日（火）
6月23日（月）～

impAct™ FIRSTi レジャー／バナー広告
ZAQ／願いごと特設サイト
ZAQ／会員向けメールマガジン

iTSCOM／バナー広告
スターキャット／会員向けメール
懸賞生活など懸賞情報サイト／リンク、バナー広告

7月31日（木）
8月1日（金）
8月5日（火）

京都新聞（朝刊）／京の七夕広告
京都新聞一日版／京の七夕広告
京都新聞（朝刊）／京商ニュース

新　聞　記　事

7月25日（金）
6月30日（月）
8月
7月1日（木）
4月中旬

6月上旬
4月中旬
4月18日（金）
6月8日（日）～9月30日（火）
6月上旬

6月10日（火）～8月

7月7日（月）
7月1日（火）
7月29日（火）
5月15日（木）
6月13日（金）
5月下旬
1月
7月中旬
7月1日（火）
8月1日（金）
7月7日（月）
5月
5月
1月
6月25日（水）
7月18日（金）

4月
7月15日（火）
7月25日（金）
7月25日（金）
7月1日（火）
6月20日（金）

7月中旬
7月4日（金）

7月下旬

7月中旬

5月

7月8日（火）

7月1日（火）

7月1日（火）

6月24日（火）

6月18日（水）

8月1日（金）

6月13日（金）

7月上旬～8月末

7月末

2014年7月30日（水）京都新聞【朝刊】

2014年7月23日（水）京都新聞【朝刊】

2014年6月13日（金）京都新聞【夕刊】

2014年8月3日（日）朝日新聞【朝刊】

2014年8月10日（日）
京都新聞【朝刊】

2014年8月3日（日）京都新聞【朝刊】2014年7月31日（木）京都新聞【夕刊】

2014年8月16日（土）
京都新聞【朝刊】

2014年8月5日（火）京都新聞【朝刊】

2014年8月17日（日）京都新聞【朝刊】

2014年6月4日（水）
読売新聞【朝刊】
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2014年8月13日（水）
京都新聞【朝刊】
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観光庁、関西地域振興財団、歴史街道推進協議会、京都新聞社、朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局、産経新聞社京都総局、
日本経済新聞社京都支社、共同通信社京都支局、時事通信社京都総局、中日新聞社、NHK京都放送局、KBS京都、エフエム京都、毎日放送、朝日放送、
関西テレビ放送、読売テレビ

後　　援

近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、京福電気鉄道、京都市交通局、京都市上下水道局、京都造形芸術大学、
京都観光推進協議会、京都観光アシストパートナー、京都市児童館学童連盟、京都市日本保育協会、京の七夕サポーター特 別 協 力 協 力JR西日本、JR東海

役　職

「京の七夕」実行委員会

役　職 氏　名

顧　問

顧　問

顧　問

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

京都仏教会理事長

京都府神社庁長

（公財）冷泉家時雨亭文庫常務理事

（公財）大学コンソーシアム京都理事長

京都商店連盟会長

（公社）京都市観光協会会長
（公社）京都府観光連盟会長
（公社）京都モデルフォレスト協会会長

京都市長

（公社）京都青年会議所理事長

鴨川を美しくする会会長

京都商工会議所会頭

（公財）京都文化交流コンベンションビューロー理事長

京都府知事

堀川と堀川通りを美しくする会会長

京都府中小企業団体中央会会長
京都伝統工芸産地協会会長

有馬 賴底

田中 恆清

冷泉 貴実子

赤松 徹眞

宇津 克美

柏原 康夫

門川 大作

岡野 真之

古村 恵子

立石 義雄

村田 純一

山田 啓二

𠮷川 哲雄

渡邉 隆夫

※協賛商店街は15ページ参照（順不同、敬称略）

「京の七夕」商店街等・産業振興検討部会

構　成
協賛商店街（41商店街）

（公社）京都モデルフォレスト協会
京都商店連盟

京都府府民生活部府民力推進課
京都市伏見区役所深草支所地域力推進室まちづくり推進担当

「京の七夕」実行委員会幹事会

幹事会役職 役　職 役　職
幹事長

（代表幹事）
副幹事長
（代表幹事）
副幹事長
（代表幹事）

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

監　査

監　査

京都市産業観光局
観光MICE推進室長

京都府商工労働観光部観光政策監

京都商工会議所産業振興部長

京都仏教会常務理事

西陣織工業組合専務理事

京友禅協同組合連合会専務理事
（京都伝統工芸産地協会関連）

京都府中小企業団体中央会専務理事

（公社）京都青年会議所理事

鴨川を美しくする会事務局長

京都府神社庁副庁長

（公財）大学コンソーシアム京都専務理事

（公社）京都モデルフォレスト協会理事

堀川と堀川通りを美しくする会副会長

京都商店連盟事務局長

（公財）京都文化交流コンベンションビューロー専務理事

（公社）京都府観光連盟専務理事

（公社）京都市観光協会専務理事

高畑 重勝

平井 裕子

才寺 篤司

荒木 元悦

碇山 俊光

植村 憲一

大里 茂美

佐佐木 敦巳

杉江 貞昭

三木 善則

徳永 寿老

長谷川 綉二

宮崎 健次

村上 尚登

山内 秀顯

保科 秀行

岡田 秀人※氏名は五十音順

「京の七夕」鴨川事業検討部会

団　体　名
鴨川を美しくする会

京の七夕舞妓茶屋実行委員会
京都鴨川納涼床協同組合
京都染織青年団体協議会

京都市左京区役所地域力推進室まちづくり推進担当
京都市中京区役所地域力推進室まちづくり推進担当
京都市東山区役所地域力推進室まちづくり推進担当

「京の七夕」堀川事業検討部会

団　体　名
堀川と堀川通りを美しくする会

西陣織工業組合
京友禅協同組合連合会
元離宮二条城事務所
京都堀川ライオンズクラブ

100人委員会「城と堀川」チーム
京都国際ホテル

ANAクラウンプラザホテル京都
京都市上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当
京都市中京区役所地域力推進室まちづくり推進担当

土産店利用について

土産店

買った
10.6％

買う
予定
23.1％

買わなかった
53.4％

無回答
12.9％ 

飲食店

飲食店利用について

利用した
   27.9％

利用予定
26.4％

利用
してない
38.5％

無回答
7.2％ 

本日はどちらに宿泊されますか？

宿泊地

京都市内
14.1％

無回答
10.3％

宿泊しない（帰宅する）
73.7％

その他
1.3％

京都府内
0.6％

友人へ紹介したいと思いますか？

紹  介

思う
87.7％

思わない
2.0％

無回答
5.0％

「京の七夕」はいかがでしたか？

感  想
大変
よかった
46.5％よかった

42.6％

普通
4.9％

よくなかった
1.4％

わからない
5.0％

無回答 4.7％

21

市内宿泊の方は何泊されますか？

宿泊日数
1泊
40.8％

2泊
28.9％

3泊
9.2％

それ以上
12.7％

無回答
8.5％

どなたとお越しですか？

観光の目的は？

寺院・神社巡り

五山送り火

京の七夕

買　物

芸術芸能鑑賞

散策やスポーツ等

その他

17.1%

0.4%

82.8%4.4%

0.8%

1.7%

（複数回答）

来　場　者　数

アンケート集計結果
性別は？

堀　川

鴨　川

会　 場
遊歩道・二条城
西陣織会館
竹と灯りの散策路
鴨川納涼 2014
舞妓茶屋・八坂神社

事　業 来場者数（千人）

651
278

373

年齢は？

「京の七夕」を何でお知りになりましたか？

テレビ
ラジオ
新 聞
雑 誌

ポスター・チラシ
インターネット
観光館内所
旅行代理店
知人等

facebook,twitter
その他

7.8%
0.6%

13.7%
4.6%

43.1%19.0%
3.1%
0.7%

13.0%
4.2%

13.4%

（複数回答）

期間中、堀川会場及び鴨川会場において来場者の方を対象にアンケートを実施しました。（1,008人）

京都へお越しになった目的は？

目  的
観光
74.3％

無回答
9.9％

帰省
2.2％

その他
11.1％

仕事
2.5％

利用された交通機関は？
■ 市外からの交通機関 ■ 市内での交通機関
新幹線

JR在来線
近　鉄
京　阪
阪　急

私鉄（未回答）
路線・高速バス
観光バス
自家用車
飛行機
その他

14.8%
0.0%

4.7%
18.1%

12.4%
9.9%

0.4%
2.4%

2.6% 25.8%

13.6% J　R

私　鉄

路線バス

地下鉄

タクシー

自家用車

その他

5.2%

10.8%

22.4%
27.0%

3.6%

9.1%

23.3%

（複数回答）（複数回答）

どちらからお越しですか？

「京の七夕」の開催に伴い排出されるCO2の一部は、DO YOU KYOTO？ クレジットにより、カーボン・オフセットしています。
DO YOU KYOTO？クレジットは京都発！地産地消型のCO2クレジット制度です。

 特別協賛   京阪電気鉄道、公益社
 協　　賛　オムロン、京都銀行、フクナガ、ＪＴＢ西日本京都支店、京セラ、京阪電気鉄道、阪急電鉄、村田製作所、ローム、ワコール、井筒八ッ橋本舗、京都駅観光デパート、京都駅ビル開発、
京都ホテルオークラ・からすま京都ホテル、淡交社、京福電気鉄道、三洋化成工業、ハトヤ観光、福寿園、ウェスティン都ホテル京都、京都市都市整備公社、京都中央信用金庫、聖護院八ッ橋総本店、大和学園、
任天堂、村田機械、ヤサカ自動車、大阪ガス、ジーク、堀場製作所、本家八ッ橋西尾、ワタキューセイモア、ワタベウェディング、福田金属箔粉工業、京都信用金庫、イノダコーヒ、裏千家 今日庵、
表千家 不審菴、オリヂナル電設、京菓子處鼓月、京都商工会議所女性会、京都青果合同、京都放送、京阪バス、税理士法人京都合同会計、大和証券京都支店、地域企業振興協会、トーセ、
西陣織工業組合、日本新薬、日本写真印刷、ホテルグランヴィア京都、岡野組、小川珈琲、祇園辻利、野村佃煮、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合、野村證券京都支店、植彌 加藤造園、ＳＧホールディングス、
尾池工業、片岡製作所、京都薬品工業、近建ビル管理、京華産業、公認会計士長谷川正治事務所、ジーエス・ユアサコーポレーション、創味食品、たけびし、富永製作所、アイビーインターナショナル、アビレット、
アランヴェールホテル京都、石野味噌、イズミヤ、イセトー、市田ひろみ美容室、岩倉自動車教習所、植藤造園、英興、叡山電鉄、SMBC日興証券京都支店、NTT西日本京都支店、オムロンヘルスケア、河市水産、
祇園新地甲部組合、菊乃井、教材研究所、京だんご藤菜美、京都外国語大学、京都学園、京都機械工具、京都吉兆、京都国際観光レストラン協会、京都産業会館、京都宿泊所白河院、京都信用保証協会、
京都ステーションセンター、京都製作所、京都センチュリーホテル、京都タワー、京都電子計算、京都伝統産業交流センター、京都西川、京都バス、京都リビング新聞社、キョーワズ珈琲、近畿リサーチセンター、
キング、クラブツーリズム、くろちく、交通新聞社西日本支社、コトナ、嵯峨野観光鉄道、シー・エム・エー、シーシーエス、ジェイ・エム、全日本空輸京都支店、武田病院グループ、千鳥酢醸造元村山造酢、長楽館、
テクニカル・アート、東海キヨスク関西支店、東京海上日動火災保険京都支店、東洋設計事務所、渡月亭、ナカライテスク、ナクシス、南禅寺 順正、西善商事、西田亀、ニチコン、ニッセンホールディングス、日豊製作所、
日本合繊工業、日本テレネット、白心堂、花園会館、ハマナカ、柊家、ブロンズ、ホテルサンルート京都、ホテル日航プリンセス京都、先斗町禊川、三井住友海上火災保険京都支店、三井住友銀行、美濃商事、
武者小路千家 官休庵、明成化学工業、宿屋西陣荘、よーじや、ヨネ、龍谷大学、旅館こうろ、アースカーゴ、アサヒビール、いづう、伊東板金工業、今與、岩井商会、魚岩旅館、ＮＫＥ、要建設、
ギオン福住、京商、京都観光旅館連盟、京都フォーシーズン、京都府自動車整備振興会、際コーポレーション、小林造園、佐々木酒造、サンコール、史跡 寺田屋、志津屋、清水建設京都営業所、
写真化学、松栄堂、新・都ホテル、炭屋旅館、中央観光、東映京都スタジオ、ニシムラ、日東薬品工業、日本プラスチック製砥、日本旅館協会京都府支部、ホテルモントレ京都、
本田味噌本店、三嶋亭、三菱自動車工業パワートレイン製作所、美濃清商工、モリカワ商事、吉川住宅、リーガロイヤルホテル京都、ロマンス小杉、若林佛具製作所、和研薬、アコースト・コーポレーション、
朝日レントゲン工業、嵐山通船、生田産機工業、巖本金属、ウィズユー（スター）、上田鍍金、ＳＭＢＣフレンド証券京都支店、鍵善良房、花楽、河原書店、観光情報プロダクト、祇園東お茶屋組合、
祇園吉今、輝望ガレージ、京都嵐山オルゴール博物館赤い靴、京都協同食品プロダクト、京都市交通局協力会、京都新聞開発、京都全魚類卸協同組合、京都宝製菓、京都東急ホテル、
京都陶磁器協会、京都花ホテル、京都府総合見本市会館「京都パルスプラザ」、京都物産出品協会、京都府バス協会、京都府物産協会、京都プラザホテル、京都府料理飲食業組合連合会、
京都リサーチパーク、京西陣菓匠宗禅、近畿オート、京滋土地、京阪スタンダード商事、ケイルック、高台寺土井、国民公園協会京都御苑、ザ・リッツ・カールトン京都、阪口会館、佐川アドバンス、
三幸会、サントリービア＆スピリッツ京都支店、シーマ、親和産業、セイモア、セレマ、大徳寺一久、大和電設工業、大和ハウス工業京都支社、高見、丹波物産 喫茶洛匠、鶴屋吉信、
Des t i n a t i o n  A s i a  J a p a n、天喜、電通関西支社京都営業局、トクデン、渡月橋、飛島建設大阪支店、トヨタレンタリース京都、西村レース、ニッカテクノ、日本生命保険京都支社、
日本和装師会、Bar's Bar 祇園るるど、灰孝小野田レミコン、長谷川海産、表現社、ヒロミ・アート、フランス屋製菓、保津川遊船企業組合、ホテルステーション京都、先斗町おめん・おめん高台寺、舞扇堂、松村、
みずほ銀行京都支店、美濃吉、未来不動産工房、明光精器、元奈古、もり、ヤナセ関西営業本部、湯どうふ竹むら、落柿舎保存会、麗光、和晃、和光製作所、嵐山保養所花のいえ、井澤屋、井筒安旅館、ゑり善、
おたべ、かんでんエンジニアリング京都支店、祇をん新門荘、祇園の宿 舞風館、キャビック、京煎堂、京染卸商業組合、京都誂友禅工業協同組合、京都オルゴール堂、京都国際ホテル、京都商店連盟、
京都SKY観光ガイド協会、京都生活協同組合、京都中小企業振興センター、京都陶磁器協同組合連合会、京都料理組合、京町家旅館さくら、京大和、玉栄タカギ、清水順正おかべ家、
清水焼団地協同組合、桐田機工、近畿日本ツーリスト、孔葉堂、国立京都国際会館、国立京都国際会館食堂、左阿彌、ジェイアール東海関西開発、ＪＲ西日本テクシア、篠田商事、
善田昌運堂、第一工業製薬、玉半、寺崎商事、中村楼、並河靖之有線七宝記念財団、西陣織物館、日本漢字能力検定協会、日本旅行京都仕入販売センター、NIN JA  KYOTO、
ハートンホテル京 都 、服 部 和 子きもの 学 院 、普 門 庵 、ホテルギンモンド京 都 、ホテル東 山 閣 、ホテルビスタプレミオ京 都［ 河 原 町 通 ］、松 葉 家 旅 館 、豆 富 本 舗 、
みずほ証券京都支店、三谷商事、山口青旭堂、ヤマト運輸、山仲工業所、山茂登旅館、ユーシン精機、霊山顕彰会、ローケツ染・職人体験  やまもと、ワールドビジネスセンター

（順不同、敬称略）

女性
64.5％

男性
33.6％

男女別

無回答
1.9％

20代
33.3％

30代
16.5％

40代
13.4％

50代
8.3％ 年代別

80歳以上1.0％
70代4.9％

60代
10.7％

無回答 2.4％
10代
9.5％

同行者

一人
10.5％

二人以上のグループで
88.2％

ツアー利用
0.2％

無回答
1.1％

4.7%

※8日間の集計です。
  （8月9日～10日の2日間は台風11号
　接近により中止となりました。）

出発地域

京都府内
6.4％

不明・無回答
0.3％

外国から 1.8％
その他国内 0.7％

九州 0.2％

東北0.9％

近畿地方
（京都府外）
 29.5％

東海・中部
2.1％

関東 5.2％
中国 0.9％

北信越 0.8％

四国 0.2％

京都
市内
51.1％




