展示場所・展示アーティスト一覧
開催期間

令和２年１２⽉１８⽇〜令和３年１⽉１７⽇

イベントパンフレットは下京区役所やイベント展示店舗などで配布しています。
マークの店舗では，イベントパンフレットを
提示すると，お得な特典があります。
詳しくは各店舗でご確認ください。

マークのついた店舗では，アーティストの
展示作品や関連商品を，購入することがで
きます。

Ｋｙｏｔｏ Ｍａｋｅｒｓ Ｇａｒａｇｅ

再来訪時 割引あり

（朱雀宝蔵町 73-1 ライトワンビル 1F）
営業時間／ 10:00～19:00
休／ 定休 水・木，
年末年始休暇 12/29～1/3

Amanda Narumi Fujii
「あの子」

※

展示期間が異なります。

展示期間

佐藤 元紀
「カニエクスプレス」

12 月 22 日（火）～1 月 21 日（木）

ホテルエミオン京都 ショップ＆レストラン
各店舗で割引あり
（朱雀堂ノ口町 20-4）
営業時間／ 1F
10:00～18:00
大きな紙にクレパスを用い
2F
11:00～23:00
てダイナミックにカラフルな
休／ 無休
動物達を描きます。描かれた動
物達は，まるで彼の想像の世界
から現実の世界に連れてきた
かのように，生き生きとして躍
動感があります。

高畠晃平（天才アート ＫＹＯＴＯ）
「ライラックニシブッポウソウ」

ｉｔｏｎｏｗａ
（突抜 2-357）
営業時間／ 10:00～18:00
休／
年末年始

Keith Spencer
アメリカ・ニューメキシコ州生まれ
（1982 年）、アーティスト・ライ
ター・教師として北米と日本で活
躍。文学を背景に風景画を制作。車
や電車から垣間見える場所でも，た
だの創造的な空間でもその全てを遠
く感じる。その気持ちは記憶から生
まれたもの，もしくはもともと存在
Keith Spencer
しないことに対する希望。
「Return to the coast（海岸を希求）」

カフェギャラリー

ときじく

～

（天神前町 334）
営業時間／
休／

Time and Space

10:00～18:00

不思議な森の中で ～
松井 智恵美 絵画展

火・日・祝・
関連イベントも開催予定！

12/28〜1/5

〇宇宙マトリョーシカ絵付け
ワークショップ
〇クロージングイベント
音楽画廊 Live vol.6

「不思議の森」

詳しくは店舗ＨＰでご確認ください。

かかしぐらふぁーChika Usui プロデュース
"奥播磨かかしの里"は住民よりもかかしの方
が多い山奥にある里。
人間そっくり，表情豊かなかかし達が里から
松原京極商店街へやってきます。 お買い物をし
ながらかかし達を見つけてみて下さい！

かかしぐらふぁーChika Usui
1988 年生、兵庫県在住、写真作
家。KYOTOGRAPHIE KG+SELECT に 2
年連続で選出。台北国際撮影芸術交
流祭招待作家，パリでの個展開催
等，国内外問わず活動。

下京区役所
（東塩小路町６０８－８）
開庁時間／ 9:00～17:00
休館日 ／ 土・日・祝，
12/29～1/3

井上漬物店
ふなもと，亀山の
各店舗で割引あり

松原京極商店街
（松原通り 新町通から大宮通）
営業時間・休／ 各店舗により異なります

オガサワラ ミチ

田中一樹
トラベルフォトグラファー
末永あかね
「世界写真旅行」

《PAPA SYOKI（父ちゃん鍾馗）》
中村麻衣
「真我」

山下徹「明視」

村上美樹

下京青少年活動センター
（川端町 13）
開庁時間／ 平日・土 10:00～
21:00，日・祝 10:00～18:00
休館日 ／ 水，12/29～1/3

「ソックモンキー
_New and Old」

「副産物産店」（矢津吉隆・山田毅）
副産物産店は美術家の矢津吉隆と山田毅が考案した資材循環のための仕組みであり
ものの価値，可能性について考えるアートプロジェクトです。
今回はアートの副産物を楽しむ仕組みを会場に構成します。

Kaikado café
（住吉町３５２）
営業時間／ 11:00～18:00
休 ／木曜日・第一水曜日，
年末年始
森 夕香
「蕺草」

murmur coffee Kyoto
（正面通高瀬角）
営業時間／ 9:00～17:00
休／ 日（不定休日有り）

大原一恵
「 Fly Lip 」

サウナの梅湯
（岩滝町１７５）
営業時間／ 14:00～26:00
（土・日は 6:00～12:00，
14:00～26:00）
休／ 木
タコす
｢錦鯉｣

五条モール （早尾町３１３－３）
営業時間・休／
各店舗により異なります
→https://www.facebook.com/5jomall

佐々木 萌水
「やまなし」

UNKNOWN

KYOTO

（平居町 55 番地１）
営業時間／ 10:00-19:00
休／ 日

三保谷将史
「Images are for illustration
purposes」

マールカフェ
（西橋詰町 762 京栄中央ビル 8F）
営業時間／ 11:30～23:00
休／ 年中無休
梅田 啓介
1982 年生まれ，東京芸大卒，
京都在住。
デザイン，絵画，イラスト，陶
芸など幅広く活動。
おべんとうアーティストと
しての一面も。

※

展示期間が異なります。

梅田 啓介
「いつか」

12 月 22 日(火)〜 1 月 9 日(金)

12 月 26 日(土)〜1 月 4 日(月) はショーウィンドウ展示のみ
FabCafe Kyoto
（本塩竈町 554）
営業時間／ 火・金 9:00～20:00
土 10:00～20:00
休／ 日・月定休
年末年始休業 12/26-1/4
新宅加奈子

「I'm still alive」
新宅加奈子
美術家。1994 年生まれ。京都造形芸術大学大学院芸術研究科修了。「生きている事を確認する行
為」として 2010 年より全身に絵の具を纏い始め、身体と精神を拡張し自己からの脱却を図る。その
行為をセルフポートレートとして国内外で展示。また展示会場では 4 時間絵の具を纏い続ける
パフォーマンスを行う。

※

展示期間が異なります。

展示期間

そのうち cafe SNC
（塗師屋町 119 六条院公園となり）
営業時間／ 11:30～20:00
休／ 無休
(年末年始の休み 12/30〜1/3)

12 月 28 日（月）～1 月 24 日（日）
ハーモニカ

と

晴れた日

楠井沙耶
「おはなしのひろば
ハーモニカ」

中河由美子
「とてもきれいな冬の日に」

ＨＡＳＵ（岩滝町２３０）
営業時間／ 13:00～19:00
休／ 火曜・水曜
12/29〜1/7

※12 月 18 日，19 日は入り口小スペースのみ展示

西村大樹

Compass
（西村大樹×澄毅）

下京青少年活動センター，ホテルエミオン京都，下京区役所で
は，区内の小学生の皆さん，ホテルエミオン京都では「児童発
達支援・放課後等デイサービス

コドモダスみやび」の皆さん

の作品が展示されます。子どもたちの生き生きとしたアート作
品を，是非お楽しみください！

下京青少年活動センター
（川端町 13）
開庁時間／
平日・土 10:00～21:00
日・祝
10:00～18:00
休館日 ／
水，12/29～1/3

ホテルエミオン京都
ショップ＆レストラン
（朱雀堂ノ口町 20-4）
営業時間／ 1F 10:00～18:00
2F 11:00～23:00
休／ 無休

下京区役所
（東塩小路町 608－8）
開庁時間／
9:00～17:00
休館日 ／
土・日・祝，
12/29～1/3

※店舗の営業時間等が変更される場合があります。
お出かけの前には各店舗の公式ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

