
B2パネル(W515×Ｈ728) 　各1枚　S=1/5

2002年（平成14年）

当時の主なイベント

2003年（平成15年）

当時の主なイベント

霊山歴史館　大新選組展

高台寺公園華舞台

国宝知恩院の三門（東面）を舞台にライブステージを開催。山門ステージに
は、花道華頂流の協力によるいけばな作品が展示されました。

知恩院三門花舞台

灯りと花の路沿いの2箇所（円山公園しだれ桜前・清水寺前）において、大道
芸などのミニパフォーマンスを催しました。

青蓮院の向かい、神宮道に沿って京都・東山にゆかりの歌人・画家の作品
や歩みをパネル展示で紹介し、東山の歴史や文化、芸術に触れていただきま
した。
監修／今井　淳

維新の道北側のねねの道沿いにある高台
寺公園に「華舞台」を設営。琴の演奏、舞妓
の踊り、六斎念仏踊りなど、連日京都ならで
はの多彩な催しが繰り広げられました。

京都のものづくりの将来を担う若手職人による伝統工芸品展示会。

NHK大河ドラマの、史的現場を眼のあた
りに…維新史の影を彩った「誠」の男達の
生きざまに意外な事実を発見したかもし
れません。
主催　霊山歴史館

路の座

花灯路　文人回廊 京都市「伝統産業の日」「京都・花灯路」・東山界わい 
京都市伝統産業技術後継者作品展おこしやす京都へ 花街・花灯路・人力車行列

東山山麓に連なる南は清水寺から円山公園・八坂神社を通って、北は青蓮
院までの散策路約2㎞に、和花の一輪挿しと露地行灯が点 と々。その数合わ
せて2,000有余。京都ならではの詩情豊かな催しの誕生です。行灯は京焼・
清水焼製、北山杉の磨丸太製、そして京銘竹製の3種類。一輪挿しには和
花を中心に、伝統文化とおもてなしの心が息づく花々が活けられました。

灯りと花の路 華舞台 火入れ式/点灯

大蔵流茂山一門が開幕を祝う狂言をお披露目しました。

円山公園内を流れる小川のせせらぎ一面を約1,000本の青竹の灯籠で満た
しました。蝋燭の炎にゆらめく川面…その幻想的な情景は、京都1200年の歴
史の流れそのままに。

華道発祥の地、京都ならではの展観。京都いけばな協会の協力による壮大
な華の競演は、昼も夜も訪れる人 を々魅了しました。

「京都・花灯路」の開幕を告げるオープニングは、大蔵流狂言・茂山茂、宗彦、
逸平らによる「狂言回し花灯路」。

四条通・祇園界隈から会場一帯にかけて、京都五花街の艶やかな舞妓・芸
妓が人力車に乗り、行列スタイルで「京都・花灯路」へのご来場を呼び掛けま
した。
●祇園甲部歌舞会●宮川町歌舞会●先斗町歌舞会●上七軒歌舞会●祇
園東歌舞会
協力／人力車　えびす屋

華舞台 狂言華舞台

竹灯りの川 現代いけばな展

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P01京都・東山花灯路 -2022
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2004年（平成16年）

当時の主なイベント

2005年（平成17年）

当時の主なイベント

「京都アートフリーマーケット2006春」

高台寺公園華舞台プログラム
清水小学校

京都学生祭典のメイン企画として誕生。「通り唄」や「祇園小唄」を盛りこみ、
日本舞踊の振り付けも取り入れた京都発のおどりです。

高台寺公園華舞台プログラム
京炎そでふれ！

円山公園を会場にして、「伝統の灯り」をテーマに、京都の7芸術系大学・短
大の学生によるユニークな作品の数 を々展示しました。
●京都市立芸術大学●池坊短期大学●京都嵯峨芸術大学●京都嵯峨芸
術大学短期大学部●京都造形芸術大学●成安造形大学●大阪成蹊大学

期間中、地元の学童が、火の用心をテーマにしたわらべ歌を唄い、拍子木、
鉦、太鼓を交えたお囃子を奏でながら「灯りと花の路」を練り歩きました。
東山区内参加協力校：白川小学校、新道小学校、六原小学校、清水小学校、
東山小学校、月輪小学校、今熊野小学校
協力／高橋美智子

地元、清水小学校の1、2年生が「京のわらべ唄」を歌い、6年生がお三味線
で「さくら」と「荒城の月」を演奏しました。

八坂神社の能舞台において茂山千五郎、茂山七五三、茂山千三郎、茂山
正邦、茂山逸平、島田洋海による新作狂言の奉納公演が実施されました。

京都の若手作家や職人が一堂に集合。自らの作品を自由に即売することに
より、若き作り手たちに作品提供の場や、飛躍・交流の機会を提供し、三条通
のにぎわいづくりを行いました。

大学のまち京都・伝統の灯り展

火の用心・お囃子組 「新作狂言奉納公演」京都市「伝統産業の日」
染織・工芸品展「四季の華やぎ」

Chicago Poodle＆立命館大学モダンジャズバレエ
部
03年の第1回京都学生祭典「全国学生音楽コンテ
スト」でグランプリを受賞したシカゴ・プードル。切なく
て優しいピアノ、甘いボーカルが奏でる、新しくて懐
かしいGOOD MUSICを奏でました。
バレエを基礎にモダンダンスやジャズダンスなど様々
なダンスに挑戦している立命館大学モダンジャズバ
レエ部。当日は雰囲気の異なる2曲を発表しました。

京都いけばな協会の協力により、灯りと花の
路沿いに11箇所に前期展・後期展合せて22
作品が展示され、大型花器によるボリューム
感のあるいけばなを楽しんでいただきました。

人と技術と自然を融合させて蛍光繊維を漉きこんだ不思議な和紙「光華」。
神秘的な光で静かに表層を変化させ、東大谷祖廟への参道を静かに彩りま
した。
和紙「光華」は、PIKAモチーフプロジェクト開発試作品の参考展示。デザイ
ン：堀木エリ子（制作協力：堀木エリ子＆アソシエイツ、大阪大学、日生化学工
業所、セントラルテクノ、エーシック、京都試作ネット、ベンチャー、サポート・ネッ
トワーク）

きものの女王やモデルによる京友禅新作きもの・ドレスのファッションショーを展
開されました。

弦楽四重奏の演奏と翌20日の全国きものの女王全国大会に出場する14地
区、35名の代表者のお披露目。2004きものの女王3名も特別出場しました。

四季折々の風景、祭り、暮らしなどを題材に製作された京都の染織・工芸品
の数 を々展示。また、全国和装産地市町村協議会設立30周年記念展示を
併せて実施されました。

いけばなプロムナード

東大谷祖廟・和紙「光華」 京都市「伝統産業の日」
京友禅「花と灯り」

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

知恩院三門華舞台
京都学生祭典第1回グランプリ
「Chicago Poodle」

知恩院三門華舞台
2005年全日本きものの女王
参加者お披露目弦楽四重奏

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P02京都・東山花灯路 -2022

2022.2.25.
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2006年（平成18年）

当時の主なイベント

2007年（平成19年）

当時の主なイベント

京都酒造組合
京の酒・春の新酒 利き酒・即売会

東山花灯路フィナーレ～「花咲想」～

グーグルと9名のアーティストのコラボレーションから生まれたアート作品を花
灯路の主役である灯りで表現。光で浮かび上がる印象的なデザインを楽し
んでいただきました。

アート散歩in東山花灯路
iGoogleアート灯篭

長野県松本市で伝統を守りつつも、和太鼓に新しい時代の息吹を吹き込む
べく、「若さ躍動する、今の和太鼓」が披露されました。

京のまちを走る”360°まる見えオープントップバス”「スカイバス」が期間中運行
され、多くの方が試乗を楽しみました（無料）。

おもてなしと感謝の気持ちを込めて、花灯路の最終日に「コスモスの種」をプ
レゼントしました。（5,000袋）
協力／タキイ種苗株式会社

法観寺（八坂の塔）を背景にお客様からお預
かりしたカメラを文教スタヂオのプロのカメラ
マンがシャッターを押すサービス。また、プロの
カメラマンが撮影した写真をその場でご購入
いただけました。

京都のまちなかにも、古くから脈 と々営まれてきた造り酒屋があるということを
知っていただくとともに、実際に利き酒に興じていただきました。多くの観光客
の方々に日本酒のおいしさや蔵による味の違い、特徴を楽しんでいただき、即
売も行われました。

和太鼓 鳴桜（なを）

「スカイバスin京都・東山花灯路2008」
特別試乗会

東山花灯路・想い出の記念写真撮影サービス京焼・清水焼露地行灯作品展
和太鼓・踊り・唄、および鉦・笛などを使用し演奏。

高台寺公園華舞台プログラム バチホリック 京都・花彩祭フェスタ
千本ゑんま堂大念佛狂言
（京都市登録無形民族文化財）

京都三曲協会による琴・尺八演奏を
聞きながらの休憩所。”京都の語り
部”による京都散歩の秘訣を伝授。
特別協賛／アメリカン・エキスプレス
財団

関西の人気劇団「赤鬼」による建永の法
難をテーマとした演劇。
特別協賛／アメリカン・エキスプレス財団

一子相伝の技を志ある方すべてに伝えようとい
う「万志相伝」。今回は染織作家の技を、作品
展示やハンカチ・葉書の染め体験を通じて伝
授するとともに、包みの文化である「ふろしき体
験」も開催しました。
染め講師：髙橋裕博、中川善子、まっしぐらガー
ルズ。
包み講師：ふろしき研究会
特別協賛／アメリカン・エキスプレス財団

千本ゑんま堂大念佛狂言は、京都の三大念仏狂言のひとつで、「土蜘蛛」を
披露されました。

京都青窯会協同組合などの作家による作
品展示。

東山花灯路5周年記念特別協賛事業
花灯り・夢曼荼羅
青蓮院門跡「京都散歩の知恵袋」

東山花灯路5周年記念特別協賛事業
花灯り・夢曼荼羅
知恩院 劇団「赤鬼」舞台公演
「建永の法難“法然さま800年のメッセージ”」

東山花灯路5周年記念特別協賛事業
花灯り・夢曼荼羅
清水寺「京の万志相伝～公開ワークショップ～」

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P03京都・東山花灯路 -2022

2022.2.25.
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2008年（平成20年）

当時の主なイベント

2009年（平成21年）

当時の主なイベント

高台寺公園「日本の桜」

学生パフォーマー大集合

円山公園の坂本龍馬とその隣に座す中岡慎太郎の像をライトアップしました。

坂本龍馬像ライトアップ

五花街の芸舞妓が八坂神社にて踊りの奉納をしました。舞殿を舞台に華や
かな舞をお楽しみいただきました。

大河ドラマ「龍馬伝」の千葉定吉役里見浩太朗さんによるトークショーを展開。

花灯路に一層の賑いと彩りを添えるため、大学の街・京都の学生の皆さんに
よるストリートパフォーマンスを円山公園で展開。

平成女鉾清音会による祇園囃子奉納。 桜など春から初夏にかけてのイメージ映像を地面に投影して演出。

芸舞妓による奉納舞踊

龍馬伝イベント トークショー 八坂神社
～コンチキチン～花灯路で華やかな祇園囃子

京都工芸
「京都・友禅・ひかり」「古都・侘びとひかり」

ねねの道沿いの高台寺公園に「華舞台」をしつらえ、琴や踊り、ミニライブ、ア
カペラなど多彩な催しを連日開催しました。

高台寺公園華舞台プログラム
創作行灯デザインコンペ表彰式

京都・東山花灯路ご来場記念
舞妓さんと写そ！

全国26都道府県から285点のご応募をいただいた第1回創作行灯デザイン
コンペの最優秀作品「洛花灯」を約80基製作し、開催期間中、円山公園しだ
れ桜西側に展示しました。合せて、今回のデザインコンペ入賞作品パネルを
展示しました。
特別協賛／佐川急便株式会社

古来より縁起がいいとされている「狐の嫁入り巡行」を人力車と提灯行列で
再現されました。

八坂神社から清水寺までの花灯路ウォーキングを英語ガイドで楽しく散策い
ただきました。

東山・花灯路ご来場記念に五花街の舞妓さんと記念写真をお撮りいただき
ました。

花灯路のなかでも、もっとも「あかり」で京都を表現する「京都工芸」。京の艶
やかさと日本の侘び寂を「ひかり」で感じさせる京行燈の展示場。京友禅着
物で作られた「京友禅行燈」と水墨画で作られた「水絵行燈」が、京都・東山
の夜を艶やかに照らしました。

創作行灯デザインコンペ
最優秀行灯展示・入賞作品パネル展

狐の嫁入り行列 英語による花灯路ウォーキングツアー

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P04京都・東山花灯路 -2022

2022.2.25.
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2010年（平成22年）

当時の主なイベント

2011年（平成23年）

当時の主なイベント

桑香煎茶によるおもてなし

オープニングイベント（知恩院三門）

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』によるライトアップを実施。高さ24m間口50mを誇る国宝・知恩院
三門と最新テクノロジーが見事にコラボレーション。
協力／浄土宗総本山 知恩院、シー・エム・エー、近畿日本ツーリスト、おのみ
やす本舗、おたべ、長楽館、ART COMPLEX

10周年記念事業
国宝・知恩院三門「幻想の灯り」

花灯路のシンボル「行灯」をモチーフにしたかわいいオリジナルグッズが誕生。
花灯路キューピーやストラップ、竹しおり等々。

来場者の皆様にご参加いただき、東日本大震災で亡くなられた方の鎮魂と
被災地の復興を願って、ろうそくに火を灯し「祈」の一字を作りました。また、公
園内は福島県会津若松市の「絵ろうそくまつり」で用いられる会津本郷焼の
素焼きの器「瓦燈（がとう）」によるほのかで温かみのある灯りで演出しました。

今回新たに特別協力いただいたローム株式会社、日本マクドナルド株式会社
への感謝状の贈呈式、創作行灯デザインコンペ表彰式、テープカットを実施。
閉会後、三門にプロジェクションマッピングを投影。

4月から京都・三条御幸町の劇場「ART COMPLEX 1928」で始まる、大人
も子どもも国籍を越えて楽しめるエンターテインメントショー「ギア-GEAR-」より、
出演者が東山花灯路に登場。京都が誇る世界レベルのパフォーマーのデモ
ンストレーションを実施。

法観寺境内において「金箔入り桑香煎茶」のおもてなしを実施。桑の効能な
どをパネル展示、桑関連商品の展示販売も。

10周年記念グッズ

東日本大震災復興支援事業
祈りの灯り 「ギア-GEAR-」デモンストレーション「復興への祈り」コンサート

京都の学生の皆さんによるジャグリングパフォーマンスを清水寺前で展開。義
援金のご協力をお願いしました。

清水寺前パフォーマンス 伝統とモダンの融合in青蓮院

境内地には、土佐の英傑・坂本龍馬、盟友・中岡慎太郎を始め、幕末維新の
三傑とうたわれた桂小五郎、妻の幾松らのお墓がある。

八坂神社舞殿において日本舞踊が奉納されました。

高台寺公園・円山公園・あおくすの庭に義援金箱を設置するとともに、エリア
内や、清水寺、高台寺、圓徳院、青蓮院、八坂神社、地元商店など200箇所
以上で募金活動を行いました。お寄せいただいた義援金5,139,823円は日本
赤十字社を通じて被災地へ送らせていただきました。義援金にご協力いただ
いた来場者の方へ「ひまわりの種」をプレゼントしました。（5,000袋）
協力／タキイ種苗株式会社

京鹿の子絞りや京友禅など京都の伝統産業の匠の技と洋装のコラボ作品
の展示を行いました。
協力／ファッションデザイナー桂由美

日本舞踊「春乃流」、奉納囃子－祈りを込めて／平成女鉾清音会、弦楽四重
奏＆ヴァイオリン・デュオ／長岡京室内アンサンブル、奉納フルート演奏・日本
舞踊／津田佐代子（フルート）／西川影戀（日本舞踊）

京都霊山護国神社

八坂神社
日本舞踊「春乃流」奉納舞踊 義援金の募金

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P05京都・東山花灯路 -2022

2022.2.25.



B2パネル(W515×Ｈ728) 　各1枚　S=1/5

2012年（平成24年）

当時の主なイベント

2013年（平成25年）

当時の主なイベント

「京都市清酒の普及の促進に関する条例」制定記念PR

俥夫さんと歩くガイドツアー

東山花灯路へのメッセージや願いなどを桜型のシールに書いて、大型行灯を
彩っていただきました。

サクハナ行灯

花灯路の行灯をモチーフにした、親しみのあるキャラクターを書き起こし、顔
だし看板を製作しました。ご来場のファミリー・カップル・友だち同士で楽しく記
念撮影が行われました。

障害のある方や高齢の方でも楽しめる観光（ユニバーサルツーリズム）のPR
のため、普段車いすを使用されている方を招待し、会場を巡るツアーを実施
しました。
協力／株式会社JINRIKI、清水寺、清水寺門前会、京都市身体障害者団
体連合会

東山地域を知り尽くした人力車の俥夫さんと東山花灯路の会場を歩いて巡
るガイドツアーを実施しました。地域にまつわる歴史や裏話など、楽しい解説
を聞きながら花灯路の散策をお楽しみいただきました。
協賛／えびす屋東山店

京都市交通局、京都市立芸術大学、京都水族館の連携事業から生まれた
キャラクターのオオサンショウウオのオオさん・ショウさんと一緒に記念写真の
撮影ができました。

京都の清酒のPRを行い、1日500名限定で試飲が実施されました。また、千社
札もプレゼントされました。
主催／京都市産業観光局伝統産業課

顔だし看板

ユニバーサルツーリズムツアー 東山花灯路にオオさん・ショウさんがやってくる！長楽館
桜月夜の音楽祭10日間-京ポップLIVE2013-

東日本大震災の被害を受けた宮城県山元町を支援する「くまプロジェクト」が
竹灯ろうを設置。来場者に竹にメッセージを書いていただき、ろうそくに火を灯
していただきました。

宮城県山元町の竹灯ろう 京都・花灯路行灯ギャラリー

来場者の利便性を考慮した、エリアマップやイベン
ト情報など回遊に便利な機能やスライドショーなど
眺めているだけでも花灯路の雰囲気を味わえるス
マートフォン向け公式アプリを制作。
iPhone、Android対応で配信しました。

期間中、会場内で日本マクドナルドより提供されたマックフライポテトとコーヒー
の無料招待券を配布しました。
特別協力／日本マクドナルド株式会社

京都市内の生産者が丹誠こめて育てた、安全で美味しい京野菜・旬の野菜
が高台寺公園で販売されました。農家直送の新鮮な旬の恵みとこだわりの
加工食品も取りそろえられました。

京都・花灯路の「灯りと花の路」を彩る全11種類の露地行灯が一堂に会する
ギャラリーを高台寺公園に設置。京都の伝統技術を活かして作られた数々
の行灯を一度にご覧いただきました。

日替わりで京都ゆかりのアーティスト達による無料屋外ライブステージが開催
されました。

スマートフォン用公式アプリ
“京都・東山花灯路2013”

日本マクドナルドによる
無料招待券の配布

京の旬野菜販売 時待ち食

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P06京都・東山花灯路 -2022

2022.2.15.



B2パネル(W515×Ｈ728) 　各1枚　S=1/5

2014年（平成26年）

当時の主なイベント

2015年（平成27年）

当時の主なイベント

夜のあおくす茶会

香りのさんぽ路

人工的なネオンの光を使用したネオンアートで、ほど良い刺激のある「森のエ
ネルギー」を感じる異空間を造りました。
協力／安彦哲男
協賛／着物古布アロハ JIJI Factory、中川歯科診療所

ネオンアート「NEON FOREST」

最初の個展を開催し、生涯最愛の女性・彦
乃と清水二年坂・高台寺南門に移り住むなど、
夢二にとって京都はなじみ深い地。今年は、
新発見された京舞妓の掛軸をはじめ肉筆美
人画や大正ロマンあふれる木版画などを展
示しました。

和紙と糊だけで作られる「山鹿灯籠」を頭に掲げ、優雅で美しい踊りを披露
する山鹿灯籠踊りが花灯路会場を巡行しました。
主催／熊本県山鹿市
協力／高台寺

会場内で5種類のお香の香りをお楽しみいただきました。高台寺公園ではそ
のうちのひとつと同じお香をたき、どこと同じ香りか当てるクイズを実施。正解
者には1日先着100名に東山花灯路特製「香りのしおり」をプレゼントしました。
協力／香老舗 松栄堂

京都水族館×京都市交通局×京都市立芸術大学産官学連携事業第4弾
東山花灯路会場・京都水族館・地下鉄京都駅・烏丸御池駅・東山駅の5箇
所の中から「ペンギンスタンプ」を4つ以上集めた方には、抽選で素敵な賞品
を差し上げました。

東山の麓のあおくすの庭に、陶器のあかりを並べ、火鉢で暖をとれる茶席を
設けました。
主催／白川を創る会、おちゃのこ会

竹下夢二展
～肉筆京舞妓と夢二版画～

山鹿灯籠踊り巡行 ペタペタスタンプラリー新潟市・会津若松市による観光PR

知恩院三門前広場に設置したスクリーンに琳派400年をテーマとしたサンド
アートを投影し、光と影の美しいライブパフォーマンスを実施しました。
協力／サンドアートパフォーマンスグループSILT
協賛／シー・エム・エー、おたべ

サンドアートパフォーマンス えびすけと写そっ！
　　　　記念撮影スポット

用紙に自由にイラストやメッセージを描いてオリジナルデザインの行灯を製作
し、会場に展示できるイベント。描いたイラストはその場で縮小し、手のひらサ
イズの行灯としてお持ち帰りいただきました。

京都水族館のクラゲが飼育スタッフと共に登場！「海の花」とも呼ばれるクラゲ
が、ライトアップされた水槽の中でふわふわと泳ぐ様子をご覧いただきました。
京都水族館のキャラクター オオさん・ショウさんもかけつけ、写真撮影で盛り
上がりました。　主催／京都水族館

コーエーテクモゲームスの人気ゲーム「信長の野望」シリーズとタイアップした
ポイントラリーを開催しました。エリア内のポイント5ヶ所に設置されたパネルを
巡っていただき、新作スマホアプリ『信長の野望 201X』のほか、『100万人の
信長の野望』、『のぶニャがの野望』、『モバノブ』の豪華なゲーム内アイテムを
入手いただきました。
協力／株式会社コーエーテクモゲームス

円山公園内に無料の記念撮影スポット
が初登場。ライトアップされた池をバック
に、人力車に乗って、ゆるキャラのえび
すけと一緒に記念撮影していただきま
した。
協力／えびす屋東山店

京都市と相互交流を行っている新潟市・会津若松市により、日本酒の振舞い
や観光PRを実施しました。

お絵かき行灯

移動水族館
「京都水族館クラゲSTUDIO」

「東山花灯路」×「信長の野望」ポイントラリー

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P07京都・東山花灯路 -2022

2022.2.15.



B2パネル(W515×Ｈ728) 　各1枚　S=1/5

2012年（平成24年）

当時の主なイベント

2013年（平成25年）

当時の主なイベント

「京都市清酒の普及の促進に関する条例」制定記念PR

俥夫さんと歩くガイドツアー

東山花灯路へのメッセージや願いなどを桜型のシールに書いて、大型行灯を
彩っていただきました。

サクハナ行灯

花灯路の行灯をモチーフにした、親しみのあるキャラクターを書き起こし、顔
だし看板を製作しました。ご来場のファミリー・カップル・友だち同士で楽しく記
念撮影が行われました。

障害のある方や高齢の方でも楽しめる観光（ユニバーサルツーリズム）のPR
のため、普段車いすを使用されている方を招待し、会場を巡るツアーを実施
しました。
協力／株式会社JINRIKI、清水寺、清水寺門前会、京都市身体障害者団
体連合会

東山地域を知り尽くした人力車の俥夫さんと東山花灯路の会場を歩いて巡
るガイドツアーを実施しました。地域にまつわる歴史や裏話など、楽しい解説
を聞きながら花灯路の散策をお楽しみいただきました。
協賛／えびす屋東山店

京都市交通局、京都市立芸術大学、京都水族館の連携事業から生まれた
キャラクターのオオサンショウウオのオオさん・ショウさんと一緒に記念写真の
撮影ができました。

京都の清酒のPRを行い、1日500名限定で試飲が実施されました。また、千社
札もプレゼントされました。
主催／京都市産業観光局伝統産業課

顔だし看板

ユニバーサルツーリズムツアー 東山花灯路にオオさん・ショウさんがやってくる！長楽館
桜月夜の音楽祭10日間-京ポップLIVE2013-

東日本大震災の被害を受けた宮城県山元町を支援する「くまプロジェクト」が
竹灯ろうを設置。来場者に竹にメッセージを書いていただき、ろうそくに火を灯
していただきました。

宮城県山元町の竹灯ろう 京都・花灯路行灯ギャラリー

来場者の利便性を考慮した、エリアマップやイベン
ト情報など回遊に便利な機能やスライドショーなど
眺めているだけでも花灯路の雰囲気を味わえるス
マートフォン向け公式アプリを制作。
iPhone、Android対応で配信しました。

期間中、会場内で日本マクドナルドより提供されたマックフライポテトとコーヒー
の無料招待券を配布しました。
特別協力／日本マクドナルド株式会社

京都市内の生産者が丹誠こめて育てた、安全で美味しい京野菜・旬の野菜
が高台寺公園で販売されました。農家直送の新鮮な旬の恵みとこだわりの
加工食品も取りそろえられました。

京都・花灯路の「灯りと花の路」を彩る全11種類の露地行灯が一堂に会する
ギャラリーを高台寺公園に設置。京都の伝統技術を活かして作られた数々
の行灯を一度にご覧いただきました。

日替わりで京都ゆかりのアーティスト達による無料屋外ライブステージが開催
されました。

スマートフォン用公式アプリ
“京都・東山花灯路2013”

日本マクドナルドによる
無料招待券の配布

京の旬野菜販売 時待ち食

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。 ※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P06京都・東山花灯路 -2022

2022.2.15.



B2パネル(W515×Ｈ728) 　各1枚　S=1/5

2018年（平成30年）

当時の主なイベント

文化庁京都移転及びICOM京都大会2019のPR

お茶の京都DMOが山城地域の魅力と一緒に温かい宇治茶（ほうじ茶）をふ
るまいました。

宇治茶（ほうじ茶）のふるまい ミス京都ファイナリストおよび
ミスなでしこ日本ファイナリスト
達による振る舞い酒

開催期間中、京都駅と会場とを結ぶ臨時バス 東山花灯路号を毎日運行。ラ
イトアップ時間帯は、臨時バスのほか206系統などをあわせて、概ね5～10分
間隔で運行。行きも帰りも、便利に市バスを利用いただきました。

2020年に向けたオール京都による文化と芸術の祭典「京都文化力プロジェ
クト」の野外インスタレーション展示を回ってスタンプを集めて、抽選で日本画
グッズなど素敵な景品が当たるキャンペーンを行いました。

京都伝統産業青年会の協力により高台寺公園において日本酒きき酒会や企
画展を実施しました。

オープニングイベントの鏡開きで使用した
お酒（聚楽第／佐々木酒造提供）を、ミス
京都ファイナリストおよびミスなでしこ日本
ファイナリスト達が和装姿で来場者に振
る舞いました。
協力／佐々木酒造株式会社

文化庁地域文化創生本部と東山花灯路がタイアップし、「着物による文化庁
京都移転PR活動」を実施しました。当日は、京都国立博物館の公式キャラク
ター「トラりん」も駆けつけました。

市バス東山花灯路号

京都文化力プロジェクト×東山花灯路
連携スタンプラリー
～アートで感じる京都のまち～

京都伝統産業青年会企画
日本酒きき酒会・企画展

※記載の会社名、団体名などは実施当時のものです。

■ 思い出の東山花灯路展サイン

設営 01 ／ P09京都・東山花灯路 -2022

2022.2.2.


