平成 26 年 9 月５日（金）

初秋の嵐山 宵待さんぽ

ありがとう おこしやす ♪ 嵐山 ２０１４
―Ｇｏ ＡＲＡＳＨＩＹＡＭＡ Ｇｏ！―

嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会
嵐 山 保 勝 会
公益財団法人小倉百人一首文化財団時雨殿
阪 急 電 鉄 株 式 会 社
京 福 電 気 鉄 道 株 式会 社
嵯峨野観光鉄道株式会社

京都・嵯峨嵐山は昨年、台風 18 号による水害被害に対し全国・世界各地からたくさんの励まし
や応援をいただきました。私たちは今年も、感謝の気持ちを込めて地域一体でお客様をおもてなし
するイベント「ありがとう おこしやす ♪ 嵐山 2014」を開催します。
涼やかな風が心地よいシーズンを迎え、嵯峨嵐山は昼間はもちろん、夕方から宵にかけての初秋
の空気を楽しみながらの「宵待さんぽ」にも最高の時期となります。
ぜひ、嵯峨嵐山へお出かけください。
開 催 日：9 月 27 日（土）、28 日（日）【プレ：9 月 16 日（火）、20 日（土）、21 日（日）】
開催場所：嵯峨・嵐山一帯

http://www.arashiyama-kyoto.com/info/001563.html

≪プレイベント≫
9 月 16 日
■景観に配慮した水害対策を考えるシンポジウム（14：00～16：20）
於：大本山天龍寺 友雲庵
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：三好岩生（京都府立大学教授／砂防学）
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：高橋正樹（気仙沼市震災復興市民委員会リーダー）、奥敬一（富山大学准
教授／造園学・風景計画学）、市原富士夫（文化庁文化財部調査官）{予定}
（主催）嵐山保勝会 （後援）京都市
9 月 20 日
■舞妓（宮川町歌舞会）による当事業チラシ配布（11：30 頃）於：中之島公園、嵐電嵐山
駅（予定）
■～花街に息づく伝統伎芸を特別に公開～ 時雨殿 舞妓による舞鑑賞・記念撮影会
（①12：30 ②13：30 ③14：30）
於：時雨殿 要：入館料
3 部入替制・各回 80 名様、写真撮影は各回抽選で３０組限定
（主催）京都市 京都商工会議所 公益財団法人小倉百人一首文化財団 公益財団法人京都
伝統伎芸振興財団

9 月 21 日
■嵯峨野トロッコ文化祭（11：10～16：45）
於：19 世紀ホール（トロッコ嵯峨駅）
沿線にお住まいやお勤めの方々などがお得意とする分野を発表。歌、ダンス他
（主催）嵯峨野観光鉄道株式会社

≪メインイベント≫ 9 月 27 日・28 日
■嵐山ウォークラリー（10：00～19：00） 【無料】（※参加者に抽選で賞品）
・スタンプの設置：10：00～17:00

・ゴールの受付：15：00～19：00

スタンプの設置場所を記載した「ウォークラリーマップ」をもとに嵯峨嵐山エリアを
散策していただきます。ゴールは、船のりば（渡月橋北詰上流）です。
※マップ配布場所：JR・嵯峨嵐山駅、トロッコ嵯峨駅、嵐電・嵐山駅、阪急・嵐山駅、他

■嵐電＆トロッコ ステーション・ライブ（音楽＆トーク）
（13：15～16：45） 【無料】
嵐電嵐山駅とトロッコ嵯峨駅（19 世紀ホール）の２会場で各４ステージ（20 分～30 分）
①13：15～13：45 ②14：15～14：45

9／27

嵐電嵐山駅

③15：15～15：45 ④16：15～16：45

①②ピアノ＆ヴァイオリン（スギテツ）
③④フルート＆ハープ（谷敏子/山根ひろみ）※③15：30～16:00

トロッコ嵯峨駅

9／28

嵐電嵐山駅
トロッコ嵯峨駅

①オルガン＆ボーカル（中澤正美＆冨田美穂）
②フルート＆ハープ＆ピアノ（あんさんぶる KOTOKOTO）
③④ピアノ＆ヴァイオリン（スギテツ）
①②ハープ（野中みさえ／山根ひろみ）
③④斎藤雪乃トークショー
①②斎藤雪乃トークショー
③④ハープデュオ（池端千草/山根ひろみ）

■嵯峨嵐山ぶらり散策ツアー（14：00～16：00）

【無料】

※事前申し込み制（先着順） お申込みは、http://www.arashiyama-kyoto.com
①「αステーション人気 DJ とめぐる嵐山」
②「京都検定一級の人力俥夫とめぐる嵐初秋定番コース」
③「ジョー岡田と歩く嵐山サムライショー」英語ツアー
④「Take

a

walk

around

arashiyama」 英語

⑤「Take

a

walk

around

arashiyama」 中国語

■嵐響屋台（15：00～19：30）
飲食ができる屋台を出店します。

於：船のりば（渡月橋北詰上流）

【有料】

■写真で振り返る昨年の水害被害（15：00～19：30） 於：船のりば（渡月橋北詰上流）【無料】

■ジョー岡田 LAST 侍ショー（16：40～17：00）於：船のりば（渡月橋北詰上流）【無料】
■嵐響夜舟（らんきょうやふね）～お月見舟（17：00～19：30）
【500 円】
大堰川より静寂な嵐山の風景をお楽しみいただけます。乗船時間は約 15 分。
■嵐響音楽祭（17：00～19：30）
於：船のりば（渡月橋北詰上流）
竹笛（古典楽器版フルート）、二胡の演奏をお届します。

【無料】

■法輪寺舞台で楽しむ星空と夜景（17：00～20：00）
於：虚空蔵法輪寺
【無料】
法輪寺の舞台を開放し、星空観測や本堂では万華鏡の投影をご覧いただけます。

主催

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）

共催

嵐山保勝会 公益財団法人小倉百人一首文化財団時雨殿
鉄道株式会社 嵯峨野観光鉄道株式会社

後援

京都府 京都市 京都商工会議所 公益社団法人京都府観光連盟
観光協会 京都新聞

協賛

オムロン株式会社 株式会社エフエム京都 えびす屋總本店 京阪電気鉄道株式会社
京都バス株式会社 宙フェス実行委員会 嵐山アートプロジェクト 2014

協力

大本山天龍寺 虚空蔵法輪寺 野宮神社 嵐山通船株式会社 嵐山青年会 西日本旅客
鉄道株式会社 京都万華鏡ミュージアム 立命館大学衣笠天文研究会 ザ・ラストサムラ
イ・ジョー岡田

阪急電鉄株式会社

京福電気

公益社団法人京都市

【参

考】

●イベントスケジュール（9／16、20、21、27、28）
日程

時間

タイトル

16 日

14:00～16:20

天龍寺「友雲庵」

20 日

12:30～15:30

景観に配慮した水害対策を考え
るシンポジウム
～花街に息づく伝統伎芸を特別
に公開～時雨殿 舞妓による舞
鑑賞・記念撮影会

時雨殿
※11 時 30 分頃チラ
シ配布予定（中之島公
園他）

要・入館料

11:10～16:45

嵯峨野トロッコ文化祭

19 世紀ホール

無料

10:00～19:00

嵐山ウォークラリー

ｽﾀｰﾄ：JR 嵯峨嵐山駅、 無料

21 日

開催場所

ｽ ﾀ ﾝ ﾌ ﾟ 設 置（10:00
～17:00）
ｺ ﾞ ｰ ﾙ （ 15:00 ～
19:00）

料金
―

（500 円）

嵐電嵐山駅他、店舗等
ｺﾞｰﾙ：船のりば前

27 日

13;15～13:45

嵐電＆トロッコ

ステーション

・

14:15～14:45

ライブ（音楽＆トーク）

28 日

15:15～15:45

※トークショーは 27 日のみ

・嵐電「嵐山」駅前
・トロッコ嵯峨駅
（19 世紀ホール）

14:00～16:00

嵯峨嵐山ぶらり散策ﾂｱｰ
※５コース

受付：コミュニティ嵯
峨野前テント

無料（要・事
前申し込み）

15:00～19:30

嵐響屋台

船のりば

有料

15:00～19:30

写真で振り返る昨年の水害被害

船のりば

無料

16:40～17:00

ジョー岡田 LAST 侍ショー

船のりば

無料

17:00～19:30

嵐響夜舟 ～お月見舟

船のりば

500 円

17:00～19:30

嵐響音楽祭

船のりば

無料

17:00～20:00

法輪寺舞台で楽しむ星空と夜景

法輪寺

無料

無料

16:15～16：45

≪協賛イベント≫

9 月 13 日（土）～９月 23 日（祝・火）

嵐山アートプロジェクト 2014

京都嵯峨芸術大学在学生作品の展示を嵐電嵐山駅及び嵐電車内にて行います。
主催：京都嵯峨芸術大学芸術学部

デザイン学科

観光デザインゼミ

≪関連イベント≫

10 月 4 日（土）

宙フェス 2014ｉｎ嵐山法輪寺

嵐山法輪寺で「星空の楽しみ方」を集めたイベントを開催します。
◎宙マーケット

13：00～20：00

無料

◎宙ライブ

17：00～20：00（開場 16：30）

有料

（前売り 3,500 円、当日 4,000 円）
主催：宙フェス実行委員会

http://sorafes.com/

