
DESIGN WEEK KYOTO 2023 
in 丹波・京都・山城
True Kyoto ～京都の源流を知る～

工芸や産業など、
モノづくりの現場を見に行く
「オープンサイト」
「DESIGN WEEK KYOTO」 は現場見学や
ワークショップを通して京都やモノづくりの魅力を
発見できるイベントです。期間中、モノづくりの現場が
オープンになる「オープンサイト」の楽しみ方は
さまざま！自分に合った楽しみ方でDESIGN WEEK 
KYOTOを回ることができます。

content
P02~ オープンサイト・ソロビジット 
P09~ オープンサイト・ラーニングツアー
P10~ オープンサイト・オンライン訪問
P11~ オフィシャルイベント

参加について
無料（一部有料のものもあります）参加費

各会場ごとに要事前予約
（一部当日予約OK、予約不要の
ものもあります）

予約

各オープンサイト会場や
イベントごとにご確認ください

参加方法



京すだれ川崎

丹波エリア

063a8a

開催タイプ

10:00～17:00 10:00～20:00 10:00～17:00

.16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat 2.19 sun information

予約：前日まで ／ 定員：10名

予約方法：メール（tegami@kyo-sudare.com）
　　　　：電話（0771-22-6833）

※工房ツアー、ワークショップ共に10:00～17:00の間に開催。

オープンサイト・ソロビジット オープンサイトは、個人でも気軽に訪れていただけます。気になる現場をピックアップして、
京都のモノづくり現場を体感してください。

オープンサイトの開催情報一覧
※詳しいアクセスや駐車場台数はイベント特設サイトの各事業者ページをご確認ください。

オープンサイトは3つのタイプの楽しみ方ができます。どんな体験ができるのか、ぜひ事前にチェックして訪れてみてください。

すだれの技術と素材を守り、未来に
伝えるために多様化し続ける工房

京都エンジョイ
ファーム 10:00～16:0010:00～16:00 10:00～16:00 10:00～16:00

予約：2日前まで ／ 定員：5名

予約方法：メール（kannsya0907@kyoto-enjoyfarm.com）
　　　　：電話（080-5150-7587）

※農業体験、収穫体験
農業を通して、働き方・生き方を
「Enjoy」するファーム

10:00～14:0010:00～14:00 10:00～14:00

予約：3日前まで ／ 定員：10名

予約方法：電話（090-7887-8907）京・美山ゆば ゆう豆
地元の豊かな自然と
人の手で生まれる「京都のゆば」

10:00～16:0010:00～16:00

予約：3日前まで ／ 定員：6名

予約方法：電話（0771-27-3001）
※工房ツアー 13:30～14:30

松楽
楽焼の伝統に新たな風を吹き込み
未来へ繋ぐ

全笑 
（YAMANO TERRACE） 10:00～15:0010:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00

予約：2日前まで ／ 定員：10名

予約方法：メール（zensho@cans.zaq.ne.jp）
　　　　：電話（0771-20-9021）

日本の「食」から生まれる地域の笑顔

丹山酒造 10:00～16:0010:00～16:00 10:00～15:00 10:00～15:00

予約：不要 ／ 定員：10名

米を育み、酒を育む

社内ツアー型
社内や現場などを
説明しながら案内します。

ワークショップ型
実際にものづくりや
仕事などを体験いただけます。

ショールーム型
常設のショールームや店舗などに自由に
来訪いただき、適宜スタッフが案内します。



丹波エリア

10:30～14:0010:30～14:00 10:30～14:00 10:30～14:00

.16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat 2.19 sun information

予約：3日前まで ／ 定員：4名

予約方法：電話（080-1523-2225）南桑営農組合
牛の成長、牛舎の日常を間近で体感

10:00～11:0010:00～12:00

予約：3日前まで ／ 定員：6名

予約方法：メール（otoiawase@nishikitategu.com）
　　　　：電話（090-1449-8583）

西喜
現代の住空間に「ぴったり」な
日本の建具の美と機能

11:00～14:00 11:00～14:0011:00～14:00

予約：3日前まで ／ 定員：8名

予約方法：メール（yamanoie@fat-g.jp）
　　　　：電話（0771-72-3535）

ひよしフォレスト
リゾート
京都の自然、食、人と繋がる
フォレストリゾート

10:00～16:00 10:00～16:00 10:00～16:0010:00～16:00

予約：前日まで ／ 定員：6名

予約方法：電話（090-4288-6303）

※薪割体験 11:00～・13:00～（前日までに要予約）、
　餅つき体験 12:00～（3日前までに要予約）

※工場見学 10:00～11:30、13:00～14:30

※村内案内ツアー 11:00・15:00出発、体験 12:00・14:00開始

古一漆工
漆の技法、艶めきを次の世代へ

13:00～14:3013:00～14:30 13:00～14:30

予約：前日まで ／ 定員：20名

予約方法：メール（yu.nakanishi.tsuchi@gmail.com）
　　　　：電話（0771-56-8502）

予約方法：メール（toiawase@miura-seizai.com）
　　　　：電話（090-3618-2015）

予約方法：メール（isoishigeru@gmail.com）

将大鍛刀場
京都で有数の刀鍛冶職人の工房

10:00～15:00

予約：2日前まで ／ 定員：8名三浦製材
「木は社会を変え世界を変える」を
掲げ「山と街を木で繋ぐproject」
展開

11:00～17:0011:00～17:00 11:00～17:00 11:00～17:00

予約：前日まで ／ 定員：10名ユ・メ・ミ
ファクトリー
創造性が生み出した
京都亀岡の英国村

開催タイプ

10:00～15:00



京都エリア .16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat information

予約：前日まで ／ 定員：10名

予約方法：メール（asada-m@kyogawara.jp）
　　　　：電話（090-8147-5985）浅田製瓦工場

手作りの京瓦が、瓦の概念を覆す、
京都唯一の窯元

11:00～17:00

予約：前日まで ／ 定員：8名

予約方法：メール（maruno@amitacorp.co.jp）
アミタ
京象嵌の美と京都の伝統工芸を
一堂で体感

11:00～19:0011:00～19:00

予約：3日前まで ／ 定員：各回8名
予約方法：自社応募フォーム
https://www.artlab.co.jp/news/academy/workshop202302
店舗は予約なしで自由にご覧いただけます

アート・ラボ
香りのライフスタイルを提案する
フレグランスメーカー

13:00～16:00 13:00～16:0010:00～16:0010:00～12:00

予約：2日前まで ／ 定員：5名

予約方法：メール（k-io@io-ss.co.jp）

※予定。情勢により営業時間は変更する場合がございます。

※①リアル見学会：手織工場と川島織物文化館
　②川島テキスタイルスクール：カーテンの製造工程
　③川島織物文化館：自由見学・入館16:00まで

※工房ツアー 1回目11:00～12:00、2回目 14:00～15:00、
　3回目 16:00～17:00

井尾製作所
時代と共に進化を重ねる
金属加工の技術と叡智

予約：前日15時まで ／ 定員：20名

予約方法：自社応募フォーム
2/16：https://forms.of�ce.com/r/KaabA50vNK
2/17：https://forms.of�ce.com/r/y7HV0bJaVq

予約方法：メール（nojima@kikkabo.jp）
　　　　：電話（075-414-0121）

川島織物セルコン
手織りから機械織りまで、
あらゆる「織りの美」を追求する

予約：当日予約 ／ 定員：6名

吉靴房
日本文化と現在の革靴技術を融合

開催タイプ

10:00～15:30
（工房ツアー 
1回目 10:00～11:30分、
2回目 14:00～15:30）

11:00～19:00
（ワークショップ13:00~、15:00～）

22:00～23:00
（代表野島の作業風景見学と
雑談）

18:30～19:30
（19:10頃～ヌメ革の
可塑性体験）

①10:00～11:30
　13:30～15:00 
②11:40～12:00
　15:10～15:30 
③10:00～16:30

①10:00～11:30 
②11:40～12:00
③10:00～16:30

11:00～19:00
（ワークショップ13:00~、15:00～）

13:00～17:00
（ワークショップ）

2.19 sun

予約方法：自社応募フォーム
（http://tc-kyoto.or.jp/contact/apply/post-183.html）14:00～16:0014:00～16:00

予約：2日前まで ／ 定員：30名京都市産業技術研究所
京都のあらゆるモノづくりの
知見の集積地



京都エリア .16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat information

10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

※工房見学（ワークショップ含む）1回目10:00～11:30、
2回目13:30～15:00

※社内ツアー 10:00～11:00、ワークショップ 14:00～15:00

予約方法：自社応募フォーム
（https://business.form-mailer.jp/lp/a05f8732164164）10:00～12:00 10:00～12:0010:00～12:00

予約：前日まで／ 定員：6名
田中直染料店
日本の染色文化を支える
染色材料のプロフェッショナル

予約方法：メール（konkan.since1751@gmail.com）
　　　　：電話（075-241-0168）

10:00～11:30
13:30～15:00

10:00～11:30
13:30～15:00

予約：前日まで ／ 定員：5名
誉勘商店
正絹の金襴に妥協を許さない
老舗の技とこだわり

※工房ツアー 10:00・13:00～、ワークショップ 随時

予約方法：メール（urusi.school@gmail.com）
　　　　：電話（090-3827-0873）

予約：当日予約 ／ 定員：10名
佐藤喜代松商店
漆の可能性を広げ続ける
漆スペシャリスト

10:30～11:10
※香房見学

予約方法：自社応募フォーム
　　　　（https://www.shoyeido.co.jp/contact_form/）

予約：2日前まで ／ 定員：10名
香老舗 松栄堂
時代とともに進化し続ける、
京の香文化の担い手

予約方法：メール（umemoto@kobori.co.jp）
　　　　：電話（090-3034-2787）10:00～15:00

予約：前日まで ／ 定員：4名

小堀
神仏につなぐものづくり

開催タイプ

10:30～11:10
14:00～14:40

10:30～11:10
14:00～14:40

※19日は匠弘堂2階会議室にて「今宮神社大鳥居／解体修理工事記録」と
「宮大工の知恵」について説明のみ

※工房ツアー 10:00～10:40、ワークショップ 11:00～12:30

予約方法：自社応募フォーム
（http://shinrindo-kyoto.com/shop/event/dwk2023/）10:00～17:0010:00～17:00

予約：3日前まで／ 定員：3名
森林堂
「キモノカルチャー」を、現代の感性
と技術でさらに広い世界へ

※予約ページを参照ください。

予約方法：自社応募フォーム（https://bit.ly/3ixm5sb）
予約：前日まで ／ 定員：12名

京都社寺建築 匠弘堂
社寺建築の世界に新風を吹き込む

9:30～12:00、 
14:30～17:00
（工房ツアー
10:00～11:30、
15:00～16:30）

13:00～16:00
（工房ツアー 13:30～15:00）

13:00～16:00
（工房ツアー 13:30～15:00）

9:30～12:00
（工房ツアー 10:00～11:30）

2.19 sun



京都エリア .16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat 2.19 sun information

予約方法：メール（kazari@wonder.ocn.ne.jp）
　　　　：電話（075-241-2636）10:00～17:00 10:00～17:0010:00～17:00

10:00～12:00 10:00～12:00

13:00～16:00 13:00～16:00

予約：2日前まで ／ 定員：8名

竹影堂
受け継がれてきた金属加工の技で、
古来からの美意識を現在に伝える ※ショールーム、10:00～16:00、ツアー 14:00～、ワークショップ 10:00・

11:00・14:00・15:00（15:00～は16,18日のみ／開始時間相談可）

※オープン時間は予定

予約方法：メール（info@tobari-sewing.com）
　　　　：電話（075-752-3012）

予約：当日予約 ／ 定員：5名(ワークショップは4名）

帷-TOBARI-縫製所
「モノづくり×地域×海外×和」が
つながる縫製FACTORY

予約方法：メール（info@th-nakakura.co.jp）
予約：前日まで ／ 定員：8名

中藏
50年後、100年後の
京の街並みをt描く工務店

予約方法：メール（info@maruhaku-nishimurashouten.com）
　　　　：電話（075-441-4189）

予約：前日まで ／ 定員：7名
西村商店
きらびやかな美しさを支える
「箔」を製造

予約方法：メール（info@touan.co.jp）
　　　　：電話（075-541-1987）10:00～16:00 10:00～16:00

予約：前日まで ／ 定員：4名
陶あん
華やかで独創的な器を
生み出し続ける京焼の最大の工房

開催タイプ

①11:00～12:00 
②14:00～15:00

①11:00～12:00 
②14:00～15:00

①11:00～12:00 
②14:00～15:00

①11:00～12:00 
②14:00～15:00

予約方法：メール（k.hirakoshi@biken-textile.com）
　　　　：電話（075-672-8991）

予約：前日まで ／ 定員：10名
美研繊維
捺染の自動染織フルラインを擁する
日本唯一の染工場

13:00～17:00 13:00～17:00

※工房見学 13:00・15:00スタートの2部制

予約方法：自社応募フォーム
　　　　（https://forms.gle/hjwSa2ShnFJJzNWx7）

予約：前日まで ／ 定員：5名VIGORE
（ビゴーレ・カタオカ）
機能的で美しい、自転車の正当進化

10:00～17:00
（ショールームのみ）

13:10～13:50
（社内ツアー）

10:00～16:00
（ワークショップ 
10:00～12:00、14:00～16:00）

10:00～17:00
（社内ツアー 10:10～、
13:10、15:10／各回40分）



京都エリア .16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat 2.19 sun information

予約方法：自社応募フォーム（https://ryuganji.jp/events/6248/）

10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00

10:00～17:0010:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

09:00～17:0009:00～17:00 09:00～17:00

10:00～16:00 10:00～16:00 10:00～15:00

予約：当日予約 ／ 定員：20名
佛佛部
伝統技術の粋を今に伝える
仏具系ポップユニット

※体験は13:00スタートがラスト

予約：予約不要 ／ 定員：4名

美濃利栁瀬商店
京の街、人々を照らす提灯の伝統美

予約：前日までに予約
予約方法：メール（hana@mimizukuya.com）
　　　　　電話（090-5044-4747）ミミズクヤ

「きものでおしゃれ」の楽しみを
届ける京町家の着物店

予約方法：メール（yoshie@mori-san.com）
　　　　：電話（075-432-1205）

予約：当日予約 ／ 定員：6名
もりさん
西陣と丹後から生まれ、
継承される西陣織「金襴」

予約方法：自社応募フォーム
　　　　（https://forms.gle/p5pWxYcX9nSNoMrJA）

予約：前日まで(ギャラリー・ショップは予約不要)
定員：各回10名

便利堂
世界で希少となった印刷技術を
伝える工房

開催タイプ

予約方法：メール（yumemandokoro@yahoo.co.jp）
予約：3日前まで ／ 定員：毎回5名

夢政所 / 圓徳院休憩所
甘味処 乃あん
丁寧かつ美しい商品づくりから
生まれる出世菓子

予約方法：メール（yokotake@amber.plala.or.jp）
　　　　：電話（075-441-3981）

予約：2日前まで ／ 定員：5名横山竹材店・
TAKENOKO
京銘竹の老舗であり、
竹の可能性を切り拓く竹工房

11:00～12:00
14:00～15:00

11:00～12:00
14:00～15:00

11:00～12:00
14:00～15:00

11:00～12:00
14:00～15:00

10:00～19:00
（ギャラリー17:00まで、
ショップ 19:00まで）

10:00～19:00
（ギャラリー17:00まで、
ショップ 19:00まで）

10:00～19:00
（ギャラリー17:00まで、
ショップ 19:00まで）

10:00～17:00
（ギャラリー のみ）

※ギャラリーは12:00～13:00休廊

※オープン時間は予定

10:00～17:00
（体験 11:00～16:00）

（見学ツアー：①10:00 ②14:00） （見学ツアー：①10:00 ②14:00） （見学ツアー：①11:00 ②14:00） （見学ツアー：①10:00 ②14:00）

10:00～17:00
（体験 11:00～16:00）

10:00～17:00
（体験 11:00～13:00）

10:00～17:00
（体験 11:00時～13:00）

※店舗は記載の時間見学自由（見るだけなら予約不要）



山城エリア .16 2 thu 2.17 fri 2.18 sat 2.19 sun information

予約方法：電話（0774-21-0066）
　　　　：自社応募フォーム
　　　　（https://forms.gle/svPEgW81DV6w5RHr6）

15:00～16:00

13:00～14:0013:00～14:00

予約：前日まで ／ 定員：10名
ITAYA KOBO
自然素材の温もりが詰まった
「シンプルでちょうどいい」住空間

予約：3日前まで ／ 定員：5名

高野竹工
千利休が見出した自然美、
伝統の技を受け継ぐ竹工房

予約：3日前まで ／ 定員：6名

ナンゴー
伝統と最先端の融合による金属加工

予約方法：メール（skygood@nisso-k.co.jp）
予約：3日前まで ／ 定員：6名

日双工業
金属を思い通りの形に仕上げる
技術者集団

予約方法：電話（0774-32-6195）
　　　　：自社応募フォーム
　　　　（https://kyoto.gishi.design/）

予約方法：メール（takano-chikubuen@takano-bamboo.jp）
　　　　：電話（080-2068-4367/松本）
             : 自社応募フォーム
             （https://forms.gle/SqvRRsQenyiSsQb5A）

予約方法：メール（of�ce@nango-kyoto.co.jp）
　　　　：電話（0774-28-3141）

予約：前日まで ／ 定員：5名KYOTO gishi*design
（くすおか義肢）
垣根を超えた「義肢×デザイン」の
可能性を追求する工房

開催タイプ

予約方法：メール（info@oriente.jp）
　　　　：電話（0774-22-3227）

予約：前日まで ／ 定員：5名

ヒガシ絃楽器製作所
日本唯一の大型弦楽器メーカー

予約方法：メール（freezone.uji@gmail.com）
　　　　：電話（070-4779-3622）

予約：2日前まで ／ 定員：2名
フリーゾーン
ミュージシャン＋職人の腕とセンスが
光るギターメンテナンス

※詳しい時間割は自社ページ作成時に設定予定です。

14:00～15:00 14:00～15:00

10:00～17:00
（Shop&gallery竹生園）

10:00～17:00
（Shop&gallery竹生園）10:00～17:00

（Shop&gallery竹生園）

10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

13:00～17:00 10:00～17:00 11:00～14:00

（高野竹工本社・工場）
10:00～ 13:00～／

10:00～17:00
（Shop&gallery竹生園）

（高野竹工本社・工場）
10:00～ 13:00～／

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00



オープンサイト・ラーニングツアー 地域の歴史や文化を学んできたコーディネーターと一緒にまわるプログラム。
よりディープな京都を味わいたい、車などがないけれど効率的に巡りたい方はツアーがおすすめです。

のどかな山の風景と茅葺きの屋根が有名な「美山かやぶきの里」
をはじめ、丹波は豊かな自然が多く残された土地。そんな場所で
育まれた人や、食、伝統とじっくり向き合うツアーです。

・ 京・美山ゆばゆう豆 （ゆば）

・ ひよしフォレストリゾート 

  山の家（レジャー施設）

・ 松楽 （楽焼）

訪問するオープンサイト

・ 美山かやぶきの里

・ かめおか霧のテラス

丹波を感じる場所

JR亀岡駅 北口集合場所

日　時 2023年2月16日（木）9:00～17:00

料　金 5000円（ランチ 代込）

美山かやぶきの里と丹波の
豊かな自然、伝統を感じるツアー
2月16日（木）

https://dwk2023-tour-0216.peatix.com/
申し込みはこちら

京都には伝統的な工芸が多くありますが、京瓦や竹工芸、金属も
この土地で長く受け継がれてきたモノづくりです。受け継がれる
技術と文化の深みと、未来へ向けた進化を感じとることができます。

・ 浅田製瓦工場 （京瓦）

・ 高野竹工（竹工芸）

・ 井尾製作所 （金属加工）

訪問するオープンサイト

・ 長岡天満宮

京都・山城地域を
感じる場所

京都駅 八条口集合場所

日　時 2023年2月17日（金）9:30～17:00

料　金 5000円（ランチ 代込）

瓦、竹、金属…京都に息づく
伝統的な技術の深みを知るツアー
2月17日（金）

https://dwk2023-tour-0217.peatix.com/
申し込みはこちら

古くから京都の物流の要所かつ、京の資材・食を支えてきた亀岡。
そんな地域のモノづくりは、想像を超えるスケールのものばかり。
漆に牛、モルタルと一見共通点のないサイトを巡って見えるものとは？

・ 古一漆工 （漆塗り）

・ 南桑営農組合（亀岡牛）

・ ユ・メ・ミファクトリー

　（モルタル造形）

訪問するオープンサイト

・ 請田神社対岸・トロッコ亀岡駅

・ かめおか霧のテラス

丹波を感じる場所

JR亀岡駅 北口集合場所

日　時 2023年2月18日（土）9:30～17:00

料　金 5000円（ランチ 代込）

亀岡の土地が生み出した壮大な
モノづくりのスケールを感じるツアー
2月18日（土）

https://dwk2023-tour-0218.peatix.com/
申し込みはこちら



オープンサイト・オンライン訪問 オープンサイトをオンラインでも訪問して、楽しんでいただける企画も。Zoomを使用して現場と
参加するみなさんを繋ぐことで、距離を感じさせない「現場との交流」をお届けします。

10:00～11:00 11:00～12:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00 17:00～18:00

【金属】
日双工業

最新鋭の加工機や、さまざ
まな金属を思いどおりの
カタチに仕上げていく現場
の様子を紹介

【食】
京都エンジョイファーム

亀岡の気候が育む、野菜の
様子を畑から実況中継

【木・竹】
京すだれ川崎

国産素材を守り伝えていく
ことにこだわったすだれ
づくりの様子を紹介

【木・竹】
横山竹材店 ・
TAKENOKO

作業見学（店舗内の商品と、
竹編みの職人の作業）

会     場 ： Umekoji MArKEt 2F（京都市下京区朱雀宝蔵町34）
アクセス ： JR山陰本線 梅小路京都西駅より徒歩7分

オンライン訪問は、京都市内のインフォメーションでパブリックビューイングも開催！
パブリックビューイングは当日でも予約ナシで参加可能。 もし時間ができたら気軽に遊びにきてください。
同会場では展示や焼印体験なども開催しています。

16
2/

(木)

17
2/

(金)

18
2/

(土)

【神社・仏閣】
京都社寺建築 匠弘堂

2022年秋に完了した、京都 
今宮神社 大鳥居・解体修理
工事の記録紹介

【テキスタイル】
川島織物セルコン

カーテンの製造工程解説と、
糸の染めや自動織機の様子
を紹介

【染色】
田中直染料店

会社の歴史と成り立ち、豊富
な染料の種類や染料製造の
現場案内

【木・竹】
ITAYA KOBO

ショールームの案内とあわ
せて、こだわりの家づくりや
薪ストーブについて紹介

【その他】
ユ・メ・ミファクトリー

150年前のイギリスの田舎
の風景を再現した「英国村
GBOV」案内

【衣服・テキスタイル】
もりさん

織機の紹介のほか、雛人形
の加工、サンプル展示室の
案内

【金属/製造】
井尾製作所

工場を案内しながら、技術や
こだわり、新たに開発した
「文化財に適した大型超高
精細スキャナ」を紹介

【金属/楽器】
フリーゾーン

店主による、ギターの魅力
紹介や調整、修理について
の解説

【衣服/テキスタイル】
誉勘商店

京町家の社内から、正絹金襴
が出来るまでの工程と
こだわりを紹介

【金属/その他】
VIGORE

（ビゴーレ・カタオカ）

ビゴーレの自転車のこだわり
と魅力、そして自転車が生み
出される様子を紹介

参加登録はこちら（Zoom登録リンク）

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvde-tpz4rE9R56db-
PM-0-1ZeDPcZVnm_x



オフィシャルイベント
(京都リサーチパーク)

期間中は、さまざまなオフィシャルイベントを実施。
有識者によるカンファレンスや多彩なプログラムで、
京都のモノづくりをより深く知ることができます。

参加 ： 無料（飲み物や懇親会費は別途ご注文ください）
会場 ： KRP GOCONC 京都リサーチパーク西地区10号館1階
        （京都市下京区中堂寺南町栗田町91）
アクセス ： JR山陰本線 丹波口駅より徒歩5分

ドイツと日本の視点から「あいだ」
を考える -Dazwischen-

2月15日（水）18:30～20:00

人と自然、経済と環境など、何かと二項対
立で捉えられがちな昨今、その「あいだ」
を考えることが求められています。さまざ
まな分野の「あいだ」についての活動行う
ドイツの建築家、アンスカー・シュタウトさ
んとハネス・マイヤーさん、そして京都・龍
岸寺住職で現代に合った仏教の新たな活
動に取り組む池口龍法さんらと「あいだ」
について語り合います。

「丹波口」と言われる梅小路公園や京都
中央卸売市場などが立地するエリアは、
京都と丹波・丹後地域のゲートウェイ的な
位置づけの地域です。本イベントでは、京
都府内全域の食やアート、ものづくりなど
様々なプレイヤーが交わり、新たな文化を
生み出していくクリエイティブタウンの可
能性とこれまでとこれからの活動について
語り合います。

地域に暮らす人々がその土地に合った暮
らしや美意識を育み暮らすことで形成され
た文化的景観。その意義に着目し、都市と
周辺農村を一体的に捉え地域社会のあり
方を考え直してきたのがイタリアの「テリト
ーリオ」をはじめとする概念と政策です。
京都の醸成してきた文化と景観の価値と
、現代における役割を「テリトーリオ」を通
じて考えます。

DESIGN KYOTOでは、メンバーシップ
事業者が「なんかしょう！」のマインドを持っ
て生みだした新しいモノづくりや進化を賞
賛する「NANCAR AWARD」を実施して
います。イベントでは、記念すべき第1回
の受賞者の表彰とプレゼンテーション、そ
して同日から受賞者が実行するクラウドフ
ァンディングのプロジェクト紹介を行いま
す。

梅小路クリエイティブタウンと
京都のゲートウェイとしての可能性

2月16日（木）18:30～20:00

「文化的景観」から世界における京都の
役割を考える 

－イタリアの「テリトーリオ」からの学び

2月19日（日）15:30～17:00

第1回 NANCAR AWARD 授賞式

2月19日（日）17:30～18:30

日　時

予　約

共　催

2月15日（水）18:30～20:00 
※終了後20:00-21:00 に懇親会
を予定しています。

要 (下記よりお申し込みください)

ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都
Goethe-Institut Osaka Kyoto

※本イベントは通訳が入ります。お気軽にご参加
ください。

日　時

予　約

参加費

2月19日（日） 15:30～17:00

要 (下記よりお申し込みください)

無料

※本イベントは通訳が入ります。お気軽にご参加
ください。

日　時

予　約

2月16日（水）18:30～20:00 
※終了後20:00-21:00 に懇親会
を予定しています。

要 (下記よりお申し込みください)

日　時

予　約

2月19日（日） 17:30～18:30

不要

【トークセッション】 【トークセッション】 【トークセッション】 【イベント】

https://business.form-mailer.jp/lp/
bb1cd513190319

申し込みはこちら
https://business.form-mailer.jp/lp/
738daf19190818

申し込みはこちら
https://business.form-mailer.jp/lp/
26e8c90e190825

申し込みはこちら



オフィシャルイベント
(Umekoji MArKEt)

Umekoji MArKEtでは展示や焼印体験などさまざまな
プログラムを開催しています。
オープンサイトめぐりの休憩にぜひ立ち寄ってみてください。

参加 ： 無料
会場 ： Umekoji MArKEt（京都市下京区朱雀宝蔵町34）
アクセス ： JR山陰線 梅小路京都西駅より徒歩7分

DESIGN WEEK KYOTO 2023
 インフォメーション

京都のモノづくりを思い出に残す
「焼印体験」 参加オープンサイトの展示 「オンライン訪問」

パブリックビューイング

スタッフが常駐し、イベントの情報や当日
参加できるプログラムなどをご案内します
。ここでDESIGN WEEK KYOTO 
2023に関する情報収集をしてからオープ
ンサイト巡りに出かけるのもおすすめです。

訪問したオープンサイトからもらってきた
革や木材などに「DESIGN KYOTO」の
焼印を押す体験をしていただけます。お土
産として、京都のモノづくりに触れた思い
出を形に残してみてはいかがでしょう。

今回のイベントに参加しているオープンサ
イト事業者の紹介パネル展示やパンフレッ
トをご覧いただけます。また、手にとって触
れられる「モノ」の展示もあるので、多くの
モノづくりに触れたい方にもおすすめです。

オープンサイトの現場と参加者をオンライ
ンでつなぐ「オンライン訪問」のパブリック
ビューイングも開催！当日でも予約ナシで
参加可能なので、オープンサイトめぐりの
合間に、気軽に参加いただけます。

場　所 Umekoji MArKEt 1階

2月16日（木）～19日（日）
9:00～18:00

開催日時

場　所 Umekoji MArKEt 2階

2月16日（木）～19日（日）
9:00～18:00

開催日時

場　所 Umekoji MArKEt 2階、地下1階

2月16日（木）～19日（日）
9:00～18:00
（2階のみ 19日 12:00～16:00 
はクローズ）

開催日時

場　所 Umekoji MArKEt 2階

2月16日（木）～19日（日）
9:00～18:00
各オンライン訪問の開催時間（P10）

開催日時

主催 : 一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会

プラチナパートナー : 京都信用金庫
ゴールドパートナー : 京都リサーチパーク

パートナー : ウエダ本社／フューチャースピリッツ／
                 フォームメーラー／岡村勇毅公認会計士・税理士事務所

協力 : 宇治市／宇治商工会議所

後援 : 近畿経済産業局／京都府／京都市／亀岡市／長岡京市／南丹市／

         京都商工会議所／公益財団法人京都産業21／

         公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）／一般社団法人京都経済同友会／

         公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー

DWKチアパートナー : 株式会社タクマデザイン

DWKフレンズ : 内橋伸介


