
 

平成 26 年度 長岡京ガラシャ祭（市民まつり）実行委員会事業報告 

 

１．ガラシャウィーク 11 月 1 日（土）～9 日（日）【観客動員数】約 12,750 人 

 

 

 

【時間】10:00～14:00 

【場所】バンビオ広場公園及び館内 

【内容】バンビオ広場で 

 

◎関連イベント 

◆第 3回 長岡京市小学生こま回し選手権 ＜伝承こま回し保存会＞ 

【時間】9:00～12:00 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】市内小学生によるこま回し技術の選手権大会 

 

◆ふれ太鼓 ＜北開田響太鼓＞ 

【時間】12:15～12:45 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】地元和太鼓団体による力強い演奏 

 

◆ふれあい昼市 ＜ふれあい朝市実行委員会＞ 

【時間】13:00～売り切れ次第終了 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】新鮮な地元農産物の販売 

 

 

11月 1日（土）マッサージ無料体験会 ＜NPO法人 乙訓障害者事業協会＞ 

【時間】10:00～15:15 

【場所】バンビオ 1番館 6F和室 

【内容】プロのマッサージを提供すると同時に、障がい者の就労を知ってもらう機会の創出 

 

 

 

 

11月 1日（土）･2日（日）長生蘭展 ＜西山石斛同好会＞ 

11月 1日（土）サポセンフェスティバル  

来て！みて！楽しい！長岡京～長岡京 deいいもの祭～ 

 



【時間】10:00～17:00（1日）、9:00～16:00（2日） 

【場所】バンビオ 1番館 3F特別展示室 

【内容】蘭の展示、バンビオ広場公園では蘭の苗木の販売も実施。 

 

 

11月 1日（土）～3日（月・祝）第 12回長岡京書作家協会展 ＜長岡京書作家協会＞ 

【時間】13:00～18:00（1日）、10:00～18:00（2日）、10:00～17:00（3日） 

【場所】バンビオ 1番館 2F市民ギャラリー 

【内容】長岡京書作家協会による書作品の展示会 

 

 

11月 2日（日）長岡京 1230歴史大学 古典の日記念講演会 ＜市生涯学習課＞ 

【時間】13:30～15:30 

【場所】バンビオ 1番館 3Fメインホール 

【内容】長岡京遷都から 1230 年を迎えたことを記念しての講演会。当日は、京都女子大学

教授の大谷俊太さんに「細川幽斎と和歌」をテーマに講演をお願いした。 

 

 

11月 2日（日）文化協会ガラシャウィークコンサート ＜長岡京市民管弦楽団＞ 

【時間】13:30開場 14:00～15:00 

【場所】バンビオ 1番館 3Fメインホール 

【内容】オーケストラコンサート。ディズニーアニメや大河ドラマ「軍師官兵衛」のテーマ

曲などを演奏。 

 

 

11月 2日（日）バンビオものづくり市 ＜ものづくり市実行委員会＞ 

【時間】10:00～16:00 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】手作り品の販売他、大道芸やストリートミュージシャンの発表も 

 

◎関連イベント 

◆『バンビオライブ缶 Dance special』inガラシャウィーク 2014 ＜長岡京市中央生涯学習センター＞ 

【時間】11:00～12:40 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】中央生涯学習センターで練習をしているダンス団体が、多彩なジャンルのステージ

を披露 

 

11月 3日（月・祝）バンビオ青空個展市 ＜青空個展市実行委員会＞ 



【時間】10:00～15:00 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】手作り品の販売など。その他、長岡京市シルバー人材センターによる出店。 

 

 

11月 3日（月・祝）自髪結体験会＆撮影会 ＜日本髪・着付を勉強する京都有志の会＞ 

【時間】9:00～16:00 

【場所】神足ふれあい町家 

【内容】自分の髪で歴史的な髪を結う「自髪結い」とその髪型の時代の衣裳を身にまとって

の撮影会。 

 

 

11月 3日（月・祝）立命館中学校・高等学校 開校記念交流演奏会 

【時間】12:30開場 13:00～17:00 

【場所】立命館中学校・高等学校 清和会記念ホール 

【内容】平成 26 年 9 月に開校した立命館中学校・高等学校と市内中学校吹奏楽部などの団

体との交流演奏会。 

 

 

11月 3日（月・祝）蒼い空バザー 

【時間】11:00～15:00 

【場所】産業文化会館 

【内容】チャリティーバザー。衣類、小物品、花の苗、野菜、軽食の販売。 

 

 

11月 4日（火）～9日（日）長岡京 1230歴史特別展示  

【時間】9:00～17:00 

【場所】バンビオ 1番館 3F特別展示室 

【内容】長岡京時代でも最大級の大甕や恵解山古墳の鉄製品などの文化財の展示。 

 

 

11月 5日（水）ガラシャ祭・素人寄席 ＜素人寄席・てんてんの会＞ 

【時間】13:00開場 13:30～16:00 

【場所】バンビオ 1番館 2F市民ギャラリー 

【内容】繁昌亭落語家入門講座修了生による素人寄席を開催 

 

 

11月 6日（木）花子百貨店 ＜バンビオ広場公園等賑わい創出事業実行委員会＞ 



【時間】10:00～15:00 

【場所】バンビオ広場公園 

【内容】ガーデニング雑貨･手作り品の販売 

 

 

11月 5日（水）～7日（金）公サ連オープンハウス ＜長岡京市公民館ｻｰｸﾙ連絡協議会＞ 

【時間】9:00～12:00、13:00～17:00、18:00～21:00 

【場所】中央公民館講座室･和室･レクリエーション室 

【内容】公民館各部屋を使って、公サ連団体が見学･体験入会の場を協調して提供 

 

 

11月 7日（金）長岡京市民オペラ合唱団  

【時間】14:00開場 14:30～16：00 

【場所】バンビオ 1番館 3Fメインホール 

【内容】市民団体による合唱コンサート、オペラ「細川ガラシャ物語」のお玉賛歌も歌唱 

 

 

11月 8日（土）ちびっこお玉＆忠興扮装コーナー ＜協力：三菱製紙㈱京都工場＞ 

【時間】10:00～15:00 

【場所】神足ふれあい町家 

【内容】4～10歳を対象にした事前申し込み制の扮装コーナー 

※衣装･メイク代として参加費 2,000円が必要 

 

 

11月 9日（日）秋季さつき盆栽展 ＜西山さつき会＞ 

【時間】9:00～16:00 

【場所】バンビオ 1番館 2F市民ギャラリー 

【内容】盆栽のサークルによる展示会 

 

 

11月 1日（土）～9日（日）展示「ガラシャ平和の祈り」 

【場所】バンビオ 1番館 1F情報出力コーナー 

【内容】ガラシャと市の平和の取り組みを展示で紹介 

 

 

 

 

２．行列巡行  11月 9日（日）12:45～14:00  【観客動員数】約 25,000 人 



◆参加者 

○お輿入れ行列 73人      

○歴史文化行列 70人 

○町衆祝い行列 約 600人（17団体） 

 

【行列参加者募集】  7月 1日（火）～8月 15日（金） 

【配役抽選会】    9月 7日（日） 場所：市役所 4階 大会議室 A 

【かつら合わせ】   10月 19日（日） 場所：産業文化会館 

 

３．楽市楽座  11月 9日（日）         

◆勝竜寺城会場 10:00～16:00 

○ニチユ駐車場内 

・出店ブース、市民ステージショー、農産物直売会、大河ドラマ誘致関連市町物産展など 

○沼田丸公園 

・神足商店会フリーマーケット（雨天のため縮小） 

 

◆中央広場会場 10:00～16:00 

・出店ブース、市民ステージショー、環境美化コーナー 

 

⇒上記 2会場のステージでは、大河ﾄﾞﾗﾏ誘致関連市町ゆるキャラによるショーも実施。 

 

◆市役所前広場会場 

 ・出店ブース、朝市ブース 

 

◆バンビオ広場会場、西国街道会場（一里塚以北） 10:00～15:00 

・神足商店会フリーマーケット（雨天のため縮小） 

 

４．なるこ踊り  11 月 9 日（日）  【参加者数】約 650人 

・中央広場会場ステージ、勝竜寺城公園東側歩行者天国で実施 

・勝竜寺会場前・勝竜寺城会場特設ステージで総踊り実施。 

 

５． 大河ドラマ誘致キャラバン隊 

  大河ドラマ誘致活動を広く PR するため、市内の手作り甲冑隊によるキャラバン隊を結

成し、行列に参加した。 

 

 

 

６．関連イベント  11月 9日（日） 



◆ふれ太鼓                場所：市内一円を予定⇒中止 

◆「ガラシャ手拭い」の展示        場所：勝竜寺城公園内 

◆勝龍寺寺宝（市指定文化財）特別公開   場所：勝龍寺 

◆中央商店街振興組合・鏡割り       場所：市役所前 

◆ガラシャ屏風展示            場所：神足ふれあい町家 

◆JT「ひろえば街が好きになる運動」    場所：JR長岡京駅前⇒中止 

◆観光写真コンテスト・子供写生大会（長岡京市観光協会に協賛） 

 

７．ふるさと学習「地域ゆかりの歴史上の人物学習」の取り組みについて 

歴史豊かな本市の特性を活かし、子供たちが各校区ゆかりの人物を学ぶことにより、ガ

ラシャ祭をより身近なものに感じてもらいたいと考え、昨年同様、市内各小学校のご協力

のもと、ふるさとガイドの会による「ガラシャ祭を彩る人々～ガラシャと歴史文化行列」

を、小学 6年生のふるさと学習として実施していただいた。 

 

８．ガラシャ祭写真展 

昨年同様、休日及び時間外の対応が可能な施設であるバンビオ 1階ロビーにて 11月 15

日～27 日まで実施した。写真は、毎年行列写真ボランティアで写真撮影にご協力いただ

いているヤスイカメラに提供していただき、行列参加者に呼びかけ、特別価格にて購入で

きるようにした。また、祭りを市民に広報する機会にもなった。 

 

９．その他関連事業 

◆市内企業・団体からの特別協賛による新たな広報媒体の作成 

 市内企業・団体よりガラシャ祭に対して、特別協賛の申し出をいただき、ガラシャ祭が始

まる 1 か月前から、JR 長岡京駅前でのフラッグによる啓発、西山天王山駅前での案内サイ

ンによる啓発を新たに実施した。 

 

◆「お玉ちゃん」による宣伝・啓発活動 

 ガラシャ祭実行委員会マスコットキャラクター「お玉ちゃん」により、市内外の各種イ

ベントでガラシャ祭の広報活動を実施。また引き続き、チラシ等の印刷物にイラスト化し

た「お玉ちゃん」を使用してもらいガラシャ祭を PR に協力してもらえるよう呼びかけを

行った。 

 

◆ガラシャゆかりの資料展示の継続実施 

20回記念事業として勝竜寺城公園管理棟 2Fの展示室をリニューアルし、永青文庫所蔵

のガラシャゆかりの品々を三菱製紙㈱のご協力により実物大の写真でのパネル展示を継

続して実施した。 

 

 



◆長岡京市ふるさとガイドの会による定点ガイドの実施 

  勝竜寺城公園に来場される市民や観光客を対象にした地元ガイドの会による主に休日

ボランティアガイドを、日程を拡充して実施。市内外から延べ 3000 人を超えるご来場を

いただいた。 

 

◆勝竜寺城会場のイベント拡充 

  昨年の府北中部物産展を拡充し、京都府下市町との地域交流の場として特産物やご当地

グルメ等のブースが出店した。また、前回に引き続きニチユ会場にもステージを設置し、

ゆるキャラステージの活用をはじめ楽市楽座に大河ドラマ誘致に関連する 9 市町からの

出店を取り入れるなど、楽市楽座の賑わい創出に工夫し、多くの来場者に対する良いアピ

ールの場となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


