
 

                 

 

 

 

 

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人・山中 一茂）は、京都

の文化やチカラを表現するパフォーマンスや作品展示をするイベント「京都のチカラ『50
５０

人
にん

50
５０

色
いろ

』」

を、開業 50周年を迎える 2019年 11月 1日（金）から 10日（日）まで実施、一般公募を含む出演

者とスケジュールを発表します。 
 

「京都のチカラ『50 人 50 色』」は、開業 50 周年という節目を迎えるにあたり、日頃から京都の文

化や京都の良さを伝える活動をされている方々と一緒に、リーガロイヤルホテル京都のロビーや宴

会場にて「動・創・音・進・守」の 5のテーマで、パフォーマンスや展示を実施し、京都の文化やチカ

ラを発信するイベントです。総勢 50 名を目標に 2019 年 7 月 1 日（月）から 8 月 12 日（月・

休）まで一般公募も行った結果、総勢約 100 名（計 40 組）のパフォーマー、アーティスト、

ミュージシャンの参加が決定しました。 

11 月 1 日（金）のオープニングイベントでは、唐紙屋「雲母
き ら

唐
から

長
ちょう

」の唐紙師 トトアキヒコによる唐

紙アートや芸舞妓による舞を披露します。11 月 3 日（日）は「未来のチカラを発揮！」をテーマに、

京都の高校生によるダンスやチアリーディング、京都の学生によるピアノ演奏と、メインパフォーマ

ーとして京都や関西を中心に活躍しているシンガーソングライター「Yammy*（ヤミー）」のミニライ

ブを開催。11 月 10 日（日）のイベント最終日には、書家 川尾朋子による書道パフォーマンスと華

道家元 池坊、華道男子グループ「IKENOBOYS」藤井真によるいけばなパフォーマンスのコラボ

レーションが楽しめます。 

その他、京都の伝統工芸のワークショップや車いすおもてなし隊による「茶道 盆
ぼん

略
りゃく

点前
て ま え

 抹茶と

お菓子のおもてなし」など様々なパフォーマンス、作品鑑賞が楽しめます。 
 

詳細は次頁の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪開業 50 周年記念イベント≫ 

ダンス、音楽、芸術などパフォーマンスや作品展示を実施 

京都のチカラ『50 人 50 色』 

出演者・スケジュールを発表！ 
 

パフォーマンス・作品展示日程：2019年 11月 1日（金）～10日（日）＜10日間＞ 

   

 

NEWS RELEASE 

2019年 9月 18日 

リーガロイヤルホテル京都 

 

総勢約 100 名（37 組）の出演者・展示作品（イメージ） 



 

 

 

 

  

《開業 50周年記念イベント》 
京都のチカラ『50人 50色』 出演者・スケジュール発表 概要 

 

【開催期間】2019 年 11 月 1 日（金）～10 日（日） 

【開催場所】リーガロイヤルホテル京都 ロビー（1 階・2 階）、宴会場（1 階・2 階） 

【観覧料】無料 ※一部有料のものあり 

【パフォーマンス 実施スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【パフォーマンス・展示内容】 ※動・創・音・守・進の 5 つに分類 
 

11 月 1 日（金）オープニング 

〔時間〕10:00～11:00 

〔場所〕ロビー（1 階） 

MC： α-ステーション DJ 慶元まさ美 

■雲母唐長 唐紙師 トトアキヒコによるロビーアートのお披露目 守 
※開業 50 周年を記念し製作された唐紙アートはロビーにて 1 年間展示します。 

■芸舞妓の舞 守 

■全長 5ｍのバースデーケーキのお披露目、芸舞妓によるケーキカットと振る舞い 進 

■京都発のクラフトジン「季の美」のジントニック振る舞い 創 
※アルコール飲料につき、20 歳以上の方に限ります。 

 

11 月 2 日（土） 

〔場所〕ロビー（1 階） 

■コラージュアートパフォーマンス 創〔時間〕10:30～  

アーティスト：渋田薫 

■龍谷大学付属平安高等学校 華道部（池坊）いけばな展示 進 

〔時間〕14:00 頃より生け込み予定 ※作品は 11/5（火）まで展示予定。 
 

11 月 3 日（日・祝）未来のチカラを最大限に！  

〔時間〕16：00～18：00（開場 15:30） 

〔場所〕宴会場 朱雀（2 階） 

MC: α-ステーション DJ 慶元まさ美・川原ちかよ 

■ご来場の方にタピオカドリンクをプレゼント※お一人様につき一つ 

【出演者】 

■メインパフォーマー：シンガーソングライター Yammy*（ヤミー） 音 

■京都府立山城高等学校 ダンス部 動 

■京都明徳高等学校 ダンス部 動 

■京都両洋高等学校 ダンス部 動 

■龍谷大学付属平安高等学校 チアダンス部 動 

■東坂萌里によるピアノ演奏 音 

コラージュアートパフォーマンス 

渋田 薫 

 

唐紙師 トトアキヒコ 

 

α-ステーション DJ 

（左）慶元まさ美・（右）川原ちかよ 

シンガーソングライター 

Yammy*（ヤミー） 

◆オープニング◆

11月2日（土） コラージュパフォーマンス（渋田薫）／龍谷大学付属平安高等学校 華道部（池坊）いけばな展示

11月6日（水） ピアノ演奏(川井著子)

11月8日（金） 茶道 盆略点前 抹茶とお菓子のおもてなし（車いすおもてなし隊）

◆フィナーレ◆

パフォーマンス スケジュール（予定）

【京のワークショップ※有料：京人形み彌け 京人形作り／京友禅の色挿し体験／京真田紐アクセサリー
作り／京こまづくり】／ゴム銃　的当て体験／ハンドエステ（YIC京都ビューティー専門学校 ビューティ
スペシャリスト科）／ブライダルコーディネート展示（YIC京都ビューティー専門学校 ブライダル科）

11月9日（土）

書道家 川尾朋子による書道パフォーマンス／藤井真（IKENOBOYS）によるいけばなパフォーマンス／
ピアノ演奏（東坂萌里）

◆未来のチカラを発揮！◆
メインパフォーマー：シンガーソングライター「Yammy*（ヤミー）」／
京都府立山城高等学校 ダンス部／京都明徳高等学校 ダンス部／京都両洋高等学校 ダンス部／
龍谷大学付属平安高等学校 チアダンス部／東坂萌里によるピアノ演奏

雲母唐長 トトアキヒコ「唐紙アート」お披露目／芸舞妓による舞／
芸舞妓によるバースデーケーキセレモニー（ケーキ振舞）／「季の美」ジントニック振る舞い

11月1日（金）

即興ライブアートパフォーマンス（安樂恵美子・橋本可愛）／盆石パフォーマンス（前田景尋）／
旅のしおりプレゼント（リーガロイヤルホテル京都 筆耕室）

11月4日（月・休）

11月10日（日）

11月3日（日・祝）



 

 

 

 

  

11 月 4 日（月・祝） 〔場所〕ロビー（1 階） 

■即興ライブアートパフォーマンスとフルートの共演 創・音 

アーティスト：安樂恵美子／フルート演奏：橋本可愛 

〔時間〕11:00～ 

※作品は 11 月 10 日（日）までロビーにて展示します。 

■盆石パフォーマンス 守 

アーティスト：前田景尋 

〔時間〕15:00～ 
※作品は 11 月 10 日（日）までロビーにて展示します。 

■「旅のしおり」をプレゼント 守 

実施：リーガロイヤルホテル京都 筆耕室 

〔時間〕10:00～11:30、14:30～16:00 

 

11 月 6 日（水）  

■ピアノ演奏 音  

ピアニスト：川井著子 

〔時間〕17:00～ 

〔場所〕ロビー（1 階） 
 

11 月 8 日（金） 

■茶道 盆
ぼん

略
りゃく

点前
て ま え

 抹茶とお菓子のおもてなし 守 

実施：車いすおもてなし隊（協力：なかの孝株式会社） 

〔時間〕11:00～12:00／15:00～16:00 

〔場所〕ロビー（1 階） 
  

11 月 9 日（土） 

■京のワークショップ 

〔時間〕10:00～13:00／14:00～17：00 

〔場所〕宴会場 ラシゴーニュ（1 階） 

◇京人形 み彌け 京人形作り 守 

料金：4,800 円／所要時間：約 60 分／限定数：20 名  

◇京真田紐のアクセサリー作り 守 

料金：2,500 円／所要時間：約 60 分／限定数：20 名 

◇京こまづくり 守 

料金：2,500 円／所要時間：約 50 分／限定数：50 名 

◇京友禅の色挿し体験（コースター） 守 

料金：2,000 円／所要時間：約 60 分／限定数：20 名 

◇ゴム銃 的当て体験 創 ※11/1~10 の期間中、ロビーにて展示あり 

料金：無料 

池乃大が製作したさまざまな形のゴム銃を使って的当て体験ができます。 
 

※上記料金は税金を含みます。 
 

■YIC 京都ビューティー専門学校 共同企画 

◇ハンドエステ 動 

〔時間〕10：00～12：00／13：00～15：00（所要時間：10 分） 

〔場所〕ロビー フロント横（1 階） 

YIC 京都ビューティー専門学校ビューティスペシャリスト科 

エステティシャンコースの学生によるハンドエステを体験できます。 
 

◇ブライダル コーディネート会場展示 進 

〔展示時間〕10:00～18：00 

〔場所〕宴会場 サロン ド シャルム（2 階） 

YIC 京都ビューティー専門学校ブライダル科の学生が授業の一環で 

考案したブライダルのコーディネート会場を見学できます。 

安樂恵美子 

 

橋本可愛 

 

前田景尋 

 

車いすおもてなし隊 

川井著子 

京人形 み彌け 三宅啓介 京こまづくり 

チェス盤を模したゴム銃 

YIC 京都ビューティー専門学校 

ブライダル科の皆さん 



 

 

 

 

  

 
 

11 月 10 日（日） 

〔場所〕ロビー（1 階） 

■書道パフォーマンス 進 

書道家：川尾朋子 

〔時間〕10:00～ 

■いけばなパフォーマンス 進 

華道家：藤井真（IKENOBOYS)   

〔時間〕11:00～ 

川尾朋子氏の書道とのコラボレーションを愉しめます。 

■ピアノ演奏 音 

ピアニスト：東坂萌里 

〔時間〕13:00～／15:00～ 
 

11 月 1 日（金）～10 日（日） アート・作品展示 

■タキイ種苗株式会社 フラワーウォール「秋を彩るひまわり」進 

〔場所〕玄関（1 階） 

タキイ種苗株式会社が開発したひまわり「サンリッチ」の 

フラワーウォールでぜひ記念撮影をしてください。 

■京提灯 小嶋商店の開業 50 周年記念 提灯展示 守 

〔場所〕玄関（1 階） 

開業 50 周年記念に製作した京提灯でお客様をお出迎えします。 

■京都市立芸術大学 学生の作品展示 進 

〔場所〕ロビー（1 階） 

・高木柚衣  美術学科版画専攻 ４回生「歩道橋」 

・鈴木真衣子 美術研究科修士課程版画専攻 大学院 1 回生「分解」 

・山本知穂 美術研究科修士課程版画専攻 大学院２回生「風のないもの」 

■京都精華大学 学生の作品展示 進 

〔場所〕ロビー（1 階） 

・井阪郁 芸術学部素材表現学科テキスタイル専攻 4 回生「美しいものたち」 

・一宮未来 芸術学部造形学科日本画専攻 2 回生「get involved」 

・阪倉一馬 大学院芸術研究科 博士前期課程（洋画専攻）１回生「心象風景―冬の日」 

■アート・作品展示 

〔場所〕ロビー（1 階）、宴会場ロビー（2 階） 

アーティスト（50 音順）： 

金谷由美（現代アート：熱唱の紅葉） 進／川端耕司（歌舞伎文字：嵐繋渦巻文様） 守／ 

河村悠里（アート：～涌泉寺へ～送り火題目躍り支度する 想い） 守／菊池杏子（つづれ織  

八寸名古屋帯「ブラックパンサー」）創／木村洋平（アート：フラワーペインティング）創／ 

田代貴子（屏風の世界と空間装飾〔屏風とテキスタイル展示〕）進／土田尚月（アート：太陽）

進／戸倉英雄（日本画：愛宕山 〜千代の古道〜）創／中村七海（日本画：舞楽図）創／ 

藤本崇幸（油絵：静原）創／森裕貴（写真：写真集「京都」より）守／ 

米田夏夜（アート：幻響「DIAMOND SELF」）創／龍雅（油絵：耀き）創 
 

協力：下京区 140 周年記念事業実行委員会 

 

 

 
 

※上記内容、スケジュールは変更となる場合がございますので予めご了承ください。 

＊＊＊本件に関する問い合わせ先＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル京都 総支配人室 片桐・長谷川・村田 

〒600‐ 8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地 

TEL：075‐ 361‐ 9149（直通）/ FAX：075‐ 361‐ 9150 

＜お客様のお問い合わせ＞リーガロイヤルホテル京都 イベント係 

〒600-8237 京都府京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1 番地 

TEL：075-361-9149 (受付時間 月～金 10：00～17：30) 

 

書道家 川尾朋子 IKENOBOYS 藤井真 

東坂萌里 

戸倉英雄 

「愛宕山 〜千代の古道〜」 


