日程 表
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
プログラムが変更になる場合がございます。
12月3日〜9日 障害者週間
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展示

きてたのしむプログラム

インフォメーションブース
（京都国立近代美術館１階ロビー）12月3日〜20日
京都国立近代美術館 1

ねじれの巡礼（京都国立近代美術館 1階ロビー）12月8日〜2021年1月24日

9時30分〜17時
（金・土曜は20時まで）

さわるコレクション・かたるコレクション
（京都国立近代美術館 1階ロビー）12月8日〜20日
京都市京セラ美術館 2
10時〜18時

京都国立近代美術館 1
ロームシアター京都 3
京都市京セラ美術館 2

三人のガラス・リボン
（京都市京セラ美術館 ガラス・リボン）／美術館のどうぶつ園（京都市京セラ美術館 エントランス周辺） 12月3日〜20日

「KYOTO AQUATOPE」
（京都国立近代美術館 1階ショップ、
ロームシアター京都 パークプラザ3階共通ロビー、
京都市京セラ美術館 2階）12月3日〜20日

各施設の開館時間に準じる

京都府立図書館 5

9時30分〜19時（土・日曜は17時まで）

京都盲唖院の教材・教具の資料展示 「ないをたのしむ展 〜ひねくれ編〜 」12月3日〜20日
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こねこねコネクトつながる世界 CONNECT⇄天才アートKYOTO 12月9日〜13日

11時〜18時（最終日16時まで）

日図デザイン博物館 6

第26回京都とっておきの芸術祭 12月10日〜13日

（みやこめっせ地下1階）10時〜17時

ロームシアター京都 3
12月7日、14日は休館

第26回 とっておきの芸術祭バナー展示
（ロームシアター京都１階プロムナード）12月8日〜14日

10時〜17時

＊ロームシアター京都の
プログラムを除く

演劇ワークショップ
「岡崎地域をガイドする」映像展示
（ロームシアター京都１階プロムナード）12月中旬〜20日

岡崎公園でミュージアムショップ巡り アール・プリュ
（京都国立近代美術館1階）
、
アートレクタングル 京都
（京都市京セラ美術館1階）
、
京都伝統産業ミュージアムショップ
（京都市勧業館みやこめっせ地下1階） 12月3日〜20日

動 画 配 信 ワークショップ

うちでたのしむプログラム

※うちでたのしむプログラムは、
12月3日の会期前から公式ウェ
ブサイトで公開しているものも
ございます
※演劇ワークショップ「岡崎地
域をガイドする」は11月21日・
22日の開催です
（要事前申込）

京都市動物園
Ontenna（オンテナ）
で感じる、動物たちのこえ・いろ・かたち
12月5日 ①13時〜14時30分、②15時〜16時30分 ※要事前申込

山口情報芸術センター
［YCAM］
音景クルーズfor CONNECT⇄
12月12日 13時〜16時※要事前申込

オンラインシンポジウム
「文化施設へのアクセシビリティを考える」
12月18日 14時〜15時30分

CONNECT⇄ スペシャル鼎談 〜
「共生」
の時代における文化施設のあり方について〜 公開期間 12月3日〜20日
ねじれの巡礼 オンラインコンテンツ
「八角巡礼−夢の領土」12月3日〜
「KYOTO AQUATOPE」特設WEBサイト 12月3日〜
京都とっておきの芸術祭

出品作家映像配信

12月3日〜

「京都岡崎・トコトコ・どんなトコ？」知る人ぞ知る！京都岡崎公園の魅力 手話と声を使って、
スタッフとめぐる案内動画 12月3日〜
https://connect-art.jp/

「京都岡崎・トコトコ・どんなトコ？」音でたのしむコンテンツ「視る。
を聞く。」11月中旬から順次公開
京都府立図書館 竹久夢二のぬり絵公開 11月中旬〜
ロームシアター京都 演劇ワークショップ「岡崎地域をガイドする」成果物公開 12月中旬公開予定

MAP
バス停

1 京都国立近代美術館

A 岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前
12月7日、14日休館

神宮丸太町

至出町柳

9時30分〜17時（金・土曜は20時まで）

１階ロビー
12月3日〜20日インフォメーションブース
配信動画の上映や岡崎公園の施設紹介
12月8日〜20日
「さわるコレクション・かたるコレクション」
12月8日〜2021年1月24日
身体感覚で楽しむプログラム
「ねじれの巡礼」

2 京都市京セラ美術館

12月3日〜20日 ❶❷は12月7日、14日休館

琵琶湖疏水

12月3日〜20日
ガラス・リボン「三人のガラス・リボン」
エントランス周辺「美術館のどうぶつ園」

5 京都府立図書館

12月7日、14日休館

6 京都市勧業館みやこめっせ

B

京都市動物園

B 2

仁王門通

京都国立
近代美術館

三条通
地下鉄東西線

京都市
京セラ美術館

7

「CONNECT⇄ 」
公式ウェブサイト

東 山

科
山
至
上

kokoka
京都市国際交流会館

オンラインでもお楽しみ
いただける動画や
音声コンテンツがもりだくさん！

蹴

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
プログラムが変更になる場合がございます。
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白川

至祇園四条

12月9日〜13日
2階 姉妹都市コーナー・展示室
「こねこねコネクトつながる世界
CONNECT⇄天才アートKYOTO」

6

C

C

岡崎通

三 条

11時〜18時（最終日16時まで）
三条京阪

D

京都市勧業館
みやこめっせ

12月10日〜13日
地下1階 日図デザイン博物館
「第26回京都とっておきの芸術祭」
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A

神宮道

10時〜17時

二条通

東大路通

京阪電車

12月3日〜20日
2階ナレッジベース
・ 京都盲唖院の教材・教具の資料展示
・「ないをたのしむ展〜ひねくれ編〜」
・ 竹久夢二ぬり絵スペース

D

岡崎
公園

3 A

D

対象店舗：アール・プリュ
（❶京都国立近代美術館1階）
アートレクタングル 京都
（❷京都市京セラ美術館1階）
京都伝統産業ミュージアムショップ
（❻京都市勧業館みやこめっせ地下1階）

白川通

9時30分〜19時（土・日曜は17時まで）

岡崎公園
駐車場
（有料） 岡崎公園でミュージアムショップめぐり

D

鴨川

12月中旬〜20日
１階プロムナード
演劇ワークショップ
「岡崎地域をガイドする」
映像展示

多目的トイレ

12月3日〜20日

3 ロームシアター京都
10時〜17時

D 東山二条・岡崎公園口

平安神宮

ロームシアター京都

10時〜18時

C 岡崎公園動物園前

丸太町通

❶京都国立近代美術館 1階ショップ 9時30分〜17時（金・土曜は20時まで）
❷京都市京セラ美術館 2階 10時〜18時
❸ロームシアター京都 パークプラザ3階共通ロビー 10時〜17時

12月7日、14日休館

N

B 岡崎公園 美術館・平安神宮前

身体感覚で楽しむプログラム
「KYOTO AQUATOPE」
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