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Time Schedule

企画・制作： C アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン関西パレード実行委員会／2007　　禁無断転載

後援：アイルランド大使館、京都府、京都市、（財）京都市国際交流協会、京都市教育委員会
協力：アイルランド政府観光庁、アイルランド政府商務庁、京都市立八条中学校、
　　　京都市立朱雀第一小学校、京都市立修学院第二小学校、京都御池地下街株式会社、
　　　The Hill of Tara、field
主催：アイリッシュ・ネットワークジャパン関西支部
　　  （この事業は「（財）京都市国際交流協会」の助成対象事業です。）

●パレードをもっと楽しく
◆バナーで楽しく。
　団体でご参加の方は、団体名が分かるようなバナー（旗）をご用意していただくとよりアピールできます。それほど大きな
　ものでなくとも、画用紙などで作ったものでも大丈夫。工夫をこらした手作りのバナーなら、パレードもいっそう盛り上がります。

◆身軽で楽しく。
　動きやすい服装で、手荷物をなるだけ少なくするのが楽しくパレードするコツ。コインロッカーは、地下鉄「京都市役所前」
　改札口前にあります。

◆写真やビデオの撮影は、一声かけて。
　参加者の中には、写真が苦手な方もいらっしゃいます。撮影前に「撮っていいですか？」と声をかけましょう。　

●パレードでのおねがい
◆一般車両が通行します。車道に注意しましょう。
　ご自身や手持ちの旗などを、車道にはみ出させないようにしましょう。

◆列が止まらないよう、スムーズに。
　できるだけ整列し、突然走ったり止まらないようにお願いします。

◆演奏やダンスなど、パフォーマンスをされる方は事前にお知らせください。
　パフォーマンスを予定している方は、受付時に実行委員会にその内容をお知らせください。隊を振り分ける参考にさせて
　いただきます。ただし、立ち止まるような振り付けはできませんのでご了承ください。

◆一輪車・自転車・バイクやローラースケート等はご遠慮ください。
　車椅子の方や、ベビーカーを押してのご参加はOKです。

◆小さなお子様をお連れの方は目を離さないでください。
　できるだけ抱えていただくか、手をつないでご参加ください。（ベビーカーの使用はOKです）

◆パレード中の飲食及び酒気帯びでのパレード参加はご遠慮ください。
◆ボランティアスタッフの指示に従ってください。
　道路交通法などのルールや、一般的なマナーを無視して生じた事故は、各自の自己責任とさせていただきます。

  パレードについて（お願い）
 車道でのパレードです。ルールを守って、安全に楽しくパレードしましょう！

 アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン（INJ）とは Time Schedule 特に記載がないイベントの会場は、全てZest御池「河原町広場」  特設ステージです。
内容は断りなく変更する場合がございますのでご了承下さい。

The Hill of Tara（ライブ会場：21時～23時頃）

第1会場
Zest御池 河原町広場

第2会場
Zest御池 市役所前広場

10:00～21:00
ステージ/パレード受付/本部/フェイスペイント　

10:00～18:00
アイルランド観光紹介/物産販売/

ベイリーズ・ジェムソン試飲会

13:30～15:00頃

パレード
御池通（御池大橋西詰～東洞院～京都市役所前）

時間

10:00

　

11:00

　

12:00

13:00
　13:30

14:00

　

 
15:45
　16:00

17:00

17:30
　18:00

18:30
　19:00

19:30

21:00

Zest御池 河原町広場ステージ パレード 他会場

開催の挨拶
フェイス・ペインティング（絵具がなくなり次第終了）

21：00～
アイリッシュ音楽スペシャルライブ

パレード受付開始（Zest御池 河原町広場本部）

13：00 パレード集合（鴨川御池大橋西詰）

パレード開始
（御池大橋西～東洞院～京都市役所前）

15：00 パレード終了・解散（京都市役所前）

アイリッシュ・ミュージック・スペシャルライブ
出演／ブライアン・カレン

フェスティバルスピーチ

アイリッシュ・ミュージック・スペシャルライブ
出演／シ・フォーク

アイリッシュ・ミュージック・フリーセッション

Please finish registering by the reception by noon 
if you join to the parade.
The reception is in the Zest Oike Kawaramachi plaza.

Opening Greeting / Face Painting Service

Brian Cullen Special Live

Si Folk Special Live

Irish Music Free Session

Brass Band Performance

Irish Dancing Recital

Irish Dancing Workshop

Irish Dancing Recital

ParadeZest Oike
Kawaramachi plaza stage Other Place

Festival Speech

St. Patrick's Day Parade

Parade set (vicinity of Kamogawa Oike Ohashi)

Oike-ohashi - Higashino toin - Kyoto City Office

Parade dissolution(In front of Kyoto City Office)ブラスバンド演奏（京都市立修学院第二小学校）

アイリッシュダンス（アイリッシュダンスを踊ろう♪in京都）

アイリッシュダンス（森ノ宮セットダンサーズ）

10：00～12：00

13：30～15：00
ゼスト御池

Zest御池 
市役所前広場

The Hill of Tara

・アイルランド観光紹介
・アイルランド物産販売
 （詳細は裏面をご覧ください）

・ベイリーズ試飲会
・ジェムソン試飲会
（未成年および自動車運転者
　の試飲はできません）

2007年3月11日（日）10：00～18：00

●アイルランド・フェスティバル開催中、ゼスト御池会場内・パレード集合場所・パレードコースでの
　実行委員会の許可のない印刷物の配布および物品の販売は一切禁止されています。

パレード参加受付は、必ず12時までに本部にてすませてください。
○グループ・団体参加の方は代表者がまとめてください。
○個人参加の方はご本人が本部までお越しください。
○事前予約で定員に達した場合は、当日の飛び入り参加は受け付けませんのでご了承ください。

※パレード参加グループの代表者（個人の方は本人）は正午までに
　受付をすましてください。
※当日飛び入り参加は先着順です。参加希望の方は受付にてお申し出ください。
　（予約申し込み優先ですので定員の場合は当日飛び入り受付はいたしません）

日本に在住し、働いているもしくは留学しているアイルランド人、彼らの日本人の友人達や
アイルランドに親しみを持つ日本人で構成される非営利団体です。
日本とアイルランドの友好な関係の構築や文化交流の促進を目指しています。

※どなたでも参加できます。楽器持参でステージ上にお集まりください。

※当日参加受付。希望者は17時半までにステージ前に集合してください（先着約30名程度）
※ヒールのあまり高くない靴が適しています。

Irish Tourism information

Ireland goods sale

Tasting of Irish liqueur（BAILEYS） 
and Irish whisky（JAMESON）
*Drivers and parsons under 20 are 
  not allowed to participation.

19：30～20：30

18：30～19：00

11：00～12：00

15：45～16：00

14：00～15：00

アイリッシュ・ダンス ワークショップ（講師：小山民子）

15:00

20:30

＜メインイベント＞

2007年3月10日（土）
＜プレイベント＞

日本・アイルランド国交樹立50周年記念講演

「小泉八雲とアイルランド」
講演：小泉　凡氏
日時：3月10日（土）14時～16時
会場：京都市国際交流会館 第一会議室

前夜祭フリーセッション
日時：3月10日（土）21時～23時
会場：アイリッシュパブ field
　　　中京区烏丸錦東入ル　烏丸錦ビル2F

今

年
は沿道にアイルランド

と

日
本

の旗 が 飾られます！

http://www.inj.or.jp/ アイルランド フェスティバル in KYOTO
日本・アイルランド国交樹立50周年記念



Brian Cullen

Si Folk

（10時～絵具がなくなり次第終了）

時間：10時～18時 

アイルランドの写真展示や
パンフレット配布をします。
アイルランドについて
もっと詳しくなってみませんか？

ベイリーズ
　アイリッシュウィスキー（アイルランド製）にクリーム、スピリッツ、チョコレート、コーヒー、
　バニラなどを加えた、甘美なクリームリキュールです。

ジェムソン
　ピートを使わず、密閉炉でじっくり時間をかけて大麦を乾燥。
　ほとんどのウイスキーよりも1回多い、3回の蒸留を経て樽熟成することによって生まれる
　やわらかな香りと繊細でまろやかな味わい。ロックやストレートのみならず、そのスムーズな
　飲みやすさはカクテルベースとしてもお楽しみいただけます。

顔にシャムロック（クローバー）や
アイルランドの国旗をペイントします。
気分はたちまちアイリッシュ!?
パレードの前にぜひどうぞ。

はじめて聴くのに、どこか懐かしい…。
極上のアイルランド音楽をお楽しみください。

アイルランドはイギリスの西に位置する小さな島です。北海道とほぼ同じ
大きさの国に400万人（静岡県とほぼ同じ人口）が住んでいます。
アイルランドは日本と同じ島国ゆえに独特の文化が育ちました。日本のカ
ラクサ模様に似たケルト渦巻を始めとする独特のケルト模様。ピラミッドよ
り古い歴史を持つニューグレンジ遺跡など歴史的にも興味はつきません。
イギリスのさらに西側と聞くと寒そうに感じますが、メキシコ暖流のせいで
気候は比較的あたたかく、一年中緑が枯れる事はありません。そんなとこ
ろからアイルランドはエメラルドの島と呼ばれています。そしてそのエメラ
ルド色がアイルランドの色のシンボルカラー。国旗も緑と白とオレンジです。

小泉 凡氏　 プロフィール
こいずみ　ぼん：1961年7月10日、東京世田谷区生まれ。成城大学文芸学
文化史学科、同大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程前期修了。
専攻は民俗学。1987年に松江赴任。現在、島根女子短期大学助教授、
小泉八雲記念館顧問、山陰日本アイルランド協会事務局長。2001年9月
～2002年3月：米国セントラル・ワシントン大学交換教授。ラフカディオ・ハー
ン（小泉八雲）の直系の曾孫にあたる。
　
●おもな著書

『民俗学者・小泉八雲』（1995）恒文社・『文学アルバム小泉八雲』(2000) 共著、恒文社・
『八雲の五十四年～松江からみた人と文学～』（2003年4月）共著、松江今井書店ほか
　
●所属学会・団体
日本民俗学会、山陰民俗学会、日本昔話学会、日本英文学会中四国支部、日本英学史学会
広島支部（顧問）、八雲会（相談役）、日本アイルランド協会、イアシル・ジャパン（国際アイル
ランド文学会日本支部）、山陰日本アイルランド協会（事務局長）など

嬉しいショップがいっぱい！ぜひお立ち寄りください！

関西のアイリッシュダンス愛好家によるステージです。

楽しいダンスを一緒に踊ってみませんか？
※当日参加受付します（先着30名程度）。希望者は17時30分までにステージ前に集合してください。
　なお、参加にはヒールのあまり高くない靴が適しています。

3月1日、8日　京都市立朱雀第一小学校において
アイリッシュダンスワークショップを実施しました。
5年生・6年生のみなさん、ご協力ありがとうございました。

誰でも自由に参加できます。楽器を持って集まろう！

●講師：小山民子（アイリッシュダンスを踊ろう♪in京都主宰）

●アイリッシュダンスを踊ろう♪in京都
　（演奏：松阪健、みどり、あっしー、はるみ）

●森ノ宮セットダンサーズ
　（演奏：サイナック ケーリーバンド）

◎スペシャルライブ

アイルランド観光紹介

時間：10時～18時 

時間：10時～18時 

アイルランド物産販売

試飲会（ベイリーズ、ジェムソン）

◎フェイス・ペインティング

◎ダンス・ワークショップ

◎アイリッシュ・ミュージック・フリーセッション

◎オンステージ・パフォーマンス

ＨＥＲＯ� アイルランド雑貨

グレンミュージック� アイルランド音楽関連グッズ（楽器・楽譜・CＤ・ビデオ）

S.Z.B.E. Whistle Japan�ホイッスル・メーカー

市役所前広場楽しいイベントがぞくぞく！ ぜひお楽しみください！河原町広場

す ず ぶ え

ようこそ！緑の島・アイルランドのお祭りへ

1991年から日本の名古屋を拠点として、音楽家として、また教師として活躍中。 アイルランド
の伝統音楽と自分の曲を、ギター、マンドリン、ハーモニカを弾いてユニークに演奏する。
1995年のデビュー以来、CDを次々に発売中。ソロ演奏または、バンド『ザ・ライジング・パインツ』、
『ザ・マジカル・オッターズ』とも共演している。また日本のバンド『ベルファースト』や『ブラック・
アンド・プラウド』他の歌詞も担当。バイリンガル・ソングライティングのプロセスを研究する傍ら
で、そのPh.D博士号取得のための研究にも携わっている。

ブライアン・カレン

シ・フォーク
日本のアイリッシュ・ミュージック界の草分け的存在。
あの伝説のグループが満を持して京都に登場！
吉田文夫　　ボタン・アコーディオン／コンサーティーナほか
赤澤　淳　　フィドル／ブズーキ
原口豊明　　イリアン・パイプス／ギター／ティン・ホイッスルほか
山本　篤　　ギター／歌
山本晴美　　フルート／ティン・ホイッスル／コンサーティーナ

アイルランドフェスティバルはアイルランドのお祭り。本国ではこの時期セ
ントパトリクスディという祝日があり、アイルランドのシンボルカラー緑色や
シャムロック（三つ葉）を身につけた人々がパレードし、一帯が緑色に染まる、
春の到来を感じさせる楽しいお祭りがあります。関西でも是非一緒にこの
お祭りを盛り上げませんか！？ ＜予定演目＞

セットダンス／オールドスタイル・ステップダンス／ケーリーダンス

＜出　演＞

※未成年者および自動車・バイクの
　運転者の試飲はできません。

「日本・アイルランド国交樹立50周年記念」特別講演プレイベント

「小泉八雲とアイルランド」　講演：小泉　凡氏
3月10日（土）14時～16時
京都市国際交流会館　第一会議室（地下鉄東西線「蹴上」駅下車）

参加費
無　料

掲載のイベントはすべて参加費無料です。

●前夜祭フリーセッション（3月10日・21時～23時）
　アイリッシュパブfield　中京区烏丸錦東入る　烏丸錦ビル2F（TEL：075-231-1213）

●ステージフリーセッション（3月11日・14時～15時）
　ZEST御池　河原町広場特設ステージ

（11時～12時）

（19時30分～20時30分）

（17時～17時30分）

（17時30分～18時）

（18時30分～19時）

アイルランド政府商務庁 アイルランド政府観光庁
www.tourismireland.com

Irish pub & restaurant

telephone.075-213-3330
http://www.thehilloftara.com/


