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世界を魅了する東山

東山区制90周年おめでとうございます
東山区制90周年記念事業実行委員会

京都市長

門川 大作

代表

長岡 信夫

東山区制は昭和 4 年に始まり、本年は 90 周年の節目を記念する年となりました。
東山の山並みと鴨川の流れは、山紫水明と言われる京都を代表する風景と云っても過言では

世界中の人々を惹きつける東山区。なだらかな東山連峰と清らかな鴨川に抱かれた美しい自

ありません。また、東山区は伝統工芸のまちであり、交通が便利で人々が気軽に交流し、学校、

然景観に恵まれ、1200 年を超える歴史に育まれた世界遺産や国宝などの数多くの文化遺産と、

病院、商店などにもほとんど不便を感じることはありません。先人たちが築いてこられた、こ

風情のある町並みが調和する魅力あふれるまちです。そして優れた伝統文化、伝統産業、子育て・
教育環境が地域に深く根付き、住む人、訪れる人全ての人の心を豊かにしてくれます。
そんな東山区ですが、90 年に及ぶこれまでの道のりは決して平坦なものではありませんでし
た。東山区が誕生した昭和 4 年に始まった世界恐慌をはじめ、第二次世界大戦、高度経済成長
などの大きな時代の波、さらにはモータリゼーションの進展、観光客の増加、度重なる災害に
より、東山区を取り巻く環境は目まぐるしく変化してきたのです。

うした東山区に住むことができ、私たちは大変うれしく思います。
この東山区の住民として、東山の未来を担う子どもたちが、良い風習と美しい自然、世界に
も誇れる文化遺産を大切にするとともに、思いやりの心をはぐくみ健やかに成長することを願
います。また、日常生活に支障がある方へのサポート、安心・安全なまちづくりに皆様と力を
合わせ、東山区をより一層住みよいまちにしていきたいと考えています。この間、取り組んで
きた 90 周年記念事業がそのきっかけとなれば幸いです。

こうした課題を一つ一つ乗り越え、東山区が今日もますます輝きを増しているのは、地域の
皆様の御努力と固い絆によって育まれてきた地域力の賜物にほかなりません。区民の皆様の貴
いお志に、改めて、深く敬意と感謝の意を表します。
皆様が培ってこられた変化への対応力は、将来にわたって人々がいきいきと暮らせる、魅力

記念誌の発刊にあたって

と活気に満ちたまちを目指す「レジリエンス」の理念に合致するものです。また、お一人お一
人が「自分ごと」「みんなごと」として取り組まれることは、持続可能な社会を目指す国連の取

東山区長

組目標「SDGs」の達成にもつながります。
本市としましても、「レジリエンス」、「SDGs」の精神を、本市行政のあらゆる分野を横断す

市田 佳之

東山区制 90 周年を皆様と御一緒に祝うことができ、心からうれしく思います。

る基本理念として位置付け、地域の皆様と手を携えて、「誰一人取り残さない、持続可能な、魅

東山区は歴史と文化が根付き、住民同士の絆が深く、世界に誇れるまちである一方、人口減

力あふれるまちづくり」を進めてまいります。引き続き、皆様の御支援、御協力をお願い申し

少や少子高齢化、住民生活と観光との調和など多くの課題も抱えております。次なる 50 年後、

上げます。

100 年後も持続可能な発展を続けていくため、区制 90 周年を契機として更なる絆を深め、未来

結びに、東山区の更なる発展、並びに地域の皆様の御健勝と御多幸を心から祈念いたします。

をひらいていくことができればと考えております。
記念誌には、東山区誕生以降の歴史を掲載しており、皆様には地域を振り返りながら魅力を
再発見していただき、区への愛着を深める機会にしていただければ幸いでございます。
作成にあたりましては、貴重な資料の御提供をはじめ、御協力をいただきました皆様方に厚
く御礼申し上げます。
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山紫水明の東山

宗教学者

山折 哲雄

（京都市「東山の未来」区民会議前座長）

山紫水明とは、たしかにかれがいいだし

イメージがあかあかと蘇ってくるのである。

た洒落たキャッチフレーズであるが、それ

願わくは、たんなる妄想、ということな

は鴨川をはさんで、西岸から東山を眺めた

かれ。

ときに浮かんだ自然の姿だった。
だから、その東山から、のぼってくる太

ときどき、東山の麓をふらふら歩く。
その一画に、人の目につかないお寺が、

さら、そんなことを、と思わないわけでは

身を隠すように建っている。木の間隠れに、

ないが、そうでもしなければ、この貴重な

身をひそめている。

文化財はこの世から消えてしまうのだ。

百八の石段をのぼり、這いあがらなけれ
ば、そこに行き着くことができない。
とにかく奥まったところだから、あまり
人も訪れない。

陽にたいしても、振り仰ぐような気分で眺
めていたのだろう。
かれは、この京の地で、代表作の「日本
外史」を書きあげているが、それは尊王論

とはいえ、さすがに百八の石段、つまり

の立場から徳川政権を批判するものだった。

百八の煩悩の急坂を這いのぼっていくだけ

だが半面、幕府の重鎮、松平定信にはた

のことはある。
頂に立って眼下に目をやれば、京都市街

らきかけて、そのお墨付きをえようと策動
もしている。

正法寺、という。

の全貌が手にとるように見渡せる。京都タ

日夜、東山を眺めながら、かれの視線はそ

京都のめぼしい観光案内にも、これまで

ワーが針のように立ち、東寺の五重塔がそ

の東山を越えて、油断なく江戸の文化、江

のところは載っていない。もとは天台宗の

のさきにあらわれ、御所の森がすぐそこで、

戸の政治に向けられていたのだ。

寺院だったというけれども、いつのまにか

両手ですくいあげることができそうだ。

時宗に転じていた。
住職はひょうひょうとした奇人というか、
酒脱な人柄で、三十弦の琴を弾く玄妙な女
性を妻にしている。
建物は本堂といい、庫裏といい、老朽化

お目あてはいうまでもない。その高みか
ら遥かに拝める夕日の光景だ。

私は、このところ、このような頼山陽の視
線を百八十度回転して、鴨川越えの西方の
岸、そのかなたに広がる西山の連山に、わ

西山の端に沈んでいく落日、そしてあか

が眼球をすえ直し、そのかなたの南太平洋

ね色に輝きわたる夕焼けは、わが胸の内に

やユーラシア大陸の新天地にわが関心を移

さざ波のような神経の粒を粟立てる。

動させようとしてきた。

がすすんでいて、扉や戸を閉めても風が吹

かつて、京都の地に遊んだ頼山陽は、鴨

すると、その天空からは、静かな山並み

き込む。冬場は、雪が障子のすきまを通し

川の西岸に仮の庵を結び、山紫水明塾と呼

のあいだに落ち行く夕日の姿が、もう一つ

て舞う。

んで自慢していた。かれは日夜、眼前の東

の山紫水明の舞台を演出しているかのよう

コラム「天眼」に寄稿した文章に加筆したものです。そ

山の山並みを眺めながら酒を飲み、詩をつ

な錯覚にとらわれるのである。

のときは、この京都の地を誉め称えるために書いたので

強烈な台風の直撃を食らえば、たちまち
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それで現在は、改築中、とのことだ。今

この文章は、今から7年前、2012年2月4日の京都新聞

すが、このたびは、とくに東山区制90周年記念誌の作成

吹っ飛ばされ潰え去るだろう。ときに野猿

くり、書をかき、子弟との交わりを楽しんだ。

その舞台の遥かかなたには、中国大陸と

を祝って、あらためて東山の山紫水明の地を誉め称える

たちが忍び込み、茶菓をつまんで宴会をし

ときに歓楽の巷にまぎれこんで、夜を忘れ、

インド亜大陸を抱えこむ無限定の大海原が

ために再提出させていただきました。何とぞご理解いた

ているのだという。

我を忘れた。

ひろがり、それをさらに越えて落日浄土の
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1929-2008

（昭和４年〜平成20年）
1973年（昭和
年）

1929年（昭和4年）

上京、下京の２区を分区し、上京、左京、中京、東山、下京
の５区に。書類の整理に追われる職員の様子を伝える京
都日出新聞
（現京都新聞）
。

終点の駅らしく立派な駅舎だった京阪三条駅。毎年
秋になると枚方菊人形の看板が設置された。

48

1981年（昭和56年）
構内に掲げられた案内表示から、かつての三条駅は、特急や急
行などの種別がホームによって分けられていたことが分かる。

提供：京都新聞社

10

1995年（平成7年）

平成 年までは毎年 月 日に三
条通で時代祭りの行列と京津線の
電車が並ぶシーンが見られた。
8

1971年（昭和46年）
三条を発車した京津線の電車。三条通に面して旅館、土産品店、ナイトクラブな
どが並んでいた。

2019年（令和元年）
京阪電車が地下化され、その後に川端通が整備された。

22

6

1990年（平成2年）

1929年（昭和4年）

1973年（昭和48年）

2017年（平成29年）

地下鉄東西線が開通するまで地上を走っていた京津線。桜
の時期、観光客と沿線の学生でにぎわった。

下京区を分区して東山区を新設。東山区役所開庁
を知らせる京都市広報。

三条大橋高欄造替中（東より）
「京の記憶アーカイブ」

鴨川西岸から見た三条大橋
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19７８年（昭和
年）

さよなら京都市電（東山区・祇園石段下で午前
提供：京都新聞社

53

時）

10
1935年〜1940年（昭和10年〜昭和15年）
四条大橋「京の記憶アーカイブ」

2009年（平成21年）
鴨川西岸から見た四条大橋

1968年（昭和43年）
祇 園石段下を四 条 通から東山通に曲がる市 電1系
統。今もこのルートは市バス201系統が引き継いで
いる。

1977年（昭和52年）
京阪四条駅の大阪方面行のホームと駅舎は四条通の北側にあった。

2019年（令和元年）
1982年（昭和57年）

現在の祇󠄀園石段下交差点

四条通を横切る京阪電車。

8
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１９７８年（昭和
年）

最後の市電発車を前に花束贈呈（京都駅前）
提供：京都新聞社

53

１９８７年（昭和
年）

京阪三条 ― 東福寺間の地下線化開通
提供：京都新聞社

62

1978年（昭和53年）
雪の日、安井金比羅宮の前を行く市電。

HIGASHIYAMA 90th

１９９７年（平成９年）

京都市地下鉄東西線が開業（京都市役所前駅ホーム）
提供：京都新聞社

10

2018年（平成30年）

2019年（令和元年）

安井金比羅宮縁切り縁結び碑

安井金比羅宮角鳥居
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1978年（昭和
年）

五条坂を行き交う市電。同年
間を含む全線が廃止された。

53

月末をもって京都市電はこの区

9

1960年（昭和35年）
五条通（大和大路付近より西を望む）

年）

21

2018年（平成
30

年）

HIGASHIYAMA 90th

五条大橋完成（川端通付近より西を望む）

東山交通対策研究会
秋の観光シーズンに伴い車両交通規制をおこな
う東山五条交差点

2019年（令和元年）

五条通（六波羅横断歩道橋より西を望む）

12

1959年（昭和34年）

2009年（平成

東山３Ｋ「観光・交通・環境」協力会議により
配置された交通誘導員

1987年（昭和62年）
広い五条通を横断する京阪電車。同年5月に京阪は地下化され、この踏切によ
る渋滞は解消された。
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明治末期

京都帝室博物館「京の記憶アーカイブ」

2008年（平成20年）
昭和43年には藤平陶芸登り窯の歴史が閉じられ、平成
20年に京都市の所有となる。

201６年（平成
年）

京都国立博物館正門
（重要文化財）

28

1975年以前（昭和50年以前）
京扇子の骨干し
2019年（令和元年）

28

年）

HIGASHIYAMA 90th

2016年（平成

14

京焼・清水焼を中心に約400軒の陶器店で賑わう。

2018年（平成30年）
京都市陶磁器試験所跡地

現在の七条大橋
平成31年３月29日付けで国の登録有形文化財
に登録された。

1978年（昭和53年）
七条大橋を渡る市電と鴨川畔を走っていた京阪電車。後ろに東山区の町
なみが広がる。
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2010年（平成
年）

東海道新幹線が東山トンネルを出て鴨川を渡るまでわ
ずか数100m。そこにちょうどドクターイエロー
（試験車両）がやってきた。

1977年（昭和52年）
東山七条で並ぶ6系統の市電。七条大橋を渡ってここから東山区内を北に
走り抜けた。

22

1987年（昭和62年）
京阪東福寺～三条間が地下化される直前の写真。5月23日の深
夜、これらの鉄骨が手際よく取り除かれ、翌24日から地下線を走
るようになった。

2019年（令和元年）

HIGASHIYAMA 90th

42

年）

16

1967年（昭和

現在の東福寺交差点

2012年（平成24年）
東福寺通天橋のもみじ

東 福 禅 寺（ 東 福 寺 ）方 丈 前 南 庭（ 東より）「 京の記 憶アー カイ ブ」

2019年（令和元年）

26

年）

1977年（昭和52年）
東福寺の電停を発車すると市電は右カーブして京阪を跨ぎ、鴨川
を渡っていた。

1951年（昭和

東福寺三門南正面仰影「京の記憶アーカイブ」

現在の七条通（東大路通より西を望む）

HIGASHIYAMA 90th
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（平成21年〜）

2019年（平成
年）

灯りと花の路（ねねの道）

31

2017年（平成29年）
「安心安全のまち東山」ネットワーク会議とえびす屋東
山店との協定締結式

38

年）

2009年（平成21年）

1963年（昭和

2019年（平成31年）
法観寺（八坂の塔）

清水寺本堂南東面（千手堂大棟上より）
「京の記憶アーカイブ」

2013年（平成25年）
清水寺文化財防火運動の様子

法観寺へ向かう一台の人力車
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1964年（昭和39年）
京都南座北西面（菊水屋上より）
「京の記憶アーカイブ」

ⓒ南座

2018年（平成30年）

2015年（平成27年）

2018年11月新開場した南座「ⓒ松竹」

四世家元に続き、五世家元「井上八千代」が重要無形文
化財保持者（人間国宝）に認定される。

2016年（平成
年）

世界一安心安全・おもてなしのまち京都
花街舞妓（清水の舞台にて）

28

市民ぐるみ推進運動東山区大会

1987年（昭和62年）
四条通を横切る京阪電車。ジリジリとベルが鳴り、電車と一緒に人も横断していた。
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市民の貴重な財産である
学校跡地の有効活用

2016年（平成28年）
舞妓さんが通れば絵になる風景が漂います。

元弥栄中学校
2014年（平成26年）
宮川町夏祭り開催期間中に灯籠130基が設置される。

漢字ミュージアム

（漢検

漢字博物館・図書館）

2019年（平成31年3月）
老朽化に伴い木製高欄にリニューアルされた巽橋

元洛東中学校

2019年（平成31年2月）

開睛小中学校

リニューアル前の「巽橋」

22
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元六原小学校

元修道小学校（後の東山小学校）

開睛小中学校（六原学舎）

元清水小学校

東山総合支援学校

元一橋小学校
東山泉小中学校（西学舎）

ザ・ホテル青龍京都清水

元月輪中学校

元貞教小学校
京都美術工芸大学

24
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東山泉小中学校（東学舎）
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克己・進取・礼節
開睛小中学校では、子どもたちの成長のために各学年や各ステージ、1～9年の児童生徒が一緒に過ごす施設一体型を活か

し、様々な取組を行っています。

ることになりました。そのような伝統と歴史をもつ学校を統合して9年目を迎えます。

校名は、東方の守護神である竜にちなんだ「画竜点睛」という故事成語に由来し、そこに

は、竜のように睛＝瞳を点じ、大きく飛び立ってほしいという教育理念が込められています。

【校

イメージして作られています。

章】

校訓は「克己・進取・礼節」です。学校の最高教育理念として「澄みゆく心・かがやく志の

育成」を掲げ、教職員一丸となり教育活動に取り組んでいます。

校

卒業生講座

8・9年生は卒業生の体験談を聞き、進路に

義務教育学校へ移行
校名
「京都市立開睛小中学校」
（東山開睛館）

サードステージ

30年

高校の授業を体験します。高校だけでなく、

第2教育施設
（六原学舎）
完成
5周年記念式典

ついて共に考えます。他にも高校訪問をし、

27年

将来についても考えていく時期になります。

京都市立開睛小学校・開睛中
学校
（東山開睛館）
創立

全校児童生徒が白・赤・緑の団に分かれ、行

23年

体育大会

校名「京都市立開睛小学校」
「京都市立開睛中学校」市議
会にて承認

い ま す 。合 同 競 技 で は 1 ～ 9 年 生 が一緒 に

吉川 宏志

平田あゆみ

21年

います。

平成19年 「施設一体型小中一貫校」の
新設を求める要望書が、地元
8学区から提出

「大玉送り・玉入れ・綱引き・リレー」を行

歌
作詞

作曲

一 朝風香る東山

永き歴史が ここにあり

学びせむ

若き力の集まりて

未来をひらく

開睛 開睛 ひとみ輝く

東山開睛館 とこしへに

二 流れ優しき鴨川は

我らの夢を はぐくめり

かけがへのなき友と会ひ

HIGASHIYAMA 90th

時代をつくる こころざし

開睛 開睛 ひとみ澄みゆく

東山開睛館 光輝あれ
26

学校沿革

児童生徒総会
5～9年生が参加しています。東山開睛
館では、会長等の本部役員・各委員長は
8年・7年から選出され、任期も4月か
ら3月になっています。

原・清水・貞教・修道）を表す8枚の花弁を配したものとなっており、地域と共にある学校を

校内授業研修・研修会では
教員の授業力向上のために、年に数回の
校内授業研 修を行っています。また、研
修会では児童生徒の学校生活を安心・安
全に送れるように研修を行っています。

校章は、中央に「開睛」の文字、その周りに8つの元学区（有済・粟田・弥栄・新道・六

で
徒だけ
児童生
も交流
員
職
教
なく、
ます。
してい

ファーストステージ 遠足

発点ともいえる明治2年に町衆の手によって作られた番組小学校で、140年を超える歴史を閉じ

セカンドステージ
スポーツフェスティバル・遠足
5～7年生の取組です。セカンドステー
ジは7年生がリーダーになって、運営・
企画をしています。

5小の7校が統合して作られた施設一体型小中一貫校です。前身の各校は、京都の近代教育の出

授業では
MR（学びなおしの時間）には、1～6
年の授業に7～9年の教員も一緒に指導
に入ります。

本校は、平成23年4月、弥栄中・洛東中・白川小・新道小・清水小・六原小・東山小の2中、

1 ～ 4 年 合 同 の 遠 足 で す 。4 年 生 が リ ー
ダーとなって縦割り班をつくり、ウォーク
ラリーと遊具遊びを行います。

入学式
入学式では9年生が、受付・引率等のお
手伝いをしながら温かく見守ります。

京都市立開睛小中学校

HIGASHIYAMA 90th
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「4小中学校を統合し、一橋小跡地に
新校舎を建設し、月輪中学校跡地も活
用した施設併用型小中一貫校」の創設
を求める要望書を3学区代表から提出

義務教育の1年生から5年生の5年間を

23年

校名「京都市立東山泉小・中学校」市
議会にて承認

を東学舎で学ぶ、5・4制施設併用型の小

26年

京都市立東山泉小・中学校創立

30年

義務教育学校へ移行
東山泉小中学校」

中一貫校として東山泉小中学校は開校し
ました。

「西学舎」で学び、6年から9年の4年間

【校

章】

中一貫教育は、9年間を通して子どもたち
一人一人が未来に向かって羽ばたく力を

校名「京都市立

培うこと目指します。

学校の指針である校是の「向学・才知・立志」は子どもたちが学びに

校章は、「泉」の文字を中心に、ブルーを基調とした3学区（今熊野・

一橋・月輪）を表す3つの浪が溢れ出る姿が表現され、安定感のあるデザ
インとなっています。

学校教育目標

人との関わりの中で 真の逞しさを身につけた 児童生徒の育成
東山泉小中学校では、二つの学舎は離れていますが小中一貫教育校として開校以来、前期課程・後期課程（小・中）を繋

ぐこと、5年間と4年間を繋ぐこと、東西の学舎を繋ぐことなど、様々な“繋ぎ”を強く意識した教育活動を実践しています。

28
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9学年で行う体育大会
9学年全員が西学舎グラウンドに集い、「体育大会」を縦割り
色別（赤・白・青）対抗で実施します。9年生が各色の先頭に
立ちチームリーダーや応援団として下級生を引っ張り、西学舎
リーダーの5年生も応援団長や応援団として各色を盛り上げま
す。1～9年生が合同で「大玉転がし」を行います。

向き合い、生きて働く力を身に付け、将来の夢の実現を願うものです。

10

授業～学びのスタンダード～
「学びのスタンダード」は、9年間の学びを見通し、学習規律や作法に関する「学びのルール」、授業展開に関する「学び
の進め方」、学習形態に関する「学びのかたち」の、3つの視点から標準化させたもので、開校以来学校全体で取り組んで
います。

平成21年

に、平成26年4月3日施設併用型5－4制小

校内合同研修会・研究報告会
教員の授業力向上のために、年に数回の東西合同校
内授業研修を行っています。研究報告会（年1回
月）では本校の授業研究の取組・成果を報告してい
ます。

学校沿革

二つの学び舎を繋ぐ児童・生徒会活動
東山泉小中学校では、会長等の本部役員・各委員長
は8年・7年から選出されます。児童・生徒総会
は、6月に西学舎で3～9年生が参加し開催してい
ます。

進級式
6年生が新しい標準服、新たな環境で学ぶにあたり
区切りとなる式です。東学舎の先輩たちが6年生を
迎え入れ、期待と希望があふれる式です。

東山三十六峰、今熊野山と月輪山とも

呼ばれる泉山の山懐に抱かれたこの町

巣立ちの式
西学舎での学習を終え、東学舎へ行くという区切り
となる式です。西学舎でのリーダーとしての成長が
感じられる式です。

入学式
入学式では9年生が、受付・入場等のお手伝いをし
ながら新入生を温かく見守ります。

京都市立東山泉小中学校

HIGASHIYAMA 90th
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東山総合支援学校のコンセプトである「地域とともに」成長していく子どもたち、それを見

守り支え、共に成長していく、学校・保護者・地域を表現しました。

また学校の背景に広がる東山の山並みや、間近に流れる鴨川の清流、東山に昇る月といっ

た、風光明媚な東山の景色をカラーで表現しています。地元への愛着をもって、東山の地域の
方と共に創っていくという学校の想いが込められています。
デザイン

【校

東山総合支援学校は、平成25年4月に白河総合支援学校東山分校として、元修道小学校（後の東山小学校）跡に開校し、平成

28年4月、京都市立8校目の総合支援学校として開校しました。今年度は、高等部1年から3年まで、あわせて107名の生徒が在

昌幸 氏（元修道自治連合会副会長）

章】
クッキングスクール
「フォーシーズンズホテル京都」のペスト
リーシェフに製菓作業の指導をしてもらっ
ています。校門を入ったところにある「カ
フ ェ し ゅ う ど う 」（ ど な た 様 で も ご 利 用 い
ただけます）でホテル仕込みのケーキと
クッキーを食べていただけます。

京都市立東山総合支援学校

宮田

京都やきもの Week『わん碗 ONE』への参加
生徒達の作ったコーヒーカップに地域の方々や地元の陶
芸家さんに施釉や絵付けをお願いして、コラボレーショ
ン作品を作りました。「カフェしゅうどう」にて、これ
らのカップでコーヒーを召し上がっていただけます。

地域協働

籍し、全員が卒業後に就労することを目指して学んでいます。「地域総合科」という学科名が示すように、教育活動の軸に地
域協働活動を据えて、社会に開かれた教育課程を展開しています。

例えば、近隣の著名な神社仏閣の清掃や修学旅行生の観光案内、プロの陶芸作家との協働による陶芸教室の運営、茶わん坂

のイベントへの参画、地域の保育園での読み聞かせなどの保育補助、社会福祉協議会との密な連携の下で、地域のお住まいの
高齢者の健康や福祉活動への取組、自治連合会と連携した交流農園「ぽかぽかファーム」の運営、学区民行事への運営協力。
また、ホテルのペストリーシェフのサポートをいただきながら洋菓子作りに取り組んで、淹れたてのコーヒーとともに「カ
フェしゅうどう」で提供しています。

これらの学習活動を通して、皆さんのお役に立っている自分自身を感じとることで自己肯定感を高め、就労への準備性を高

めていくことが本校教育の理念です。まだまだ緒に就いたばかりですが、人と共に、地域と共に、歴史とともに、共生社会の
形成に向けて新しいかたちの総合育成支援教育を創造する学校を目指します。

校
歌
作詞 山本 純子

作曲 平田あゆみ

支え合い

一 明日を拓く 教室に

この町の人と

言われて

東山の風

ありがとうと

顔がかがやく

気づけば 新しい自分が

ここにいる

二 夢をいだき この力

活かす時がくる

伝えて

はじめての町で 助け合い

ありがとうと

胸がふくらむ

新しい出会いが

HIGASHIYAMA 90th

思えば

いつもある
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学校法人二本松学院

理事長

京都美術工芸大学

新谷 秀一

本学の母体である二本松学院は、平成3年に行政からの誘

京都美術工芸大学
京都東山キャンパス

学び舎は、日本ではじめての小学校。
小学校が日本で最初に誕生したのが京都だったとご存知ですか。いまから150年前の1869年

（明治2年）に全国に先駆けて合計64の番組小学校が京都の中心部に誕生しました。本学の京
都東山キャンパスは、日本で最初の小学校の一つである「貞教小学校」の旧校舎の一部を残

し、リノベーションして再利用。ここに新しい教室や図書館、カフェテリアなどを増築して利
用しています。本キャンパスはいわば、新しいものと古いものが共存する空間。古いものから
学び、それを新しいエネルギーに変えてゆく、そんな場所にしたいと私たちは考えています。

工芸学研究科建築学専攻
［2020年4月開設］

京都美術工芸大学は、2012年に学校法人二本松学院の主要

校として、新しい文化の創造を担うクリエイターを育成する

キュラムを確立しました。平成7年には国と京都府の要請を

築大学校および京都伝統工芸大学校はそれぞれ建築分野と伝

育成環境を実現しました。世界に誇る美術工芸文化が息づく

つの学校は京都府や京都市からの支援を受け、京都の文化や

展させ「日本の伝統美の新しい価値を創造し、世界へ発信で

を送り出すことを自らの使命としています。本学はこのよう

のが京都美術工芸大学です。現在の京都園部キャンパスに加

おり、皆さんは確かな伝統に基づいた知識と最先端の技術を

東山キャンパスを開設しました。1200年の歴史と伝統のある

きます。これこそが本学の教育理念です。平成29年にメイン

え、我が国の文化のさらなる発展に貢献できる人材を育てる

の」が集まる場で、学生達がより恵まれた環境でより豊かな

級建築士」資格を在学中に取得する全国に類を見ないカリ

ことを目的に開学しました。既設のグループ校である京都建

受け京都伝統工芸大学校を開校し、伝統工芸の新しい後継者

統工芸分野の人材育成に豊富な実績を有しており、これら3

京都の地で、先行する二つの大学校の実績と経験をさらに発

芸術をさらに発展させられる、創造的な芸術や技術の担い手

きる人材育成」をめざし、その理想の実現のために設立した

な優れたグループ校のエッセンスも自らの教育に取り入れて

えて、平成29年4月にここ東山区の元貞教小学校の地に京都

学び、それをベースに新しい文化の創造に挑戦することがで

文化芸術都市で、つねに本物にふれることができる環境を整

キャンパスを南丹市からここ東山区に移し、京都の「ほんも

場として、今後も進化させて参ります。

教育を受けることができるようになりました。この東山の地
で学んだ学生達が、様々な方面で活躍してくれることに期待
しています。

美術工芸学科
［デザイン領域・工芸領域］

■大学院

冷泉 為人

致を受け京都建築大学校を開校。産業界から求められる「二

■工芸学部

建築学科
［建築デザイン領域・伝統建築領域］

学長

木工実習室
美術工芸学科工芸領域木工
コースの実習室。指物や挽
物などの技法を学び、作品
を制作する。

W303 デザインラボ
建築学科の設計製図や模型
製作、美術工芸学科の素描、
立体造形、コンピューター
活用などの演習を行う。

カフェテリア
学生の憩いの場のひとつ。
昼は定食など、午後はカフェ
として営業しています。 一
般の方の利用も可能です。

鴨川七条ギャラリー
著名人の作品や、学生作品
等を展示しています。 展示
は不定期に入れ替え。入場
無料。

学校沿革
平成2年

学校法人二本松学院
「京都国際建築技術専門学校」
設立認可

3年 「京都国際建築技術専門学校」
開校
7年 「京都伝統工芸専門校」
開校
13年
14年

京都府より認可を受け
「京都伝統工芸専門学校」
に改称
放送大学連携協力校に指定

15年 「京都伝統工芸館」
開館
19年 「京都建築大学校」
「 京都伝統工芸大学校」
に校名変
更と共に高度専門課程新設
京都伝統工芸館に皇太子殿下ご行啓
23年 「京都美術工芸大学」
設置認可
京都伝統工芸館にブータン国王夫妻ご来館

平成26年
27年

京都府南丹市と包括的連携協定を締結
福井県鯖江市、鯖江商工会議所と包括的連携協定を
締結

28年 「京都美術工芸大学 工芸学部 建築学科」
開設
京都市と包括的連携協定を締結
29年
30年

京都府宮津市と包括連携協定を締結
京都東山キャンパス開設
工芸学部の入学定員を増員
（建築学科150名、美術工芸学科100名 計250名）

令和元年 「京都美術工芸大学大学院工芸学研究科建築学専
攻」
設置認可

園部キャンパス

24年 「京都美術工芸大学」
開学
京都府福知山市と連携協定を締結
25年

32

兵庫県川西市と連携協定を締結
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東山区年表
西暦

元号

東

山

区

京

都

市

国

内

・

国

際

西暦

明治
1869

2

1871

4

1872

5

1886

19

1889

22

元号

東

山

区

有済、粟田、弥栄、新道、六原、清水、貞教、修道、
一橋の各町組が結成、各町組に番組小学校開校

日本最初の小学校となる 64 の番組小学校開設

版籍奉還
スエズ運河開通

京都博覧会

廃藩置県

八坂女紅場学園、下京第十五区女紅場として設立

学制発布

円山公園、京都市最初の公園として開設

10

1936

11

水害で鴨川氾濫、三条大橋や五条大橋など流失
第 4 回国勢調査
祇園甲部歌舞練場（明治 6 年開設）が四条通花見小路 （人口 1,080,593 人
下る西側から現在地に移転

都

市

自由の女神像（ニューヨーク）完成

1937

12

九条跨線橋開設

大日本帝国憲法公布

1940

15

東山保健所開設

1941

16

1942

17

1945

20

1946

23

琵琶湖疏水竣工

第 1 回衆議院議員総選挙

1891

24

日本最初の水力発電所である蹴上水力発電所
完工・送電開始

大津事件

1895

28

平安遷都 1100 年記念事業
日本最初の市街電車（京都電気鉄道）開業
平安神宮創建
内国勧業博覧会
第 1 回時代祭

日清講和条約（下関条約）調印

1896

29

1897

30

1898

31

1900

33

都ホテル（現ウェスティン都ホテル京都）が国内最大規 京都法政学校（現立命館大学）創立
模のホテルとして創業

1903

36

京都市動物園開園（日本で 2 番目）

1910

43

アテネオリンピック（第 1 回）
京都帝国大学（現京都大学）創設
全国の町内会のモデルとなる公同組合設置

帝国図書館（現国立国会図書館東
京本館）開館

初代市長就任・市役所開庁（市制特例撤廃）

西郷隆盛銅像除幕（上野公園）
パリオリンピック
ライト兄弟が人類初の動力飛行に
成功

東山区 118,235 人）

京都市電に初の女性車掌採用

京都市制施行（特別により知事が市長を兼務）
第 1 回市議会開催

1890

帝国京都博物館（現京都国立博物館）開館

1935

国

内

・

国

際

ベーブルースら米プロ野球団来日

2・26 事件
ベルリンオリンピック
ヘレン・ケラー来日

第 5 回国勢調査
（人口 1,089,726 人

東山区 116,313 人）

日独伊三国同盟調印

市内全域に町内会結成
国民学校発足により学区制廃止

太平洋戦争勃発

四条大橋竣工（昭和 10 年の豪雨で損傷）

京都日出新聞など府下の諸新聞が京都新聞に統一

学徒勤労動員開始

馬町に爆弾投下（京都市最初・死者 34 人）
第 3 次建物疎開により、五条通・御池通・堀川通拡幅

顔見世を除き京都の年中行事の大半中止
市内の学童疎開開始
人口調査実施（866,153 人に激減）

広島、長崎に原爆投下
終戦

21

大文字送り火復活
第 1 回国民体育大会、京都市を中心に開催

極東国際軍事裁判開廷
日本国憲法公布

1947

22

洛東中学校、月輪中学校開校
公選による初代市長選挙
五条通、昭和 20 年の強制疎開による防火帯跡を利用し 5 年ぶりに祇園祭山鉾巡行復活
て拡幅工事に着手
第 6 回国勢調査
（人口 999,660 人 東山区 110,954 人）

1948

23

弥栄中学校開校

市警察・市消防発足、市消防団結成

大韓民国建国、朝鮮民主主義人民
共和国建国
ロンドンオリンピック

1949

24

日吉ヶ丘高校開校

湯川秀樹、日本人初のノーベル物理学賞受賞

中華人民共和国建国

1950

25

都をどり、7 年ぶりに再開

放火により金閣寺焼失（昭和 30 年再建）
国鉄京都駅全焼
京都国際文化観光都市建設法公布
第 7 回国勢調査
（人口 1,101,854 人 東山区 119,938 人）

日本国憲法施行
学校教育の 6・3・3・4 制発足
（この年は 6・3 制）

朝鮮戦争勃発

京阪電鉄天満橋 ~ 五条間開業

大逆事件

京阪電鉄五条 ~ 三条間開業

第一次世界大戦開戦
アインシュタイン、ノーベル物理
学賞受賞

1951

26

東山区山科支所開設

現 KBS ラジオ開局

サンフランシスコ平和条約・日米
安全保障条約調印

ワシントン会議で海軍軍備制限条
約等調印

1952

27

清水坂市営駐車場開設（日本最初の公営有料駐車場）
京都博物館が国に移管され京都国立博物館と改称

3 代目国鉄京都駅竣工
市民しんぶん創刊

全国住民登録制度実施
ヘルシンキオリンピック

市政協力委員制度創設

NHK 日本初のテレビ放送開始
民放テレビ放送開始

大正
1915

4

1921

10

国鉄東山トンネル（今熊野 ~ 北花山間）開通

1922

11

月輪小学校（三橋尋常小学校）開校

1924

13

帝国京都博物館（現京都国立博物館）が京都市に移管、
恩賜京都博物館と改称

パリオリンピック
阪神甲子園球場完成

1953

28

平和観音（霊山観音）像建立
五条通・堀川通・御池通の拡張工事完成

1926

15

京都市立芸術大学の前身となる京都市美術工芸学校と京
都市立絵画専門学校が今熊野に移転

十勝岳大噴火（死者 144 名）

1955

30

重要無形文化財（人間国宝）第 1 号に京舞の井上八千 市警察廃止、府警察に移管
代氏（四世）らが指定
第 8 回国勢調査
（人口 1,204,084 人 東山区 128,552 人）

1956

31

1957

32

1958

33

1959

1960

全国水平社創立大会（岡崎）

昭和

34

京

昭和

1927

2

中央卸売市場開場（日本最初）

上野 ~ 浅草間に日本最初の地下
鉄開通

1928

3

市バス営業開始
大礼記念京都大博覧会

大相撲ラジオ実況放送開始
アムステルダムオリンピック

1929

4

東山区誕生（上京・下京の 2 区を分区し、上京・左京・ 京阪電鉄京都 ~ 石山間、京都 ~ 坂本間の直通運転 ニューヨーク株式市場大暴落、世
中京・東山・下京の 5 区となる）
開始
界大恐慌始まる
南座新築記念顔見世興行
普通選挙法による最初の市会議員選挙実施

1930

5

都市計画風致地区として鴨川周辺・東山・北山等が初指定 第 3 回国勢調査
東山区役所庁舎完成
（人口 765,142 人

1931

6

今熊野小学校（一橋第三尋常小学校）開校

1932

7

東山区 91,180 人）

東海道線特急「つばめ」運転開始
（京都 ~ 東京間 7 時間 41 分）

伏見市ほか 26 町村を京都市に編入
現阪急電鉄西院 ~ 大宮間の地下線開通

満州事変

NHK 京都放送局、放送を開始
人口 100 万人突破（市推計）
トロリーバス運行開始

上海事変
5・15 事件
ロサンゼルスオリンピック
日本、国際連盟脱退

1933

8

京津国道開通

京都美術館（現京都市美術館）開館

1934

9

円山公園の坂本龍馬・中岡慎太郎銅像除幕
京都第一赤十字病院開設

室戸台風襲来、過去最大の被害（市内死者 185 人、 溥儀が満州国皇帝に即位
重軽傷者 1,258 人、全半壊家屋 5,349 戸）
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森永ひ素ミルク事件

京都市市民憲章制定（日本最初）
京都市交響楽団発足（日本最初の公営）
政令指定都市に制定

日本、国際連合加盟
メルボルンオリンピック

京阪電鉄と国鉄奈良線共用の東福寺駅開業

京都市平和都市宣言

南極観測隊、昭和基地建設開始

東山老人憩いの家開設（京都市最初）
祇園会館新築

比叡山ドライブウェイ開通
パリ市と友情都市盟約締結
10 月 15 日を自治記念日に制定

1 万円札発行
東京タワー完成（高さ 333m）

34

五条大橋拡幅完成
東山ドライブウェイ開通

ボストン市と姉妹都市盟約締結

メートル法施行
ソ連宇宙ロケット月面到達
第 1 次安保闘争

35

円山公園で新安保条約粉砕等京都集会に 3 万人が参加

京都会館開館
第 9 回国勢調査
（人口 1,284,818 人

ローマオリンピック
東山区 138,645 人）

1961

36

日本最古のチンチン電車北野線廃止

ベトナム戦争開戦

1963

38

西京極スポーツセンター開設
ケルン市と姉妹都市盟約締結
阪急電鉄大宮 ~ 河原町間の地下線延伸
名神高速道路栗東 ~ 尼崎間開通

ケネディ大統領、ダラス市で暗殺

1964

39

京都タワービル完成（高さ 131m）

東海道新幹線（東京 ~ 新大阪間）
開業
東京オリンピック
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35

東山区制90周年記念誌

西暦

元号

東

山

区

京

都

市

国

内

・

国

際

西暦

昭和
1965

四条大橋拡幅工事完成

41

祇園祭の前祭と後祭を 17 日に 1 本化

1967

42

東山バイパス（五条通高架）開通

1968

43

1970

1971

46

1972

47

フィレンツェ市と姉妹都市盟約締結
朝永振一郎氏、ノーベル物理学賞受賞
第 10 回国勢調査
（人口 1,365,007 人 東山区 154,527 人）
古都保存法施行（京都、奈良、鎌倉を対象）
国立京都国際会館開館

中国で文化大革命が始まる

山

区

京

都

市

国

内

・

国

際

公害対策基本法公布

近畿放送（現 KBS 京都）テレビ放送開始
米アポロ 11 号、人類初の月面着陸
美大と音楽短大を統合し、市立芸術大学として発足
大学紛争激化
宮川町歌舞練場新築

四条通で初の歩行者天国実施
第 11 回国勢調査
（人口 1,419,165 人 東山区 174,892 人）

円山駐車場営業開始
キエフ市と姉妹都市盟約締結
京都パークホテル（現ハイアット リージェンシー 京都）
開業

1989

元

1990

2

1991

3

第 1 回芸術祭典・京

湾岸戦争勃発
ソビエト社会主義共和国連邦崩壊

1993

5

京都市健康増進センター開館

サッカー J リーグ開幕

1994

6

清水寺など「古都京都の文化財」がユネスコ世界文化遺 平安建都 1200 年記念事業
産に登録
京都市女性総合センター「ウィングス京都」開館
第 1 回京都まつり開催、区民パレード隊参加
小松谷児童館開設

関西国際空港開港
大江健三郎氏、ノーベル文学賞受賞

1995

7

東山イメージソング「東山のひかり」公募により決定

阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件

1996

8

市民しんぶん東山区版「こちら東山」創刊
東山シンボルマークを公募により決定

1997

9

ビートルズ来日

川端康成氏、ノーベル文学賞受賞
（日本人初）
3 億円事件
メキシコシティーオリンピック

44

45

東

平成

1966

1969

36

40

元号

大阪万国博覧会
第 2 次安保闘争
沖縄返還協定調印
ニクソン・ショック

京都市制施行 100 周年
東山区民ふれあいひろば、円山公園で開催
（~ 平成 15 年）

地下鉄烏丸線北大路 ~ 北山間延伸開業
第 15 回国勢調査
（人口 1,461,103 人 東山区 51,171 人）

京都コンサートホール開館
第 16 回国勢調査
（人口 1,463,822 人 東山区 48,241 人）

消費税 3% 導入
ベルリンの壁崩壊
国際花と緑の博覧会

プラハ市と姉妹都市盟約締結
京都市勧業館「みやこめっせ」開館

アトランタオリンピック

京都駅ビル開業（4 代目）
地球温暖化防止京都会議
地下鉄烏丸線北山 ~ 国際会館間延伸開業
地下鉄東西線醍醐 ~ 二条間開業

消費税 5% に改定

京の木（カツラ・シダレヤナギ・タカオカエデ）と 札幌冬季オリンピック
花（サトザクラ・ツツジ・ツバキ）決定
浅間山荘事件
高松塚古墳で極彩色の壁画発見
ミュンヘンオリンピック

1998

10 「ねねの道」完成
東山区総合庁舎起工式
東山区基本計画策定懇談会設置

京都市自治 100 周年

長野冬季オリンピック
明石海峡大橋開通

普州市（韓国）とパートナーシティ提携
子育て支援総合センター「こどもみらい館」開館
東京赤坂に「京都館」開館

欧州連合（EU）の単一通貨ユー
ロ誕生

1973

48

方広寺大仏殿が焼失

マイカー観光拒否宣言
江崎玲於奈氏、ノーベル物理学賞受賞

円の変動相場制へ移行
オイルショック発生

1999

11

1974

49

三条大橋 24 年ぶりの改修完成

京都・西安友好都市宣言

国鉄湖西線山科駅 ~ 近江塩津駅
間開業
佐藤栄作氏、ノーベル平和賞受賞

祇園町南側、宮川町、八坂通の 3 地区を歴史的景観保
全修景地区に指定

2000

12

水道局東山営業所新築

2001

13 「区民の誇りの木」決定
「21 世紀京都幕開け記念事業・京都 21」実施
東山区基本計画「東山・まち・みらい計画 2010」策定 京都市基本構想・基本計画策定
東山区総合庁舎竣工
野依良治氏、ノーベル化学賞受賞
東山・まち・みらい塾開講

米国同時多発テロ
明石花火大会歩道橋事故

2002

14

花見小路通（四条 ~ 建仁寺）電線類地中化、石畳舗装 田中耕一氏、ノーベル化学賞受賞
京エコロジーセンター開館
完成
東山小学校開校（貞教小学校と修道小学校が統合）
京都アクアリーナ開館
三条京阪駅前広場完成

サッカー W 杯日韓共同開催
小柴昌俊氏、ノーベル物理学賞受賞

2003

15

第 1 回「京都・東山花灯路」
文化財建造物保存技術研修センター開所
東大路通交通実態調査を実施
三条市営住宅 21 号棟竣工

新型肺炎 SARS 大流行

2004

16

区役所ホームページ開設
白川小学校開校（有済小学校と粟田小学校が統合）
宮川町通の石畳舗装完成
東山交通対策研究会設立
東山区民ふれあいひろば、洛東中学校で開催
（~ 平成 20 年）

2005

17

東山 3 K（観光、交通、環境）協力金会議創設
「やすらぎ・ふれあい館」完成
東山区まちづくり推進会議設置
三条市営住宅 13 号棟竣工

2006

18

六原公園開園

2007

19

東山区北部 7 小中学校の統合による小中一貫校新設の 伏見桃山城運動公園供用開始
地元要望書提出
新景観政策実施
「路上喫煙等の禁止等に関する条例」施行

1975

50

1976

51

1978

53

1979

54

東山区制 50 周年

1980

55

東山防災会議発足（11 区初）
京都市立芸術大学、西京区大枝に移転

1981

56

1982

57

1983

58

1984

59

1985

60

1987

62

1988

63

第 12 回国勢調査
（人口 1,461,059 人

東山区 196,668 人）

重要伝統的建造物群保存地区に産寧坂地区と祇園新橋地 右京区を分区して西京区を設置（全 11 区）
区が選定
東山区を分区して山科区を設置
市電全面廃止
世界文化自由都市宣言

ベトナム戦争終結
モントリオールオリンピック

新東京国際空港開港
アメリカと中国が国交樹立

グアダラハラ市と姉妹都市盟約締結
第 13 回国勢調査
（人口 1,473,065 人 東山区 62,077 人）
ザグレブ市と姉妹都市盟約締結
地下鉄烏丸線京都 ~ 北大路間開業
福井謙一氏、ノーベル化学賞受賞

モスクワオリンピック
イラン・イラク戦争勃発
神戸ポートアイランド博覧会

全国に先がけて空き缶の再資源化を促進する条例 ホテルニュージャパン火災（33
（空き缶条例）施行
人死亡）
500 円硬貨発行
東山消防署新庁舎、東山合同福祉センター開設

第 1 回全国都道府県対抗京都女子駅伝大会

東京ディズニーランド開園
大韓航空機撃墜事件
グリコ・森永事件
ロサンゼルスオリンピック

第 14 回国勢調査
（人口 1,479,218 人
京阪電鉄東福寺 ~ 三条間地下化

HIGASHIYAMA 90th

東山区 56,332 人）

日本航空 123 便、群馬県御巣鷹
山に墜落
阪神タイガース日本一

第 1 回世界歴史都市会議
国際日本文化研究センター開設
利根川進氏、ノーベル生理学・医学賞受賞

国鉄 6 分割民営化により JR 発足

地下鉄烏丸線京都 ~ 竹田間延伸開業
第 43 回国民体育大会（京都国体）

ソウルオリンピック
青函トンネル開通

京都芸術センター開設
第 17 回国勢調査
（人口 1,467,785 人 東山区 44,813 人）

第 3 回世界水フォーラム京都市で開催
「ひと・まち交流館」開館
市役所本庁舎 ISO14001 を取得
地下鉄東西線醍醐 ~ 六地蔵間延伸開業
花き地方卸売市場「はなみやこ」開設
第 1 回京都文化祭典

京都迎賓館完成
京北町（北桑田郡）を右京区に編入合併
全区役所・支所などで ISO14001 認証
第 18 回国勢調査
（人口 1,474,811 人 東山区 42,464 人）
京都国際マンガミュージアム開館
京都いつでもコール開設
家庭ごみ有料指定袋制実施

九州・沖縄サミット
シドニーオリンピック
白川英樹氏、ノーベル化学賞受賞

新潟県中越地震
スマトラ沖地震
アテネオリンピック

JR 福知山線脱線事故
地球温暖化防止のための京都議定
書発効
愛・地球博（愛知万博）
第 1 回ワールドベースボールクラ
シック大会（日本優勝）
郵政事業が民営化され、JP 日本
郵政グループが発足
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西暦

元号

東

山

区

京

都

市

国

内

・

国

際

平成
2008

20

京都女子大学・京都女子短期大学と東山区役所が、「地
域連携・協力に関する協定書」締結
来訪者向けホームページ開設「歩いて楽しむ東山」開設
清水・弥栄地域に防災水利施設整備
京阪電車の駅名「四条」を「祇園四条」に、
「五条」を「清
水五条」に変更
東福寺児童館開設

地下鉄東西線二条 ~ 太秦天神川間延伸開業
右京区役所等複合施設「サンサ右京」開館
新十条通「稲荷山トンネル」開通
入洛観光客数 5,000 万人達成

京都祇園祭り山鉾行事がユネスコ無形文化遺産に登録 第 44 代米大統領にオバマ氏就任
京都 知恵と力の博覧会
新型インフルエンザ、世界規模で
京都ハンナリーズ、bj リーグ（プロバスケットボー 流行
ルリーグ）に参戦

2009

21

東山開睛館（開睛小中学校）起工
東山区民ふれあいひろば、一橋小学校で開催
東山区基本計画策定委員会設置（山折哲雄氏座長就任）
五条通に清水五条陶板の散歩道完成

2010

22

東山区南部 4 小中学校の統合による小中一貫校新設の
地元要望書提出
東山エコまちステーション設置
東山警察署移転新築
三条市営住宅 22 号棟竣工

2011

23

2012

24

2013

25

2014

26

2015

27

2016

2017

2018

28

29

30

京都市基本計画（第 2 期）はばたけ未来へ京プラン ! 根岸英一氏、鈴木章氏、
策定
ノーベル化学賞受賞
第 19 回国勢調査
日本年金機構発足
（人口 1,474,015 人 東山区 40,528 人）

開睛小中学校開校（元洛東中学校跡地）
東山区基本計画「東山・まち・みらい計画 2020」策定
京都市「東山の未来」区民会議を設立

白河総合支援学校東山分校開校（元東山小学校跡地）

東日本大震災（戦後最悪の 1 万 5
千人以上の死者）
FIFA 女子ワールドカップ優勝（ド
イツ開催）
山中伸弥氏、ノーベル生理学・医学賞受賞
京都水族館開館
第 1 回京都マラソン開催

世界人口 70 億人に到達（米国国
勢調査局）
ロンドンオリンピック
東京スカイツリー竣工
（高さ634m）

25 年 8 月豪雨（床上浸水 9 棟、床下 43 棟）
25 年 9 月台風第 18 号（桂川・由良川氾濫）

個人番号カード「マイナンバー法」
成立
富士山が世界文化遺産に登録（標
高 3,776.24m）

東山泉小中学校開校（元一橋小学校、元月輪中学校跡地） 祇園祭の前祭と後祭分離（49 年ぶり、大船鉾 150
年ぶりに復帰）
赤崎勇氏、中村修二氏、天野浩氏、ノーベル物理学
賞受賞

消費税 8% に改定
東京オリンピック開催決定
（2020 年）
あべのハルカス全面開業（超高層
ビル、地上60階建て・高さ300m）

第 20 回国勢調査
開睛小中学校第二教育施設六原学舎完成
（人口 1,475,183 人 東山区 39,044 人）
（元六原小学校跡地）
四条通拡幅完成（烏丸 ~ 川端間、1.1km）
東山「観光・交通・環境」協力会議 10 周年
京舞井上流五世家元「井上八千代」が重要無形文化財保
持者（人間国宝）に認定

北陸新幹線開通（長野駅 ~ 金沢駅）
「安全保障関連法案」成立
ラグビーワールドカップ、日本対
南アフリカ戦で日本が歴史的勝利
梶田隆章氏、ノーベル物理学賞受賞
大村智氏、ノーベル生理学・医学
賞受賞

東山総合支援学校開校（元東山小学校跡地）
漢字ミュージアム開業（元弥栄中学校跡地）
フォーシーズンズホテル京都開業
「世界一安心安全 チーム東山」発足

「マイナンバー制度」開始
リオデジャネイロオリンピック
大隅良典氏、ノーベル生理学・医
学賞受賞
熊本地震

北陸新幹線京都 ~ 小浜ルート決定
京都鉄道博物館、ロームシアター京都開館
外国人宿泊客 300 万人突破

29 年 7 月 5 日大雨災害
「天皇の退位等に関する皇室典範
特例法」成立
第 45 代米大統領にトランプ氏就任
カズオ・イシグロ氏、ノーベル文
学賞受賞

京都美術工芸大学東山キャンパス開設（元貞教小学校跡地）
文化庁地域文化創生本部設置（東山区）
京都グランベルホテル開業
ホテル ザ セレスティン京都祇園開業
清水小路 坂のホテル京都開業（元保養所きよみず）
明治 150 年記念事業「明治期の京焼・清水焼」開催
東山区獣害対策協議会設立
白川南通石畳舗装改修工事完成
白川沿い道路石畳風舗装完成
CAFETEL 京都三条 for Ladies 開業
南座新開場

民泊新法施行
台風第 20 号、第 21 号（戦後最強の暴風）
本庶佑氏、ノーベル生理学・医学賞受賞
宿泊税導入（10 月〜）

東山区制 90 周年
巽橋木製高欄改修工事完成
京都悠洛ホテル M ギャラリー開業
明智光秀の塚へつづく道完成
オリエンタルホテル京都ギャラリー開業
東山「観光・交通・環境」協力会議 15 周年
パークハイアット京都開業
ザ・ホテル青龍京都清水竣工（元清水小学校跡地）

番組小学校創設 150 周年

米朝首脳会談（シンガポールで開催）
30 年 7 月豪雨災害（死者、行方
不明者 200 人以上）
北海道胆振東部地震（死者 41 名、
道内全域で約 295 戸で停電）
卓球、T リーグ開幕（日本初）
大阪万博開催決定（2025 年）

令和
2019

38

元
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北海道洞爺湖サミット
小林誠氏、南部楊一郎氏、
益川敏英氏、ノーベル物理学賞受賞
下村修氏、ノーベル化学賞受賞
北京オリンピック

新天皇陛下 即位
消費税 10％に改定
吉野彰氏、ノーベル化学賞受賞
ラグビーワールドカップ、日本代
表が史上初のベスト 8

東山区制90周年記念事業
■東山区制90周年オープニング記念事業
【日程】平成31年2月9日
（土）

■未就園児と保護者のための
「ふわりん横丁」
【日程】令和元年8月29日
（木）

■講演会
「災害支援から健康問題を考える」
【日程】平成31年2月20日
（水）

■東山区こころのふれあい作品展
【日程】令和元年9月10日
（火）
〜13日
（金）

■子育て講演会
「地域で見守る子育て支援」
【日程】平成31年2月27日
（水）

■東山区民ふれあいひろば
【日程】令和元年11月4日
（月・休）

■東山区教育フォーラム
【日程】平成31年3月5日
（火）

■東山フォトコンテスト
【日程】
令和元年11月1日
（金）
〜令和2年1月6日
（月）

■
「東山体操」
の制作
【完成報告会】平成31年3月19日
（火）

■東山区制90周年記念誌の発行

■東山の歴史を学ぶ！連続講座
【日程】令和元年6月、11月、12月
（全3回）

■東山区マスコットキャラクターの制定

■東山区民ふれあいこども伝統文化体験
【日程】令和元年8月2日
（金）

■東山区制90周年記念式典・祝賀会
【日程】令和元年12月7日
（土）

東山区制90周年記念協賛事業

3月

■京都・東山花灯路-2019（同推進協議会 8日〜17日）
■おたのしみ赤ちゃんクラブ（泉山幼稚園 9日）
■東山区民消防表彰式・防災講演会（東山消防署 17日）
■第28回祇園白川さくらライトアップ（同実行委員会 29日〜4月7日）

4月

■高台寺公園防災用かまどベンチ寄贈式（京都東山ロータリークラブ

5月

■第5回お寺まるごとフェスタ（おてらカフェ in 金剛寺実行委員会

6月

■「明智光秀の塚」につづく道 完成を祝う会（粟田自治連合会

7月

■夏休み☆親子料理教室（京都女子大学栄養クリニック 25日）
■第69回 “社会を明るくする運動” 東山地区大会（同推進委員会 26日）

8月

■やきものあれこれ〜器を楽しむ、よもやま話〜（京都市東山図書館 3日）
■スポーツ推進指導員による研修会他（東山区スポーツ推進指導員会）

9月

■第19回東山救急講演会（東山医師会 9日）
■介護者の心と身体のやすらぎカフェ（浄土宗金剛寺 18日他）
■交通安全ウォークラリー（東山警察署・東山交通安全協会 20日）

11日）

19日）

10日）

10月

■東山「観光・交通・環境」協力会議（東山 3 K）15周年記念式典（同会議
■健康まつり 健康ウォーキング（東山医師会 6日）
■「東山区を舞台にした小説」展示（東山図書館 16日〜11月15日）
■シニアの料理教室（京都女子大学栄養クリニック 25日）
■歯のひろば（東山歯科医師会 27日）

5日）

11月

■東山区地域福祉推進委員会地域福祉シンポジウム（同委員会 28日）
■第18回東山ふれあいリレーマラソン（東山区はぐくみネットワーク実行委員会

30日）
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協賛一覧
団

体

朝粥と出し茶漬け専門店 KOI-KOI Produced by熊魚菴

ウェスティン都ホテル京都

NTT都市開発株式会社

祇園新地甲部組合

株式会社祇園辻利

公益財団法人京都伝統伎芸振興財団

清水寺

清水寺門前会

清水四丁目南町町内会

グランマーブル祇園

高台寺

株式会社澤吉

三洋化成工業株式会社

大本山東福寺

株式会社テイサ開発京都

日本建設株式会社

日本中央競馬会ウインズ京都

ハイアット リージェンシー 京都

東山「観光・交通・環境」協力会議

東山交通安全協会

東山小売酒販組合

東山保護司会

東山料理飲食業組合

フォーシーズンズホテル京都

(株)ベリープロジェクト えびす屋東山店

星野町自治会

ホテル ザ セレスティン京都祇園

宮川町お茶屋組合

弥栄自治連合会

四丁目南新町町内会
東山区上空（南から北を望む）

六波羅蜜寺

個

人

足刈

辰雄

礒﨑

敏夫

上尾美津子

大西

明

岡部平八郎

梶村

河﨑

尚志

木村

信夫

沢田

教英

髙垣

慶嗣

髙橋ひろ子

長谷川楚淳

松永

洋子

松原

民雄

松本

和幸

松本

硯之

室重

本政

森本

好子

山田

元子

豊

健二

和男

（50音順・敬称略）

【法人】
NTT都市開発株式会社
公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団
京都国立博物館
京都市歴史資料館
京都新聞社
京都・花灯路推進協議会
京都府立京都学・歴彩館
（石井行昌 撮影）
（黒川翠山 撮影）
（近藤豊 撮影）
清水寺
松竹株式会社
大本山東福寺
公益財団法人日本漢字能力検定協会
（株）
ベリープロジェクト えびす屋東山店
法観寺
宮川町お茶屋組合
安井金比羅宮
【個人】
島本 由紀
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東山区制90周年記念事業実行委員会

写真提供者
（50音順・敬称略）

鈴木

康夫

高橋

修

直山

明徳

福田

静二

職

務

代

表

長岡

信夫

東山区民ふれあい事業実行委員会代表

表

森本

好子

東山区民ふれあい事業実行委員会副代表

計

尾﨑

良弘

東山区民ふれあい事業実行委員会会計

会計監査

山田

元子

東山区民ふれあい事業実行委員会会計監査

会計監査

髙垣

慶嗣

東山区民ふれあい事業実行委員会会計監査

委

市田

佳之

東山区長

同

城本

聡美

東山区副区長

同

亀永

和彦

東山区副区長

同

中西

朋子

東山区副区長

副

代

会

員

氏

名

