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平山みきよりご挨拶

2015年９月吉日 

拝啓　秋風が心地よい時節となりました。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
2015年、私の一年の中でも重要なイベント「ジングル★ウィーク」を今年も迎える予定です。

私自身初めてともいえるイベントの指揮を取ろうとしていた矢先に悲しい出来事がおきました。
それは、2011年3月11日の東日本大震災でした。
余りにも大きな災害に、たくさんの人々が苦しんでいるときに、
大好きなクリスマスとはいえ「ジングル★ウィーク」の開催を諦めました。
しかし、友人たちからの助言で、支援の仕方も色々あるのではないかといわれたこともあり、
私らしい支援の仕方を考えました。
同じ志の方たちとの「ジングル★ウィーク」の開催でした。

「ジングル★ウィーク」のコンセプトは、傷ついた被災地の子どもたちに、
明日へ向けた思い出作りのお手伝をしたいと願うことからスタートしました。

支援する側も「ジングル★ウィーク」を楽しむ事で支援という思いやりの心を育てられるのでは
すべての子供達が心豊かに明るく未来に向けて   素敵な大人になってくれると信じ
「ジングル★ウィーク」は被災地に、沢山の方たちに、
心からの支援のクリスマスツリーを贈り続けていきたいと思ってます。

秋雨の折、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

敬具　

�  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ジングル★ウィークとは


2011年12月　主宰　平山みきの
「今の私にできること」から
始まったクリスマスマーケット。

1年の中で一番大好きで大切なクリスマス。
ドイツのクリスマスマーケットに感銘を受け
2011年私たちの国、日本に起こった東日本大震災を体験し
「こんな時だからこそ被災地の子ども達にクリスマスを届けたい」と
支援の気持ちを込め、クリスマスマーケットをスタートしました。

FOOD～雑貨まで様々なブース出店のほか、
期間中作られる特設ステージでは歌やダンス、楽器演奏等
毎日多種多様なジャンルのパフォーマンスを見て頂くことができます。

2012年は特設ステージに立つJINGLEパフォーマーをオーディションし、
審査員はサウンドプロデューサー 与田春生氏、歌手 平山みきをメインとしたメンバーで構成。
審査員の皆様の目に留まることでデビューの可能性もあるのです。

そして、国連UNHCR協会（国連難民高等弁務官事務局・日本委員会）を通じて、
国連の難民支援活動をサポートします。

お買い物の途中に、お仕事帰りに、
日常のホッと一息つきたいと感じる時間にぴったりな
期間限定でどなたでもお楽しみ頂けるジングル★ウィークに
どうぞ皆様、この機会に是非ご来場下さいませ。 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平山みきとクリスマス
クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う祭。
毎年24日をクリスマス・イヴ、25日をクリスマスとして2日間祝います。

もとよりクリスマスが大好きだった平山みきが
ドイツのクリスマスマーケットを体験したことにより感銘を受け、
自身でもドイツのクリスマスマーケットへ行くツアーを企画するほどに。
日本でも、京都でも、クリスマスに向かう期間を心から楽しんでもらいたいという思いと
被災地への支援を基に、満を持してスタートしたのが
“ジングル★ウィーク”　～ドイツクリスマスマーケット at ゼスト御池～
愛する土地、京都にてジングル★ウィークを開催させて頂きます。

�

ドイツクリスマスマーケットについて 

ドイツでは4週前の日曜日からクリスマスシーズン（ドイツ語でアドヴェンド）がスタート。
街ではクリスマスマーケットがオープンし、家庭ではお菓子を焼いたり
アドヴェンドクランツ（リースに4本のろうそくをたてたもの）や
アドヴェンツカレンダー（12月24日までを数えるカレンダー）を用意。
町中でクリスマスを盛り上げます。

���  ���  ���  

私の生涯のテーマカラーは「イエロー」です。黄色は「喜色」とも「貴色」とも書くそうです。
単なる風水上で有名な金運を呼び込むだけでなく、私自身がこの色に魅せられた理由は、人生を充実
したものにしてくれる色でもあるからなのです。
この色の持つパワーを借り、ジングル★ウィークを通じて、私の歌声に私内面に持つすべてのパワー
を音色に託し、一人でも多くの方に喜びと充実のパワー、そして温かい支援を送れますように・・
今後ともジングル★ウィークを継続させて参りたいと存じます。
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平山みきプロフィール


8月22日
東京、大田区で生まれる。

蒲田中学校から日本音楽学校に進み
歌のレッスンを始める。

1967年
銀座の音楽喫茶「メイツ」オープンに伴い
メイツ・ガールとしてステージに立ち
そこでコロムビアにスカウトされる。

1970年
『ビューティフル・ヨコハマ』でレコードデビュー。
2作目の『真夏の出来事』が50万枚の大ヒットとなり一躍人気歌手となる。

2013年11月 「ビヨンド～平山みき オール・タイム・ベスト」発売

2014年5月「 京都観光おもてなし大使」任命

現在も独特の歌声は変わらず、ライブやショーに出演中。

また、京都在住で「滞在型観光客」と自身のことを呼ぶ程の京都愛好家。
京都に関する著書やCD等も発売しており、京都発信の今後の活動が楽しみである。

著書「京の出来事」
CD「京おんな feat Miki」
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ジングル★ウィーク -京都”音”のクリスマス Vol.5-
～ドイツクリスマスマーケット at ゼスト御池～

開催概要

日時：2015年12月13日（日）～12月25日（金）

時間：12:00～19:00

会場：ゼスト御池　　〒604-8091　京都市中京区河原町御池 B1F
　　　※河原町広場、市役所前広場、寺町広場、御幸町広場

入場：どなた様も無料でご入場頂けます

主催：特定非営利法人ジングル★ウィーク
共催：ゼスト御池
後援：京都府、京都市、京都商工会議所、京都新聞社
　　　a-Station、ドイツ観光局
協力：「京都観光おもてなし大使 」  有志

協賛：募集中
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実施コンテンツ１

ジングルパフォーマー＠特設ステージ 

歌手としてデビューし、
個性的な歌声と年齢を感じさせないパフォーマンスで
LIVE活動を続けている平山みき。
このジングル★ウィークのサブタイトルにも
「“音”のクリスマス」と名付けられている程
平山みきが大切にしている音楽とパフォーマンス。

特設ステージに立ちお客様を楽しませてくれる
『ジングルパフォーマー』は2012年から、
ジングル★ウィークのステージからデビューのチャン
スもある「ジングルパフォーマーオーディション」で決
定しています。

京都から発信する参加型のクリスマスイベントとして年々
盛り上がっています。　

�  

ジングルパフォーマーオーディション開催要項 
日時：2015年10月4日（日）
時間：13:30～
会場：ゼスト御池　河原町広場
　　　〒604-8091　京都市中京区河原町御池 B1F

応募要項：
音楽ジャンル、パフォーマンス、性別、年齢問わず。
①プロフィール（全身、バストアップ写真含）
②音源または映像
③連絡先
上記3点を送付。

宛先：〒604-8091 京都市中京区河原町御池B2Fゼスト御池事務局内
　　　『ジングル★ウィーク』ジングルパフォーマーオーディション係
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実施コンテンツ２
国連UNHCR協会「国連難民支援キャンペーン」 

日時：2015年12月13日（日）～12月25日（金）

時間：12:00～19:00

会場：ゼスト御池 市役所前広場

ただ楽しいだけのクリスマスではなく、
被災地の子ども達を支援できるイベントにするために
2011年からスタートしたジングル★ウィーク。

2011年3月に私たちの国で起きた東日本大震災に
世界各国、世界中の皆様方から素晴らしい心あるご支援を
頂きました。

その感謝の気持ちをたくさん込めまして、
国連UNHCR協会「国民難民支援キャンペーン」
ご協力のためのブースをジングル★ウィーク開催中に設置致
します。

ジングル★ウィークを通じて、微力ながら京都から「日本
の真心」を世界に向け、悲惨な現状の中で毎日苦しんで生活
している難民の方々への支援の輪が拡大することを願い、ブー
ス設置のご協力をさせて頂きます。 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実施コンテンツ３
ジングル★ウィークの会場「ゼスト御池」では、小さいお子さんの為の遊具が益々充実し
ています。地下街の広場で車などを気にせずに安全に楽しんでいただけます。
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毎年大人気の子供電車。ゼスト御池の御幸町
広場～寺町広場～市役所前広場を巡回。
もちろん今年も走ります！！

昨年から登場したダンボール迷路。 

今年は更に大きくなります！

市役所前広場のサンタのアトリエも
更なるバージョンアップを予定しています。

綿菓子コーナーには子供たちがたくさん！



開催地「ゼスト御池」について


ゼスト御池（zest 御池）

1997年10月に開業。
京都市中京区の御池通地下、
おおよそ河原町通から御幸町通にある地下街。

京都では京都駅前地下街ポルタに次いで
2番目の本格的な地下街となる。

ファッション、書籍、フード、飲食店等、約40店舗。

2014年度は、開業以来初となる来街者数1,000万人を超える。

営業時間：
【物販】　10:30～20:00（一部除く）
【飲食】　11:00～21:30（一部除く）

休業日：不定休
（ジングル★ウィーク開催中のお休みはありません）

ホームページ：http://zestoike.com
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ジングル★ウィーク協賛、出店のご案内

ジングル★ウィークご協賛頂ける個人様、法人様を募集しております。

【個人様、法人様協賛金のご案内】 

・法人　1口　¥50,000～（税込）
　パンフレットへ御社名を記載致します。

・個人　1口　¥10,000～（税込）
　パンフレットへお名前を記載致します。

今年で5回目となる「ジングル★ウィーク」は、歌手 平山みきが『東日本大震災被災地のこども
達にクリスマスを届けたい』と支援の気持ちを込めてスタート。「ジングル★ウィークVol.5」で
のクリスマスマーケットを出店者を募集します。

【販売ブース出店のご案内】 

ワゴン1台（サイズ160cm×60cm）
・13日間 ¥50,000（税込）※ワゴン代含む
・1日（3日以上でお申込下さい） ¥10,000（税込）※ワゴン代含む

申込締切：2015年11月6日（金）
NPO法人ジングルウィーク協力会員（年会費5,000円）も募集しています。

＜協賛金・出店代金の振込先＞
　京都信用金庫    西賀茂支店   普通　０３９７７５６
 　口座名：特定非営利活動法人   ジングルウィーク

＜お問合せ＞
　ミホプロジェクト
　TEL：075-417-4870　FAX：045-441-4681
　メール：info@mihoproject.com 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ジングル★ウィーク -京都”音”のクリスマス Vol.4


昨年度実績


日時：2014年12月14日（日）～12月25日（木）
時間：12:00～19:00
会場：ゼスト御池　　〒604-8091　　京都市中京区河原町御池B1F

河原町広場、市役所前広場、寺町広場、御幸町広場
入場：どなた様も無料でご入場いただけます
主催：ジングル★ウィーク実行委員会
共催：ゼスト御池
後援：京都府、京都市、京都新聞社、αステーション、ドイツ観光局
協賛：一之船入、有限会社木村宅建、辻･本郷税理士法人、株式会社ダイサン、
　　　株式会社七味家本舗、特定非営利活動法人京都SEINEN団、
　　　コスモテック株式会社、京阪バス株式会社、株式会社フェイス、
　　　アトーヒーラ、中村由弓、土和広、洞口泰、松岡千鶴
協力：代官山クリスマスカンパニー、NTT西日本京都支店、
　　　京都観光おもてなし大使有志
企画：有限会社イエローライオン、有限会社ミホプロジェクト、株式会社アクシスデザインパーク

期間来街者数：397,791人（前年比102.2％）
期間テナント売上前年比：107.6％

来街者特性：ゼスト御池周辺の地元住民の方々を中心に、平日は通勤･通学のオフィスワーカーや
学生が多く、休日は家族連れによるショッピングやグルメを楽しむ方々が利用。
ジングル★ウィーク期間中は、クリスマス目当ての子供連れの家族が増えた。

ピーク時間：平日は、LIVE時間の17時～19時。休日は、14時～19時。

開催場所：
河原町広場マーケット＆特設ステージ
市役所前広場 マーケット＆子ども向けワークショップ
寺町広場 ダンボール迷路＆願い事ツリー
御幸町広場子ども電車発着駅＆願い事ツリー
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ジングル★ウィーク　活動実績

＜ジングル★ウィーク開催＞
　2011年　Vol.1 2011年12月18日（日）～25日（日）
　2012年　Vol.2 2012年12月16日（日）～24日（日祝）
　2013年　Vol.3 2013年12月15日（日）～25日（水）
　2014年　Vol.4 2014年12月14日（日）～25日（木）
　2015年　Vol.5 2015年12月13日（日）～12月25日（金）開催決定

＜クリスマスツリー寄贈＞
　2012年　宮城県  登米・南三陸Festival
　2013年　南三陸さんさん商店街
　2014年　気仙沼私立岩松保育園

＜地蔵盆参加＞
　2012年　右京区衣笠地蔵会
　2013年　東山区清水南四丁目地蔵盆
　2014年　上京区メガロコープ西陣地蔵盆
　2015年　京都市左京区高野泉町地蔵盆

地蔵盆写真：

�  �  �

�  �  �  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お寄せ頂いたメッセージのご紹介


京都御池地下街株式会社 代表取締役社長　辻田 光 様 

　 

                                                                                        
 p.!                                                                                   14



お寄せ頂いたメッセージのご紹介
気仙沼私立岩松保育園 様
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MIKIのイエローダイアリー


「私らしい支援をしたい」という思いから始まったジングル★ウィーク。

被災地支援として、ジングル★ウィークから被災地の子ども達にクリスマスツリーを贈り続けた
いと考え、昨年は、気仙沼市立岩松保育園に贈らせて頂きました。
（前ページ p.15にメッセージを頂いております。）

そして、京都御池ゼスト地下街「ジングル★ウィーク」は今年で５年目を迎え、
「ジングル★ウィーク」を通じて、子供達のための支援、心のケアをさらに充実させたい
という思いから特定非営利活動法人ジングルウィークを設立しました。

私自身が誰よりもクリスマスが子どもの時からずっと大好きな人なので
クリスマスの時期だけではなく、また宗教の違いや国境も超えて、
子ども達の未来をわくわくとさせられるような、
消えることのない明るい真心のライトを灯し続けられる事を願っております。
 
今後とも皆様方お一人お一人のご協力とこのイベント活動への御理解を頂けますように
心から祈っております。

�  

一緒にジングル★ウィークを創りませんか？　運営ボランティア募集中！！ 

期間：2015年12月13日（日）～25日（金）
時間：11時～20時
業務内容：ステージ管理・イベント管理・商品販売等
条件：明るく・元気で健康な方歓迎！ボランティア未経験者歓迎！

応募方法：
住所・氏名・年齢・電話番号・意気込み・勤務可能日数や時間などを以下のメールアドレ
スにお送りください。

応募受付メールアドレス：zestoikekai@zestoike.com

NPO法人ジングルウィーク協力会員（年会費5,000円）も募集しています。

                                                                                        
 p.!                                                                                   16

mailto:zestoikekai@zestoike.com?subject=
mailto:zestoikekai@zestoike.com?subject=


ジングル★ウィーク 実行委員会 メンバー

実行委員長
平山みき

＊

プランニング
有限会社イエローライオン

＊

プランニングコーディネーター
武智美保

（有限会社ミホプロジェクト 代表取締役）

＊

プランニングディレクター
河村孝士

（アクシス デザインパーク 代表取締役社長）

＊

ＰＲコミニケーション　ディレクター
田中結子

（平山みき PR Communication Director）

＊

実行委員
土岐和則、増谷拓也
（ゼスト御池）

＊経理担当：税理士法人 栄進

特定非営利活動法人ジングルウィーク
〒603-8402　京都市北区大宮南椿原町21-2

＜問合せ先＞
ミホプロジェクト

TEL：075-417-4870　FAX：045-441-4681
メール：info@mihoproject.com

                                                                                        
 p.!                                                                                   17


