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■暮らしを感じる施設
■自然と科学を楽しむ施設
■社寺を巡る施設
■染・織物に親しむ施設
■伝統文化に触れる施設
■名品に出会う施設
■歴史を知る施設拡大地図
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漢検 漢字博物館・図書館

幕末維新ミュージアム
霊山歴史館
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京都国立近代美術館

八つ橋庵しゃなり
（※「八つ橋庵かけはし」
の体験②開催場所）

細見美術館

D 岡崎エリア

※京都市内博物館施設連絡協議会のホームページ【	 （http://www.kyohakuren.jp/）】には，
加盟館マップのページがあり全ての加盟館の詳しい地図を見ることができます。また，加盟館の一覧も掲載し
ています。（第２２回京都ミュージアムロードの参加館ではない施設も含まれています。）
※第２２回京都ミュージアムロードへお出かけの際は，できる限り公共交通機関をご利用ください。

京博連
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スタンプラリープレゼント企画
記念品の一部をご紹介！

１５ページのハガキに，スタンプを３つ押印しご応募いただくと，抽選で素敵な記念品が当たります！
合計 69種，587品の記念品があります。（詳細は裏表紙をご覧ください。番号は「記念品と提供施設
一覧」の番号です。）
楽しみながら，各施設を巡って，奥深い京の文化を体感してください。
たくさんのご応募，お待ちしております！

1 オリジナルクリアファイル，鉛筆，
　消しゴム，缶バッジのセット
漢検	漢字博物館・図書館	提供

24大正友禅柄の町家手拭
京のじゅばん＆町家の美術館　紫織庵	提供

31當道会特性別染オリジナルハンカチ
京都當道会会館	提供

46ポストカード8枚セット
京都万華鏡ミュージアム	提供

50永田萠クリアファイル・ボールペン
中信美術館	提供 66佛教大学バス　チョロQ

佛教大学宗教文化ミュージアム	提供

69クリアファイル（チベット仏教の世界）と
　ペン付き付箋のセット	※3
龍谷ミュージアム	提供

※1，※2	�絵柄は選べません。
※3	���クリアファイルはいずれか

1つです。

41オルゴール
　（ハート型キーホルダーオルゴール）
京都嵐山オルゴール博物館	提供

43刀剣ブックマーカー
京都国立博物館	提供

25西陣コースター	※1
西陣織会館	提供

30手掘りの木製キーホルダー	※2
京都伝統工芸館	提供

9 竹の耳かき
　（フクロウのチャーム付き）
京都市洛西竹林公園	竹の資料館	提供

12実体鏡
島津製作所　創業記念資料館	提供

23一筆箋
川島織物セルコン織物文化館	提供

3



1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  

日本初！I
イ コ ム

COM（国際博物館会議）大会が
京都で開催されます！

2019年（平成31年）9月1日（日）～7日（土）

・１９４６年に創設された国際的な組織で，世界の博物館の振興を目指しています。
・IＣＯＭには，世界１３６の国と地域から，様々な分野（歴史や美術，考古学，民俗，科学，
技術，自然史など）の博物館の専門家が参加しています。
・ＩＣＯＭには，博物館のテーマごとに組織されているたくさんの委員会があり，３年
に一度，全ての委員会が一堂に会する世界大会が開催されます。
・日本初開催となる２０１９年のＩＣＯＭ京都大会では，開催記念として，市民の皆様向
けの様々な楽しいイベントを行います。

Ｉ
イ コ ム

ＣＯＭ（国際博物館会議）とは…

千年を超える歴史の中で，豊かな文化が育まれ，世界遺産の社寺をはじめとす
る数多くの文化財が集積する京都。このまちに，どのくらいの数の博物館や美術
館があるか御存知でしょうか。
何と，市内の至る所に２００箇所以上！これほど多くの博物館や美術館がある都市

は，世界でも例がないと言われています。そして，伝統芸能から芸術・歴史・自
然科学に至るまで，それぞれの施設が個性豊かなテーマを扱い，京都の多彩な文
化を守り，伝えています。
２０１９年，そんな京都でＩＣＯＭ（国際博物館会議）大会が開催されます。世界中から様々な分野の専

門家の皆様がお越しになる本会議は，京都に息づく文化を世界の人々
に感じていただく絶好のチャンスです。
本市では，これに向けて様々な催しを開催します。その一つが本年２
月から開催するこの「ナイト・ミュージアムトーク・京都」。閉館後の博
物館・美術館に入ることができるまたとない機会です。ほかにも，楽し
いイベントを多数用意して皆様をお待ちしていますので，ぜひ京都の博
物館や美術館の多彩な魅力に触れてみてください。

折しも昨年３月，文化庁の京都への全面的な移転が決定しました。これからまち全体が文化庁のサテラ
イトとなって，京都の奥深い文化を発信し，文化の力で日本を元気にしていかなければなりません。本市
といたしましても，博物館や美術館をはじめあらゆる力を結集して京都の文化を世界に発信し，「世界の
文化首都・京都」への飛躍を目指して全力を尽くしてまいります。引き続き，皆様の御支援と御協力をお
願い申し上げます。

京都市長

多くの市民も参加したICOMミラノ大
会（2016年）での博物館夜間イベント

ICOM大会は世界中の博物館の専門家が
参加する大変貴重な大会

4



21㊋ 22㊌ 23㊍ 24㊎ 25土 26日 27㊊ 28㊋　 3月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20月

プラネタリウム特別投映　～「星座探訪　オリオン座」～
その日の星空案内のあとに冬の代表的な星座「オリオン座」につい
て詳しく紹介する番組です。歴史や神話，見つけ方や観察のポイント
などオリオン座の魅力を学芸員の本部氏が独自の視点で語ります。

京都市青少年科学センター（P6 8）

開催日時	 2月25日（土）　17：45〜18：30
	 （受付開始17：15〜）
講師	 学芸員　本部	勲夫
定員	 200名様
料金	 510円　小学生100円（小学生以下は保護

者同伴必要）　中・高校生200円
	 ※京都市内に住所または通学先を有する小・中・高・総

合支援学校・民族学校の児童・生徒は無料

申込方法	 電話	075-642-1601
	 FAX	075-642-1605
申込期限	 2月21日（火）

長じゅばんの歴史と時代を映す「おもしろ」柄長じゅばん
京のじゅばん＆町家の美術館　紫織庵（P9 32）

開催日時	 3月11日（土）　18：20〜19：30
	 （受付開始17：00〜）
講師	 館主　川﨑	栄一郎
定員	 25名様
料金	 1,000円
申込方法	 電話	075-241-0215
	 FAX	075-241-0265
	 E-mail	shiorian＠shiorian.gr.jp
	 HPから直接	http://www.shiorian.gr.jp

大正・昭和初期の今では考え付かないような「おもしろ」柄と呼ば
れる長じゅばんと，きものの裏地にかける当時の女性のおしゃれ心に
ついて，館主の切れのあるユニークな語り口で楽しく解説します。

漢字と親しむナイトツアー　～漢字講座とオリジナルゴム印づくり体験～
漢検 漢字博物館・図書館（P6 1）

開催日時	 3月10日（金）　17：00〜19：00
	 （受付開始16：30〜）
講師	 研究員　田中	郁也
	 学芸員　布谷	達朗
定員	 90名様
料金	 1,200円（教材費込）
申込方法	 HPから直接（申込時にゴム印にする漢字一字を入力してください。）
	 http://www.kanjimuseum.kyoto/event/

漢字ミュージアムが提供する漢字の奥深さ，面白さに触れるナイトツアー
です。漢字講座とワークショップ，博物館見学の３つが一夜で体験できま
す。京都・祇園で初開催のナイトツアーに参加してみませんか？

「正しいマンガの見方・読み方」教えます。
京都国際マンガミュージアム（P6 3）

開催日時	 3月4日（土）　18：30〜20：00
	 （受付開始18：00〜）
講師	 事務局長　上田	修三
定員	 ４０名様
料金	 1,000円
申込方法	 電話	075-254-7414
	 FAX	075-254-7424

賑やかな日中とは異なる夜の静かな雰囲気の中で，元小学校の歴
史と開催中の展覧会を斬新な視点で解説致します。これまでとは一味
違う館内案内をお楽しみください。

「描かれた茶の湯」展ギャラリートーク　～茶とともにある暮らしを振り返る～
茶道資料館（P10 46）

開催日時	 3月3日（金）　17：00〜18：00
	 （受付開始16：30〜）
講師	 学芸員　木下	明日香
定員	 3０名様
料金	 1,000円
申込方法	 FAX	075-431-3060

「日常茶飯事」と言われるように身近な茶。その歴史とともに江戸
から明治時代に描かれた茶に関する絵画をご紹
介します。ギャラリートークのほか，雛祭りにち
なんだお菓子と抹茶もお楽しみいただけます。

―ダビンチ・ゴッホ・若冲―世界の名画に絞りで挑戦～絞り実演を交えて解説
京都絞り工芸館（P9 31）

開催日時	 2月24日（金）　17：00〜18：30
	 （受付開始16：30〜）
講師	 副館長　吉岡	信昌
定員	 40名様
料金	 500円
申込方法	 電話	075-221-4252
	 FAX	075-221-4253
	 E-mail	mail＠shibori.jp

伊藤若冲生誕３００年記念「絞り若冲鶏図」をはじめ，「最後の晩餐」「モ
ナリザ」「睡蓮」等の絞り額，「フィレンツェの美」と題した美しい絞り屏風を
一挙公開。絞りの一部実演を交えながら，制作工程の解説，歴史を学びます。

展示回想　『九條 武子』 ―「追慕抄　九條武子」より―
龍谷大学　龍谷ミュージアム（P14 92）

開催日時	 2月18日（土）　17：30〜19：00
	 （受付開始17：20〜）
講師	 学芸員　和田	秀寿	
定員	 50名様
料金	 880円（冊子代含む）
申込方法	 電話	075-351-2500
	 FAX	075-351-2577
	 E-mail	ryumuse＠ad.ryukoku.ac.jp

閉館後，特別に楽しんでいただく学芸員トークです。担当学芸員の和
田が「追慕抄　九條武子」展の見どころについて，慈善活動や京都女子
大学の設立に至ったエピソード等をまじえ，わかりやすく解説いたします。

日本で初開催となる２０１９年の ICOM京都大会を記念して，閉館後のミュージアムを舞台に，館長や
学芸員が週末の夜のミュージアムをご案内する予約者限定のスペシャルプログラムを開催します。

～ICOM京都大会開催記念イベント～

ナイト・ミュージアムトーク・京都

俵屋宗達，尾形光琳らが中心となり，京都で隆盛し，創始 400年
を迎えた琳派。今年で19回目を迎える当館恒例の琳派展は「鈴木
其一」に注目。明快で鮮烈な作品に意欲的に取り組んだ其一の世界
を館長がご案内します。

館長の解説でめぐる「鈴木其一」展―ゆったりと楽しむ美のひととき―
細見美術館（P12 69）

開催日時	 2月17日（金）　18：30〜20：00
	 （受付開始18：00〜）
講師	 館長　細見	良行
定員	 30名様
料金	 3,500円（展覧会目録付）
申込方法	 電話	075-752-5555

※全て事前申込制で，先着順となります。開催館ごとに申込み方法が異なりますので，ご注意ください。
※お申込みの際は，①イベント名「ナイト・ミュージアムトーク・京都」，②氏名・ふりがな，③郵便番号・住所，④電話番号・
ＦＡＸ番号（お持ちの方），⑤同伴者人数，をお伝えください。
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漢字を見るだけで
なく，触れる・学ぶ・
楽しむ展示を通し
て，いくつもの驚き
や発見を生み出す
体験型ミュージア
ムです。「漢字って
面白い！」と思える子供や大人が増えるよう，
未来につながる知的好奇心をお届けします。
所東山区祗園町南側551 757-8686 京阪：
祇園四条駅から5分，阪急：河原町駅から8分，地
下鉄：東山駅から10分 市バス：祗園からすぐ

1 漢検 漢字博物館・図書館
かんけん	かんじはくぶつかん・としょかん

期全日休月曜（祝日の場合は翌平日） 9：30
〜17：00（入館16：30まで）￥一般800円，
高・大学生500円，小・中学生300円，小・中学
生同伴の大人は300円引，団体・修学旅行グ
ループ割引あり，障がい者，未就学児無料

展 示 常設展示

期各月8回程度　水，土，日曜（ＨＰ，電話等で要
確認） 10：30〜16：00（プログラムにより1
日2〜4回実施）場所ワークショップルーム定員全プ
ログラム各回10名￥100〜300円（各プログ
ラムにより異なる）申込不要申方当日受付にて申込

体 験 各種ワークショップ開催（「拓本を取ろう！」，「漢字カルタを作ろう！」など）

１００点を超
える体験型
の展示品を
通して，楽
しみながら
理科・科学
を学べます。
乳幼児向け
「親子ふれ
あいサイエンスルーム」やオリジナル番組を
生解説するプラネタリウム，ティラノサウル
スや人間万華鏡も人気です。
所伏見区深草池ノ内町13 642-1601 京
阪：藤森駅から5分，地下鉄・近鉄：竹田駅から
10分

8 京都市青少年科学センター
きょうとしせいしょうねんかがくせんたー

期全日休木曜 9：00〜17：00（入館16：30
まで）￥一般・大学生510円，中・高校生200
円，小学生100円	※プラネタリウム観覧料
（入館料と同金額）は別途必要。土・日曜は，
京都市内に住所叉は通学先を有する小・中・
高・総合支援学校・民族学校の児童・生徒は
無料。

展 示 自然のふしぎ・科学のおもしろ体験

期2月5日 10：00〜16：00場所同館及び京
エコロジーセンター￥展示と同じ申込不要

体 験 科博連サイエンスフェスティバル

江戸時代の酒蔵と明
治中期の町家を見学
頂けます。洛中の酒
蔵・酒造業者の歴史
を伝える博物館とし
て酒造り道具や古文
書，関連史料の展示
があり，又見学後に
日本酒及び地ビールの試飲も頂けます。
所中京区堺町通二条上ル 223-2072 地
下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から5分

4 キンシ正宗 堀野記念館
きんしまさむね	ほりのきねんかん

期全日休火・水曜（臨時休館の可能性あり，
本社ＨＰ参照） 11：00〜16：30￥一般
300円，大学生以下200円	

展 示 洛中の酒蔵と京町家

絵画や陶磁器の名
品を通じ，朝鮮と日
本の文化の関係性を
探る。在日朝鮮人１
世・鄭詔文（チョン
ジョムン）氏（1918-
1989 年）が祖国の
美術工芸の素晴らし
さを次代に伝えようと1988 年に創設した
日本唯一の朝鮮美術の美術館。
所北区紫竹上岸町15 491-1192 市バ
ス・京都バス：加茂川中学前下車すぐ

5 高麗美術館
こうらいびじゅつかん

期全日休月曜（祝日の場合は翌日休館）
10：00〜17：00（入館16：30まで）￥一般700
円，高・大学生500円，中学生以下無料	※団
体（20名以上）と65歳以上は1人につき500
円，障がい者手帳保持者と付添1人は無料

展 示 特別展 メドゥプ－韓国の伝統組み紐－

日本唯一の公家町跡
は，蛤御門・土御門
第跡・近衞邸跡など，
平安時代〜幕末の
歴史縁の地のほか，
樹齢 100 年を超す
巨木や野鳥などが観
察できる自然豊かな
国民公園になっている。自然や歴史につい
て，より詳しくは閑院宮邸跡収納展示館へ。
所上京区京都御苑3 211-6348 地下鉄：丸
太町駅から5分 市バス：烏丸丸太町から5分

7 京都御苑
きょうとぎょえん

期全日休京都御苑：無休　閑院宮邸跡収納
展示館：月曜（祝日は除く） 9：00〜16：30
（入館16：00まで）￥無料

展 示 公家跡の歴史と自然

「言語を通して世界の
平和を」の建学精神
に基づき , 博物館を
通した国際理解の深
化を目的として１９９１
年に開館。イスラム
圏 ,メキシコ ,ブラジ
ル , グアテマラ ,マヤの民俗資料やメキシコ
の考古資料（レプリカ）等を展示しています。
所右京区西院笠目町6 864-8741 FAX864-
8760 umc@kufs.ac.jp 地下鉄：太秦天
神川駅から7分

2 京都外国語大学 国際文化資料館
きょうとがいこくごだいがく　こくさいぶんかしりょうかん

期2月20日〜休日曜，祝日 10：00〜17：00
（入館16：30まで）￥無料

展 示 第9回京の匠展

期未定 13：30〜15：30（仮）場所館内定員20
名程度￥無料申込必要申方電話，FAX，メール
他詳細は同館までお問い合わせください。

体 験 検討中

自然に恵まれた野鳥遊園では，これまで非常
に多くの野鳥が観測されています。敷地内
の観鳥楼では目の前にやってくる野鳥の観
察も！また春には山桜，秋には紅葉など四季
折々に楽しめる草木も見どころ。
所西京区御陵北大枝山町1-100 332-
4610 市バス：桂坂小学校前から5分

6 桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

期①2月26日②3月5日 ①10：00〜14：00
②10：00〜12：00場所園内ものづくり体験館
幼児・小学生とその保護者定員30名￥①1,000
円②700円申込必要申方電話：090-7884-2001

（先着順）

体 験 ①ひな団子作り　②しいたけ栽培

平 成 27 年 秋
に再整備工事
を終えグランド
オープン。現
在は約 130 種
が飼育されて
おり，それぞれ
の生態を活かし
た展示方法で，
動物たちのいきいきした姿を観察できます。
所左京区岡崎法勝寺町　岡崎公園内 771-
0210 市バス：岡崎公園動物園前から2分

9 京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

期①3月19日②3月12，20日③1月28日，
2月4，11，18，25，3月4，11，18日④1月
29日，2月19日，3月5日⑤2月26日 ①
②④⑤13：30〜③9：10〜，9：50〜，10：00
〜，10：30〜，13：10〜，13：30〜，15：30〜
場所園内定員①20名②③④⑤なし￥無料（入
園料は必要）申込①必要②〜⑤不要申方①当日
の11：00から正面エントランスにて整理券

（1人1枚）を配布。配布は予定枚数に達し
次第終了。他③ごはんを食べる様子を観察
⑤獣医による動物たちのお話

体 験 ①ロバさんとなかよし
②○○さんのお宅拝見！
③ごはんですよ～！
④飼育員のお話
⑤獣医が行く！

図書館機能と博物館
機能を兼ね備えたマ
ンガの総合博物館。
元小学校の建物を改
修した施設に，マン
ガ資料など約 30万
点所蔵。うち５万冊
は，総延長２００ｍにわたる書架「マンガの壁」
に開架。自由に手に取り読むことができる。
所中京区烏丸通御池上ル 254-7414 地
下鉄：烏丸御池駅から2分

3 京都国際マンガミュージアム
きょうとこくさいまんがみゅーじあむ

期①〜2月5日②3月中旬〜休水曜，2月13，14，20
〜23日 10：00〜18：00（入館17：30まで）￥一
般・大学生800円，中・高校生300円，小学生100円

展 示 ①LOVE♥りぼん♥FUROKU
②「描く！」マンガ展

参 加 館 紹 介
９２館が参加している第２２回京都ミュージアムロード。様々な博物館・美術館を巡って，自分
だけのお気に入りのミュージアムロードを作り，京の文化を体感してください。

1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  
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科学技術の進歩
発展，思想や芸
術の分野で社会
に大きな貢献を
した人に贈られ
る国際賞「京都
賞」。受賞者ゆ
かりの寄贈品の
展示や受賞者からのメッセージ映像の上映を
行い，「京都賞」の理念をわかりやすく伝える。
所左京区吉田下阿達町46	京都大学	稲盛財
団記念館	1階 753-7741 京阪：神宮丸
太町駅から5分

10 京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

期〜3月17日休土・日曜，祝日 10：00〜
16：00￥無料

展 示 京都賞受賞者ゆかりの資料展

古くから日本人の
暮らしに関わって
きた竹。意外と
知られていないそ
の不思議な生態
を再認識できる，
全国でも珍しい
施設です。回遊
式の庭園には普段目にすることのない 100
種もの竹・笹が植栽されています。
所西京区大枝北福西町2丁目300-3 331-
3821 市バス：南福西町（竹林公園前）から5分

11 京都市洛西竹林公園 竹の資料館
きょうとしらくさいちくりんこうえん	たけのしりょうかん

期全日休水曜 9：00〜17：00（入館16：00
まで)￥無料

展 示 竹を知る！―竹って，木？草？

期全日 展示と同じ場所竹林公園生態園
小学生以下は保護者同伴￥無料申込不要

体 験 変竹林（へんちくりん）を探す！

京都西山の麓に
開設した私設の
小さな「鉱物と結
晶」の博物館で
す。館長が約 55
年かかって集めた
鉱物の結晶が展
示されています。
ミュージアムロードの期間に合わせて新たに
「展示資料館」と「カフェ」がオープンします。
所西京区大原野灰方町452 331-0053
阪急バス：灰方から2分

18 髙田クリスタルミュージアム
たかだくりすたるみゅーじあむ

期1月28日〜（木・金・土・日曜開館）休月･
火･水曜 10：00〜16：00￥一般300円，
高・大学生200円，小・中学生100円

展 示 京都西山の地質と岩石

期3月5日 10：00〜12：00場所同館「展示・
資料館」 小学生（中・高学年）保護者同伴
定員30名（子ども15，親15）￥親子で3,000円
（材料費含む。子供１人増加の場合はプラ
ス2,000円）申込必要申方受付窓口，カフェ，電
話（331-0053，10：00〜16：00）他申込締
切：2月25日（定員に達し次第締切）

体 験 「京都西山の岩石標本を作ろう」
－西山の地質と岩石の学習会

世界中の鉱物・
化石・岩石な
ど が 展 示 室
いっぱいにあ
ふれています。
石の楽しさや
ふしぎを体感
してください。
京都府下の鉱物や化石の常設展示の他，期
間中は，益富地学賞受賞作品の展示を行っ
ています。
所上京区出水通烏丸西入中出水町394
441-3280 info@masutomi.or.jp 地
下鉄：丸太町駅から7分

19 益富地学会館
ますとみちがくかいかん

期全日休平日（展示室は土・日曜，祝日のみ
見学可能） 10：00〜16：00￥一般（中学
生以上）200円，小学生以下無料

展 示 益富地学賞受賞作品

期3月5日 10：00〜15：00場所京都市左京
区	大文字山 小学生以上（小学生は保護
者同伴）定員40名￥500円申込必要申方要連絡。
専用の申込用紙を送付

体 験 大文字山“石”見て歩き

島津製作所
が明治の創
業以来製造
してきた理
化 学 器 械，
Ｘ線装置や
事業活動に
関する資料
を展示しています。田中耕一ノーベル化学
賞技術紹介や，実験コーナー，お子様への
記念品つきワークシートも人気です。
所中京区木屋町二条南 255-0980 地下
鉄・市バス：京都市役所前駅から3分

16 島津製作所　創業記念資料館
しまづせいさくしょ　そうぎょうきねんしりょうかん

期全日休水曜 9：30〜17：00（入館16：30
まで）￥一般・大学生300円，中・高校生200
円，小学生以下無料	※20名以上は2割引

展 示 日本の近代科学技術のルーツを探る

期全日 9：30〜16：30場所館内 小学生以
下￥無料申込不要

体 験 遊んで学ぶ“科学のふしぎ”

森林総合研究所
関西支所の主な
研究内容のパネ
ル紹介や，森林
性野生動物の剥
製（触れます）・
ミニチュア版森
林用ドロップネッ
ト・樹木材鑑の顕微鏡観察などの体験型展
示物，また森林に関する図書もあります。
所伏見区桃山町永井久太郎68 611-
1201 近鉄，京阪：丹波橋駅から10分

17 森林総合研究所関西支所　森の展示館
しんりんそうごうけんきゅうしょかんさいししょ　もりのてんじかん

期〜3月17日休土・日曜，祝日 9：00〜
16：00（12：00〜13：00は除く）￥無料

展 示 環境にやさしい方法でつくる
セルロースナノファイバー

ナウマンゾウの
化石，恐竜の
足跡化石，天
才チンパンジー
「アイ」ちゃん
との知恵比べ，
熱帯雨林のジ
オラマ，古文
書，考古学資料，木製蒸気機関車など，他
では見られない展示品が数多くあります。
所左京区吉田本町 753-3272 市バス：
百万遍から2分

13 京都大学総合博物館
きょうとだいがくそうごうはくぶつかん

期〜2月12日休月・火曜 9：30〜16：30
（入館16：00まで）￥一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円	※20名以上は
団体割引あり，障がい者手帳をお持ちの方
とその付き添いの方1人，70歳以上の方は
無料（要証明証）

展 示 特別展　日本の表装－紙と絹の文化を支える－

期毎週土曜 10：00〜16：00場所1階ロビー
￥無料（入館料は必要）申込不要

体 験 子ども博物館

平成 28 年 4 月
29 日にグラン
ドオープンした，
鉄道を総合的に
紹介する博物館
です。本物の SL
への乗車体験や，
JR 西日本社員が
展示を使って行うワークショップなど，ここで
しかできない体験がたくさんあります。
所下京区観喜寺町 323-7334 市バス：
梅小路公園前から2分

14 京都鉄道博物館
きょうとてつどうはくぶつかん

期1月26日〜休水曜 10：00〜17：30（入
館17：00まで）￥一般1,200円，高・大学生
1,000円，小・中学生500円

展 示 写真で振り返る京都市電

１年で最も寒
い，この時期
ならではの植
物園をご覧くだ
さい。 ロウバ
イ，ツバキ，ウ
メ，フクジュソ
ウ，セツブンソ
ウ，クリスマスローズ，クロッカスなどが見頃。
冷えた身体は日本最大級の観覧温室で熱帯
植物を見ながら暖めましょう。
所左京区下鴨半木町 701-0141 地下
鉄：北山駅3番出口すぐ

15 京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

期2月10日〜休なし 9：00〜17：00￥一
般・大学生200円，高校生150円，中学生以
下無料	※70歳以上の方，障がい者手帳を
お持ちの方は証明提示で無料

展 示 第12回早春の草花展

京都・梅小路公園
内に２０１２年３月に
オープンした水族
館。「水と共につな
がる，いのち。」を
コンセプトに，源
流から海にいたる
つながりと，多くの
いのちが共生する生態系を再現しています。
所下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）
354-3130 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

12 京都水族館
きょうとすいぞくかん

期全日休なし（施設点検，気象状況などで臨
時休業の場合あり） 10：00〜18：00（入
館受付等17：00まで）￥一般2,050円，高・
大学生1,550円，小・中学生1,000円，幼児
（3歳以上）600円※中・高・大学生はチケッ
ト売場で生徒手帳を提示。障がい者手帳提
示の方と同伴者１名は入場料半額

展 示 約5,000匹のイワシやアマダイなど京都
の豊かな海を再現した「京の海」エリア

21㊋ 22㊌ 23㊍ 24㊎ 25土 26日 27㊊ 28㊋　 3月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20月

休 休み 開館時間・実施時間 ￥ 入館料・参加費 ※期 休日 ￥等は，すべて第22回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。場所 実施場所 対象 定員 定員 申込 事前申込 申方 申込方法 他 その他，備考
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平安京の北西
（乾）の方角，
「天門」に鎮座
する当宮は，日
本文化の礎と
なった天神信仰
発祥の神社で
す。 宝物殿で
は，千有余年の天神信仰を物語る貴重な神
宝類・奉納品を多数収蔵しており，天神美
術の殿堂と呼ばれる所以がここにあります。
所上京区馬喰町 461-0005 市バス：北
野天満宮前からすぐ

21 北野天満宮 宝物殿
きたのてんまんぐう	ほうもつでん

期2月上旬〜3月中旬（梅苑開苑期間中）休
なし 9：00〜16：00￥一般・大学生300
円，中・高校生250円，小学生150円

展 示 北野天満宮 御神宝

『源氏物語』を彩る
草木をはじめ百種余
りの植物が植栽され，
四季の情趣を味わう
とともに，日本庭園
の作庭様式の歴史を
ひと巡りで見ることが
できます。３月２２日までは「日本画の四季展」
を，２月中旬から３月中旬はしだれ梅が咲き
におい，椿が美しい梅林をお楽しみください。
所伏見区中島鳥羽離宮町7 623-0846
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

23 城南宮神苑水石亭
じょうなんぐうしんえんすいせきてい

期全日休なし 9：30〜16：30（入館16：00
まで）￥一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

展 示 日本画の四季

本能寺は創建六百年。
他宗派による破却や
本能寺の変などの戦
乱・大火によって５度
の焼失や７度の再建を
繰り返してきた。この
ような災禍をくぐり，
守り抜かれてきた宝物
をご覧ください。
所中京区下本能寺前町522-1 231 -
5335 地下鉄：京都市役所前駅からすぐ

27 本能寺 大寶殿
ほんのうじ	だいほうでん

期全日休なし 9：00〜17：00（入館16：30
まで）￥一般・大学生500円，中・高校生300
円，小学生250円	※修学旅行生・障がい者
200円，30名以上団体割引あり

展 示 春の寺宝展

元 和 元 年
（１６１５年）創
業の老舗綿布
商。明治〜昭
和初期にかけ
て自社で製造し
ていた当時の
手ぬぐいを展
示。現代でも通用する美的センスとユーモ
ア，当時でしか表現できなかったデザインな
ど，歴史的価値も高い。
所中京区室町通三条上ル役行者町３６８
256-7881 地下鉄：烏丸御池駅から３分

28 永楽屋細辻伊兵衛商店　町家手拭ギャラリー
えいらくやほそつじいへえしょうてん　まちやてぬぐいぎゃらりー

期全日休なし 11：00〜19：00￥無料
展 示 昭和初期手ぬぐい展

昭和１１年に
西陣織の店
兼住まいとし
て建てられ
た，梁や柱・
明かり取りの
天窓など西
陣の伝統的
な家屋を活かした織のミュージアム。時代衣
装・全国の手織物・復原の能装束の展示。
工場見学，手織り体験もできる（要予約）。
所上京区浄福寺通上立売上ル大黒町693
431-0020FAX415-2590 市バス：今出川浄
福寺から8分

29 織成舘
おりなすかん

期全日休月曜（祝日の場合開館） 10：00
〜16：00￥一般・大学生500円，高校生以
下350円	※団体割引（10名以上）500円
→400円，350円→300円申込不要※団体の
場合必要申方FAX

展 示 西陣織り　手織りミュージアム

豊臣秀吉公の遺
徳・業績を顕彰す
るため大正 14 年
に開館。桃山絵
画の傑作「豊国
祭礼図屏風」を始
め，豪華な高台寺
蒔絵が施された調度類等，桃山時代の様々
な美術工芸品・歴史史料を展示している。
所東山区茶屋町530 561-3802 市バ
ス：博物館三十三間堂前から5分 京阪：七条
駅から10分

24 豊国神社宝物館
とよくにじんじゃほうもつかん

期全日休なし 9：00〜17：00（受付16：30ま
で）￥一般300円，高・大学生200円，小・中学生
100円	※障がい者手帳をお持ちの方は2割引

展 示 豊臣家の遺宝

藤森神社は平安遷都以前より深草に鎮座す
る古社であり，勝運の神として信仰篤い。
宝物殿には大鎧や刀大筒等戦に因んだ社宝
百点余りを展示し，中でも南北朝時代に高
貴な武将が用いた紫絲威大鎧（重文）は格
調が高い。
所伏見区深草鳥居崎町609 641-1045
ＪＲ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

25 藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

期全日休なし 9：00〜17：00￥志納金
展 示 社宝と馬のミニチュア展郷土玩具

光格天皇拝領の有職雛をはじめ多数の雛や
皇女和宮ゆかりの品を展示。熊谷椿，月光椿，
村娘椿などの名木が咲き誇る華やかなお庭
や，京都市指定有形文化財に指定されてい
る建物の中，春の人形展をお楽しみください。
所上京区寺之内通堀川東入ル百々町547
451-1550 市バス：堀川寺ノ内から1分

26 宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

期3月1日〜休なし 10：00〜16：00（15：30
受付終了）￥一般（高校生以上）600円，小・中
学生300円

展 示 春の人形展

高台寺とその関連寺
院に伝来した宝物を
展示公開しています。
豊臣家関連の品物は ,
桃山時代の最高級品
であり，寺院に伝来し
た資料類と共に紹介
しています。小さいな
がらも美術工芸と歴
史を充分に味わうこと
ができる場所です。
所東山区高台寺下河原530　京・洛市「ね
ね」2階 561-1414 市バス：東山安井か
ら5分

22 高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

期〜2月19日休なし 9：30〜18：00￥一
般300円，高・大学生250円（中・高校生は
高台寺の拝観料も含む）

展 示 寿ぎの美と伝来の書

１８８９年（明治
２２年）に開館。
収蔵品は織物
文化の歴史を
物語る染織品，
古書類，美術
工芸織物の原
画類，試織を合
わせて約１６万
点に及びます。日本の織物文化の流れを楽
しんでご鑑賞いただければ幸いです。
所左京区静市市原町265 741-4120 叡
電：市原駅から5分

30 川島織物セルコン　織物文化館
かわしまおりものせるこん　おりものぶんかかん

期全日休土・日曜，祝日 10：00〜16：30
（入館16：00まで）￥無料 申込必要 申方電話
（予約専用番号741-4323）

展 示 生誕300年記念 京絵師若冲を世界へ

期全日 13：00〜14：00　※12：50集合
場所川島織物セルコン市原事業所（織物文化
館隣接）定員各日10名￥無料申込不要

体 験 緞帳の大きさを実感！織物文化館と手織工場見学

見て・触れて・感じる
体験型のエコ展示を
通して，地球規模で
の環境問題から，京
都ならではのエコロ
ジーの知恵まで学ぶ
ことができます。環境
に関する雑誌や絵本などの図書，映像資料
等も充実しています。イベントも多数開催。
所伏見区深草池ノ内町13 641-0911 京
阪：藤森駅から5分，近鉄：竹田駅から12分

20 京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

期①〜1月31日②2月10日〜休木曜 	
9：00〜17：00￥無料

展 示 ①共同主催型企画展「『海のエコラベル』
を知っていますか？～持続可能な漁業
の証・MSCと『海のエコラベル』展～」

②企画展「もり森
も り

 もく木
も く

 りん林
り ん

 展～山
の木から，暮らしの木まで～」

期①2月5日②毎週日曜，祝日 ①13：00
〜15：00②16：00〜16：20場所館内 ①子
ども（主に幼児，小学生）②どなたでも（小学
3年生以下は保護者同伴）定員①なし②20名
程度￥無料申込不要

体 験 ①かえっこバザールinエコセン
②ちきゅまるひろば

所 住所 電話番号（市外局番“075-”省略） FAX FAX番号（市外局番“075-”省略） Eメール 電車の最寄駅 バスの最寄停留所 期 休みを除く開催期間 日 実施日体験企画体 験展示企画展 示

1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  
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期毎日 10 :00〜14 :00 場所館内 中
学生以上 定員 5名￥一般5,800円，学生
4,500円申込必要申方電話，FAX，HP(www.
nishijinori.jp）他体験時間は約3時間，サ
イズは20㎝×180㎝

体 験 西陣手織体験　純国産絹糸でマフラーを織ってみませんか！

近 代 建 築 の
父「武田五一」
と数奇屋の名工
「上坂浅次郎」
が設計した伝
統的な「大塀
造」建築の代
表例。館内で
は祇園祭の「屏風飾」や大正期の華やかな
長じゅばんを展示。京都市指定有形文化財。
所中京区新町通六角上る三条町340 241-
0215 地下鉄：烏丸御池駅6番出口から5分

32 京のじゅばん＆町家の美術館　紫織庵
きょうのじゅばんとまちやのびじゅつかん　しおりあん

期①全日②3月8日〜休2月1，2，3，7，14，
21日，3月1，2，3，7日 10：00〜17：30
（入館17：00まで）￥一般・大学生800円，
中・高校生350円，小学生以下無料（但し，
保護者の同伴のみ入館可）

展 示 ①長じゅばんの歴史とおもしろ柄長じゅばん展
②大正・昭和初期の刺繍半衿下絵と復刻

刺繍半衿展

弘治元年（１５５５）
創業の京友禅の
老舗・千總が蒐
集した江戸〜昭
和にかけての美
術品，染織品，
古文書などの膨
大なコレクション
は約２万点。４６０余年の歴史を物語るその
所蔵品を季節ごとに公開しています。
所中京区三条通烏丸西入御倉町80	千總本社ビル
2階 221-3133 地下鉄：烏丸御池駅から3分

33 千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

期全日休水曜（展示替え等で休館の場合あ
り） 9：30〜18：00￥無料

展 示 染織品

リニューアルした
3階では，人気の
きものショー，西
陣織の展示見学，
セレクトショップで
お買い物，オリジ
ナルの帽子・バッ
クなどの注文や自
分で製作することも可能です。また，レンタ
ルきもので街を散策することも出来ます。
所上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町
414 451-9231FAX432-6156 市バス：堀
川今出川から1分

34 西陣織会館
にしじんおりかいかん

期全日休なし 10：00〜18：00￥無料
展 示 西陣呼称550年記念展「西陣 温故知新」

三条釜座でおよそ四百年にわたり‘茶の湯
釜’の伝統と技を守り続ける千家十職の釜師・
大西家。美術館では，大西家に伝わる茶の
湯釜をはじめとする茶道具類を公開。会期
中には釜に触れて鑑賞する茶会・鑑賞会等
も開催。
所中京区三条通新町西入釜座町18-1
221-2881 地下鉄：烏丸御池駅から5分
市バス：堀川三条から5分

36 大西清右衛門美術館
おおにしせいうえもんびじゅつかん

期3月4日〜休月曜 10：00〜16：30（入
館16：00まで）￥一般900円，大学生500
円，高校生以下無料	※薄茶とお菓子700
円申込不要 （10名以上の団体での呈茶は電
話予約要）

展 示 幕末から明治 茶の湯釜の美

江戸時代のお辨
當（弁当）箱を
多数展示してい
ます。花見，川
遊びなど季節に
合わせた蒔絵，
茶釜を模したも
の等，当時の町
衆が食を楽しんでいる様子，職人の遊び心
や技がうかがえます。半兵衛麩の２階にござ
います。
所東山区問屋町通五条下ル二丁目上人町
433 525-0008 京阪：清水五条駅から1分

37 お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

期全日休なし 9：00〜17：00￥無料
展 示 江戸時代のお弁当（辨當）箱の展示

京菓子作りには欠か
せない木型や図案帳
の他，糖芸菓子も多
数展示。菓子の本
場ならではの華やか
で繊細な匠の技を御
覧いただけます。併
設の茶室では，作り
たての京菓子とお抹茶もご用意しております
（有料）。
所上京区烏丸通上立売上る柳図子町331-
2 432-3101 地下鉄：今出川駅から5分

38 京菓子資料館
きょうがししりょうかん

期全日休水曜 10：00〜17：00￥無料(茶
席ご利用の場合一人700円が必要，5名以
上で予約の場合は一人500円)申込不要(但
し5名以上の場合は電話申込要）

展 示 和菓子のあゆみ

京都が世界に誇る伝統
工芸品。その美しさ，
素晴らしさを広く発信す
べく，各工芸を代表する
作家作品ならびに京都
伝統工芸大学校学生の
作品を常設展示していま
す。また，工芸品の制
作工程を見られる実演
コーナーもあります。
所中京区烏丸三条上ル場之町606 229-
1010 地下鉄：烏丸御池駅すぐ

39 京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

期①2月10〜19日②2月24〜28日③3月
10〜13日休水曜 10：00〜18：00（入館
17：30まで）￥一般300円，中・高・大学生
100円，小学生以下無料	※和服着用の方
無料，卒業制作展会期中無料

展 示 ①京都伝統工芸大学校 卒業制作展
②京都美術工芸大学 卒業制作展
③京都建築大学校 卒業制作展

京の歴史と技を
伝える伝統工芸
品 74 品目，約
500 点を一堂
に集め，体系的
に紹介する国内
有数の展示場
です。職人による実演や芸舞妓舞台，摺型
友禅染体験（有料）もお楽しみいただけます。
それぞれ詳しくはお問い合わせ下さい。
所左京区岡崎成勝寺町9-1	京都市勧業館み
やこめっせ地下1階 762-2670 市バス：
岡崎公園	ロームシアター京都・みやこめっせ
前から1分

40 京都伝統産業ふれあい館
きょうとでんとうさんぎょうふれあいかん

期3月4日〜休なし 9：00〜17：00（入館
16：30まで）￥無料他同館ギャラリーにて
開催

展 示 京都市伝統産業技術功労者　顕彰記念作品展

期毎週日曜 9：30〜16：00（随時受付）
場所同館体験コーナー 制限なし（小さいお
子様は親子で体験，1人での参加は小学生
以上推奨）定員最大席数約24席￥900円〜
2,000円	※メニューにより異なる（ハンカ
チ小900円，うちわ1,200円等）申込不要他
団体は平日・土曜・祝日に受付（2週間前ま
でに要予約。詳しくはお問い合せ下さい。）

体 験 摺型友禅染体験

室町時代に足利氏
によって確立した京
都の文化の内，最
も多くの人に親しま
れた茶の湯（呈茶），
香の文化である聞
香，邦楽の鑑賞と
いずれも道の世界
を解説付きで楽しんでいただく趣向です。
正月月の為ぜんざいの振舞いがあります。
所上京区出水通室町東入近衛町47-2
441-5640 FAX441-5311 地下鉄：丸太町
駅から10分

41 京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

期全日休土・日曜，祝日 10：30〜15：30￥
一般300円，大学生以下無料 申込必要 申方電
話，FAX

展 示 冬の京都「茶・香・楽」の名品と出合う

550 年以上の歴史
を持ついけばなに
関する花伝書・絵
図・花器や，池坊
が住職を務める六
角堂（頂法寺）の
古文書，発掘調査
の出土品などを展示しています。
所中京区六角通東洞院西入堂之前町248
221-2686 kengaku@ikenobo.jp 地
下鉄：烏丸御池駅から3分

35 いけばな資料館
いけばなしりょうかん

期①全日②2月11，12日休②の期間以外
の土・日曜，祝日 9：00〜16：00￥無料申込
必要，②のみ不要申方電話，メール

展 示 ①常設展示「目で見るいけばなの流れ」
②常設展示＋冬の屏風・掛軸（土日開館）

「絞り染め」は１３００年
の歴史を誇り，最も高
級な着物の一つです。
当館は絞り染めの額，
屏風等を製作，コレク
ションし展示。小物，
スカーフ等のグッズも
充実。絞り体験は日本
で唯一，絹の布を絞り，
染めまで体験。
所中京区押小路通御池南入 221-4252
地下鉄：二条城前駅から5分

31 京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

期全日休2月1日，3月1日 9：00〜17：00￥
500円

展 示 ーダビンチ，ゴッホ，若冲ー　世界の名画に絞りで挑戦！！

休 休み 開館時間・実施時間 ￥ 入館料・参加費 ※期 休日 ￥等は，すべて第22回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。場所 実施場所 対象 定員 定員 申込 事前申込 申方 申込方法 他 その他，備考
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京の食文化にま
つわる様々な展
示や，その食文
化を支え続けて
きた京都市中央
市場の役割の
解説のほか，実際に参加・体験できる料理
教室や講演会などを開催。また，京都府下
の名産加工品や市場内の商品を集めた物販
コーナーもあり。
所下京区中堂寺南町130	京都青果センター
3階 321-8680 JR：丹波口駅から3分
市バス：京都リサーチパーク前から2分

42 京の食文化ミュージアム・あじわい館
きょうのしょくぶんかみゅーじあむ・あじわいかん

期1月26日〜休水曜 8：30〜17：00￥無料
展 示 京の食文化展示

期2月18日，3月11日 10：30〜12：30場所
館内定員各日先着300名￥無料申込不要他両日
とも，10：30〜，11：15〜，12：00〜の3回各
100食，合計300食。各回無くなり次第終了。

体 験 京都市中央市場「食彩市」連携イベント。
京都の行事食など市場流通食材を使用し
た料理の試食会（先着300名）

茶碗や掛物などの
茶道具や美術工芸
品，裏千家を代表
する茶室「又隠（ゆ
ういん）」内部の
写しを展示する美
術館。入館者に呈
茶があり，茶道関
係の図書閲覧室（休館日は異なる）もある。
所上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町682
431-6474 市バス：堀川寺ノ内から3分

46 茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

期全日休月曜（3月20日は開館），2月6〜27
日 9：30〜16：30（入館と呈茶は16：00ま
で）￥一般700円，大学生400円，中・高校生
300円，小学生以下無料	※20名以上団体
割引

展 示 新春展　描かれた茶の湯
併設展　春のくらしと茶道具

期開館日の全日 10：00〜16：00場所館内
呈茶席￥無料（入館料は必要）申込不要

体 験 初めての茶道体験　－お抹茶を飲んでみよう－

画家・遠藤剛熈の重
厚で透明で生命感あ
ふれる油彩画，下絵
ではなくそれ自体で独
立した作品の一筆入
魂のデッサン，両者の
綜合を試みた近年の
作品など，大自然へ
の畏敬と愛，妥協の
ない塊の表現をご覧く
ださい。
所下京区猪熊通高辻下る高辻猪熊町349
822-7001 FAX801-0626 info@gohki.
com 阪急：大宮駅から7分 市バス：堀川
松原から3分

51 遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

期全 日休月曜（祝日の場合は翌日） 	
10：00〜17：00￥一般500円，高・大学生
400円，小・中学生200円 申込必要 申方電話，
FAX，Eメール，ＨＰのお問合せから（http://
www.gohki.com/）

展 示 新春展

期2月11・25日，3月11・25日 14：00〜
17：00場所館内3階 制限なし（親子歓迎）定員
10名￥1,000円（入館料含む）申込必要申方「展
示」と同じ他当日は汚れてもいい服装で参
加。作品は後日当館で受け取りか郵送。

体 験 初めての油絵体験コーナー

平成大佛師の作品約
１６０点を展示。木彫
による高度な技を通
して，人々の心に寄
り添うみほとけの姿
は温かい。
所上京区下長者町通
室町西入ル西鷹司町16 332-7974（松本
工房） 地下鉄：丸太町駅から12分 市バ
ス：堀川下長者町から7分

47 松本明慶佛像彫刻美術館
まつもとみょうけいぶつぞうちょうこくびじゅつかん

期2・3月共に，4，5，18，19日休開催日以
外は休館 10：00〜17：00（入館16：30ま
で）￥無料

展 示 苦楽を共に生きる　みほとけとの出逢い

一燈園の創始
者，西田天香は
平和を追求・実
践した人で，日
本のガンディー，
トルストイと云
われた。その墨
跡，遺品等や，
ガンディー愛用の手紡車，アウシュビッツの
聖人コルべ神父から信託されたマリヤ像，棟
方志功の「釈迦十大弟子」等を展示。
所山科区四ノ宮柳山町8 595-2090 京
阪：四宮駅から7分

50 一燈園資料館「香倉院」
いっとうえんしりょうかん　こうそういん

期全日休日曜，祝日，第2第4土曜（予約開館
可能） 10：00〜17：00￥一般500円，中・
高・大学生400円，小学生無料

展 示 郷土玩具展

京焼・清水焼の
生産地「清水焼
団地」にあるア
ンテナショップ。
京焼・清水焼を
展示販売してい
るほか陶芸体験
の予約も受け付けしています。「清水焼団地」
のマップも配布しています。
所山科区川田清水団地町10-2 581-
6188 各線：山科駅から京阪バスで約20分

43 清水焼の郷会館
きよみずやきのさとかいかん

期全日休なし 9：00〜17：00￥無料
展 示 京焼・清水焼の展示販売

笠置屋の屋号で
寛永１４年（１６３７
年）に創業した
月桂冠の資料
館。明治４２年築
の酒蔵を利用し，
酒造りの工程と
月桂冠の歴史を
紹介している。館内には酒造りの歌が流れ，
中庭の井戸ではまろやかな名水も味わえる。
所伏見区南浜町247 623-2056 京阪：
中書島駅から5分

44 月桂冠 大倉記念館
げっけいかん	おおくらきねんかん

期全日休なし 9：30〜16：30￥一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円申込不要

（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見学
は電話予約要）

展 示 伏見の酒造りや日本酒の歴史，文化を紹介

期〜3月17日休土・日曜，祝日 10：00〜
15：00	※香房見学は10：00〜12：00，	
13：30〜15：00，所要時間40分（要予約）
￥無料申込必要（香房見学）申方電話

展 示 ミニ展示コーナー～時を刻むお線香～

明 治３４年
創業より当
社は商品開
発を目的と
して染織資
料を収集し，
現在その数
は２５００点余
りとなっています。創業１００周年に染織資料
を公開する場としてギャラリーを開設し布帛
の織りなす文化を発信しています。
所中京区室町通六角下ル鯉山町510
221-0381 kyoto@japan-furoshiki.
jp 阪急：烏丸駅，地下鉄：烏丸御池駅から5
分

48 宮井ふろしき・袱紗ギャラリー
みやいふろしき・ふくさぎゃらりー

期全日休土・日曜，祝日 10：00〜17：00
（入館16：30まで）￥500円

展 示 「ご長寿祝のふくさ・ふろしき展」

期①2月23日②3月5日③3月12日④3月
20日 ①②13：30〜15：00③13：30〜
14：30④13：30〜16：00場所館内 ③④は
小学生以上の親子定員①②10名，③④5組
（親子）￥①②④1,000円，③500円申込必
要申方電話（221-0389），メール

体 験 ①「ふろしきの日」包み方体験教室
②春のふろしき体験教室
③親子ふろしき講座
④親子でつくろう！Myふろしき工房

京の伝統文化を楽しく
学べるかるちゃー体験
館。京銘菓「生八つ
橋」の手づくり体験を
はじめとする20数種
類の体験や，京の創
作おばんざいをビュッ
フェ形式で食すダイニ
ング等，幅広く京都を体感して頂けます。
所右京区西京極郡町８ 316-0415 FAX315-
9706 info@yatuhasian.jp 市バス：西
京極からすぐ 阪急：西京極駅から15分

49 八つ橋庵かけはし
やつはしあんかけはし

期全日 ①10：00〜13：30の間で随時（体
験時間約80分）②は①と同じで体験時間は
約50分場所①八つ橋庵かけはし②八つ橋庵
しゃなり（左京区南禅寺草川町69-1，地下
鉄：蹴上駅から5分） 小学生以上（小学生
は保護者同伴）定員2〜30名￥①2,160円②
1,080円申込必要申方前日12時までに電話，
FAX，メール，HP予約フォームより

体 験 ①食育プログラム　和食の「だし」づくり
とお手製お食事体験

②生地から作る 八つ橋手づくり体験

所 住所 電話番号（市外局番“075-”省略） FAX FAX番号（市外局番“075-”省略） Eメール 電車の最寄駅 バスの最寄停留所 期 休みを除く開催期間 日 実施日体験企画体 験展示企画展 示

1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  
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京都本店の 2階にある香
房にて，お線香の製造工
程を見学していただきま
す。職人たちが織りなす
伝統の技，お香の原料な
どをご覧いただけます。
所中京区烏丸通二条上ル
東側 212-5591 地下
鉄：丸太町駅から3分

45 香老舗 松栄堂 京都本店 香房
こうろうほ	しょうえいどう	きょうとほんてん	こうぼう B

B
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名品に出会う施設

期2月4日 ①11：00〜②14：00〜（各1時
間程度）場所館内 13歳〜80歳位まで定員20
名￥1,000円申込必要他電話，FAX

体 験 「茶・香・楽」の名品の中で呈茶・聞香を体
験，その後邦楽の演奏を由来と共に聞く
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世界最古のオルゴー
ルをはじめ，大型アン
ティークのオルゴール
やオートマタの演奏解
説を聴いて頂く博物
館。オルゴールショッ
プ，オルゴールカフェ
も併設しております。
癒しのひと時をお過ごし下さい。
所右京区嵯峨天龍寺立石町1-38 865-
1020 ＪＲ：嵯峨嵐山駅，嵐電：嵐山駅から5
分

52 京都嵐山オルゴール博物館
きょうとあらしやまおるごーるはくぶつかん

期全日休火曜（但し不定休があるため，電話，
ＨＰで要確認） 1・2月は10：00〜17：00，
3月は10：00〜18：00（閉館30分前受付終
了）￥一般１０００円，大学生７００円，中・高校生
６００円，小学生３００円	※身体障がい者，同
伴者500円，65歳以上700円，着物割800
円	その他割引有

展 示 可憐なさえずり，200年の時を超えて
2017 シンギングバード展

期全日 1・2月は16：00，3月は17：00まで
場所１階オルゴールカフェ￥1,500円申込必要
申方電話

体 験 手作りオルゴール

緑豊かな岡崎公園
内にある京都国立
近代美術館は，関
西の美術に比重をお
きつつ，国内外の近・
現代美術作品の収
集，保管，調査研究，
展示を行っています。特に京都の近代日本
画や工芸作品は優品がそろっています。
所左京区岡崎円勝寺町 761-4111 市バ
ス：岡崎公園	美術館・平安神宮前すぐ 地下
鉄：東山駅から10分

55 京都国立近代美術館
きょうとこくりつきんだいびじゅつかん

期①全日 ②〜2月12日 ③3月1日〜休月曜
（3月20日は開館），2月14日 9：30〜17：00
（入館16：30まで）￥一般430円，大学生130
円，高校生以下無料	※展示②③は観覧料が
異なる。

展 示 ①コレクション展
②茶碗の中の宇宙 樂家―子相伝の芸術
③endless 山田正亮の絵画

ギャラリーフロールで
は，本学の所蔵資料
（美術作品を中心に
工芸・民俗資料など
12,000 点超）から，
テーマを設けて紹介す
る所蔵品展，学外作
品を紹介する企画展，在学生・卒業生や教
職員による申請展等を開催しています。
所左京区岩倉木野町137 702-5263 叡
電：京都精華大学前駅からすぐ，地下鉄：国際
会館駅下車，3番出口よりスクールバス

58 京都精華大学　情報館・ギャラリーフロール
きょうとせいかだいがく　じょうほうかん・ぎゃらりーふろーる

期2月6〜11日休なし 10：00〜18：00￥無料

展 示 創造的ドローイング ―作家になるために 
How to be an artist―

国内外の優れたグラ
フィックデザインと
アートにまつわる企画
展を開催するギャラ
リーです。時代の流
行や風俗を反映する
優れた作品の展示と
併せて，デザイナーやアーティストによる講
演会やワークショップなどを行っています。
所右京区太秦上刑部町10 871‐1480
地下鉄：太秦天神川駅1番出口から3分

59 京都dddギャラリー
きょうとでぃーでぃーでぃーぎゃらりー

期〜3月18日休日曜，祝日※1月29日は特
別開館 11：00〜19：00（土曜・1月29日
は18：00まで）￥無料

展 示 京都ｄｄｄギャラリー第211回企画展
グラフィックとミュージック（CCGAから巡回）

京都ゆかりの優品
を折々の企画に
あわせて紹介する
他，京都府所蔵の
名作映画を上映。
また，年間を通し
て多彩な特別展
を開催。別館は
旧日本銀行京都支店の建物で国の重要文化
財。ろうじ店舗では食事や買物も楽しめる。
所中京区三条高倉 222-0888 地下鉄：
烏丸御池駅から3分

60 京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

期①〜2月12日②2月25日〜③〜2月19日休
月曜（祝日の場合は開館，翌日休館） 10：00
〜19：30※特別展は18：00（金曜19：30），入館
は30分前まで￥一般500円，大学生400円，高
校生以下無料※特別展は別途料金が必要

展 示 ①Kyoto Art for Tomorrow―
　京都府新鋭選抜展2017
②戦国時代展―A CENTURY of DREAMS―
③日本の表装―掛軸の歴史と装い―

明治３０年に帝国京都
博物館として開館。
所蔵品・寄託品をあ
わせ約 13,000 件の
文化財を収蔵し，千
年の都京都を中心と
した文化財の保存・
研究・展示を進めている。平成知新館では，
平常展示のほか，年数回特別展を開催。
所東山区茶屋町527 525-2473 市バ
ス：博物館・三十三間堂前からすぐ 京阪：七
条駅から7分

56 京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

期2月18日〜休2月20,27日，3月6,13日
9：30〜17：00（金・土曜は20：00まで。入

館は閉館30分前まで）￥一般520円，大学
生260円，高校生以下および満18歳未満，
満70歳以上は無料

展 示 特集陳列「雛まつりと人形」

昭和８年，昭和天皇即
位の大礼を記念して，
国内２番目の大規模
公立美術館として開
館。公立美術館で現
存する最古の建物と
なる外観，戦前から続
く京展（戦前は「市展」），海外展や企画展
の開催など，多くの人々に親しまれています。
所左京区岡崎円勝寺町124 771-4334
地下鉄：東山駅から10分 市バス：岡崎公園	
美術館・平安神宮前からすぐ

57 京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

期3月7日〜休月曜（祝日の場合は開館） 	
9：00〜17：00（入館16：30まで）￥一般900
円，高・大学生600円，小・中学生400円	※20
名以上の団体は各100円引，京都市内在住の
70歳以上の方，小・中学生及び高校生等は無料

展 示 2016京展

元明倫小学校
の建物を活用
し若手芸術家
の支援等を行
う京都におけ
る芸術振興の
拠点施設。展
覧会，伝統芸
能，演劇，音楽，ダンス等様々な催しを開催。
芸術文化関連の図書室や情報コーナー，教
室の雰囲気を残したカフェや談話室もある。
所中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-
2 213-1000 地下鉄：四条駅，阪急：烏丸
駅から5分 市バス：四条烏丸から5分

53 京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

期①〜2月11日②〜2月7日③2月18日〜
休なし 10：00〜22：00（ギャラリー（展覧
会）は20：00閉場）￥無料

展 示 ①藝文京展2017
②京の文化絵巻Ⅱ～The Exhibition～
③キュレータードラフト2017展

昭和５５年に
設 立 さ れ，
本学前身の
京都高等工
芸学校創設
時（明治３５
年）から教
材として収
集してきた資料約５，１００件（約５１，０００点）
を所蔵し，所蔵資料について教育研究を行
い，さらに展示を目的とする施設です。
所左京区松ヶ崎橋上町 724-7924 地下
鉄：松ヶ崎駅から10分

54 京都工芸繊維大学美術工芸資料館
きょうとこうげいせんいだいがくびじゅつこうげいしりょうかん

期①〜2月18日 ②〜2月27日 ③2月27日
〜休日曜・祝日，2月25日，3月13日 10：00
〜17：00（入館16：30まで）￥一般200円，
大学生150円，高校生以下無料	※京都・大
学ミュージアム連携所属大学の学生・院生は
学生証提示で無料

展 示 ①守住勇魚と教材展
②新人アーティスト育成事業展
③里見宗次展

電動式や，舞妓さ
んの形，壷などユ
ニークな万華鏡を
常時５０点程展示
し，手にとり自由
に見ることができ
ます。部屋全体に
映る投影式万華鏡
（毎時５分間）や世界に一つ，あなただけの
万華鏡が作れる教室も随時開催しています。
所中京区姉小路通東洞院東入ル曇華院前町
706-3 FAX254-7902 地下鉄：烏丸御池
駅から3分

61 京都万華鏡ミュージアム
きょうとまんげきょうみゅーじあむ

期①〜2月3日②2月4日〜休月曜（祝日の
場合は翌日休館） 10：00〜18：00（受付
17：30まで）￥一般・高・大学生300円，小・
中学生200円，幼児無料申込不要(但し5名以
上の場合要予約）

展 示 ①輝く冬の万華鏡展
②春待つ万華鏡展

期①1月28日②2月25日③3月19日
①11：00〜12：00，13：30〜15：00②③	
13：30〜15：00場所館内定員各20人￥①ラップ
の芯2,000円，ペットボトル3,000円②5,000
円③9,000円申込必要申方電話またはFAX

体 験 万華鏡作家を招いて本格的な万華鏡を作ろう！！
①エコクラフト万華鏡（ラップの芯，ペットボトル使用）
②京の色あそび万華鏡
③ウェディングスコープ

休 休み 開館時間・実施時間 ￥ 入館料・参加費 ※期 休日 ￥等は，すべて第22回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。場所 実施場所 対象 定員 定員 申込 事前申込 申方 申込方法 他 その他，備考

21㊋ 22㊌ 23㊍ 24㊎ 25土 26日 27㊊ 28㊋　 3月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20月
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伝統ある京仏壇・
京仏具の製作工
程にかかわる多
くの資料や道具，
品質の違いがひ
と目で分かる名
品逸品を公開し，
「伝統の技」「本
物の素晴らしさ」をお伝えしています。
所山科区西野山百々町88 341-4121
京阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

64 小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

期火 曜 〜 金 曜 日休土・日・月曜，祝日 	
10：00，13：00，15：00〜17：00￥無料申込必要
申方電話※来場希望の7営業日前までに要予約

展 示 伝統工芸品

期火曜〜金曜日 10：00〜，13：00〜，	
15：00〜場所館内 小学3年生以上定員30名
まで￥500円申込必要申方「展示」と同じ

体 験 金箔押体験

京都中央信用金庫や公
益財団法人中信美術奨
励基金に関係する芸術
家の企画展を年５回程開
催。小さな美術館なら
ではの特長を生かし，鑑
賞者自身のペースでゆっ
くりと楽しめます。外観・
内装も印象的で建物探
訪も楽しみの一つに。
所上京区下立売通油小路東入西大路町136-
3 417-2323 市バス：堀川下立売から2分
地下鉄：丸太町駅から10分

65 中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

期2月15日〜3月15日休月曜 10：00〜
17：00（入館16：45まで）￥無料

展 示 版画家　吉原 英雄展

日本画家，橋本
関雪記念館の造
営した庭園と，
彼の作品などを
紹介する美術館。
10000㎡におよ
ぶ庭園は関雪自身の設計によるもの。また
2014 年に開館した美術館では，日本画作
品やコレクション等が随時展示されている。
所左京区浄土寺石橋町37 751-0446
市バス：銀閣寺前から1分

66 白沙村荘 橋本関雪記念館
はくさそんそう	はしもとかんせつきねんかん

期3月11日〜休なし 10:00〜17:00￥
一般1300円，学生500円

展 示 白沙村荘 春季展

幕末・明治期に
作られた金工，七
宝，蒔絵，京薩
摩など，その多く
が海外に流出し
ていた超絶技巧
の美術工芸品を
展示する。館長
の村田理如が２０年余に渡って買い戻しに尽
力した収蔵品は質量ともに世界屈指を誇る。
所東山区清水三丁目337-1 532-4270
市バス：清水道から7分

62 清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

期①〜2月12日②2月18日〜休月・火曜
（祝日を除く），2月13〜17日 10：00〜
17：00（入館16：30まで）￥一般800円，中・
高・大学生500円，小学生300円	※大・高・
中学生は受付で学生証を提示，団体20名
以上2割引，身障・療育手帳を提示いただく
とご本人と付添の方1名まで半額

展 示 ①歌詠むこころ
②帝室技芸員の仕事―金工―

公益財団法人	京都服飾文化研究財団は世界
の各時代の衣服，装身具及びこれらに関する
資料等の収集，保存，調査，研究を行ってい
ます。ＫＣＩギャラリーではその収蔵品より厳選
した作品を中心に小企画展を実施しています。
所下京区七条御所ノ内南町103 321-
9221 JR：西大路駅から5分

63 ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

期1月30日〜休土・日曜，祝日 9：30〜
17：00（入館16：30まで）￥無料

展 示 収蔵品紹介23

日本唯一の古人形
（江戸時代から
昭和まで）を展示
している博物館。
春季にはお雛さ
まを展示するとと
もに，御所人形，
嵯峨人形，賀茂
人形，伏見人形，からくり人形，郷土人形な
どの多くの珍しい人形を展示しています。
所右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12 882-
1421 JR：嵯峨嵐山駅から15分 市バス：
嵯峨釈迦堂前から10分，京都バス：護法堂弁
天前から5分

67 博物館 さがの人形の家
はくぶつかん	さがのにんぎょうのいえ

期2月22日〜休2月27日，3月6，13日
10：00〜17：00￥一般・大学生800円，中・
高校生500円，小学生200円

展 示 特別展 「お雛さま」展
常設展 日本の古人形・全国の郷土人形

期展示と同じ 10：00〜17：00場所館内
小学生以上定員4名￥300円申込必要申方電話

体 験 紙粘土による「招き猫」作り

ルーブル美術館にも
展示されてる玩具，
昭和天皇が幼少の
頃遊ばれた玩具，
映画「20世紀少年」
に提供したロボット
達，CMに提供した
玩具色々。教科書
に採用された軍艦「あきつ」，世界に12個
しか残らなかったブリキロボット等を展示。
所下京区四条堀川東入22-301	クオン四条
柏屋町マンション3階 223-2146 FAX223-
2147 市バス：四条堀川（南側）からすぐ

68 ブリキのおもちゃと人形博物館
ぶりきのおもちゃとにんぎょうはくぶつかん

期全日休日曜，祝日 10：00〜16：00￥一
般（中学生以上）300円，小学生200円申込必
要申方電話又はFAX

展 示 ①京都観光今昔展
　昭和30年代の京都の町並の写真展
②こっけい新聞社発行
　戦前絵ハガキ展約100枚

四季折々の企画展
示で日本美術の優
品をご紹介。館内
には ,ショップやカ
フェ, 茶室を併設。
所左京区岡崎最
勝寺町6-3 752-
5555 地下鉄：東
山駅から7分 市バス：東山二条・岡崎公園口
から3分

69 細見美術館
ほそみびじゅつかん

期①〜2月19日②2月28日〜休月曜（祝日
の場合翌日），展示替期間中 10：00〜18：00
（入館17：30まで）￥①一般1,300円，中・高・
大学生1,000円，小学生無料	②一般1,300
円，中・高・大学生800円，小学生無料

展 示 ①琳派展１９　鈴木其一 江戸琳派の旗手
②アール・ヌーヴォーの装飾磁器
　ヨーロッパ名窯 美麗革命！

樂焼４５０年の伝
統を今日に伝え
る窯元・樂家に
隣接して設立。
歴代作品を中心
に，茶道工芸美
術等約１２００点を
収蔵，年４回の展覧会で公開。実際に手に
取り鑑賞できる「手にふれる樂茶碗鑑賞会」
「特別鑑賞茶会」も定期的に開催。
所上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
414-0304 市バス：堀川中立売から3分

70 樂美術館
らくびじゅつかん

期①〜2月26日②3月4日〜休月曜，2月27
日〜3月3日 10：00〜16：30（入館16：00
まで）￥一般900円，大学生700円，高校生
400円，中学生以下無料		※春期特別展は
一般1,000円，大学生800円

展 示 ①冬期展　茶のために生まれた「樂」とい
う，うつわ展。

②春期特別展

琳派を中心に展
示する美術館で
す。 展 覧 会は，
季節やテーマ別
に年間６〜７回開
催しており，茶室，
図書室，ショップ，
喫茶コーナーもあ
ります。洛東をご散策のおりには，当館でゆっ
たりとした時をお過ごしください。
所左京区吉田神楽岡町3-6 751-0369
市バス・京都バス：銀閣寺道から10分

71 黎明教会資料研修館
れいめいきょうかいしりょうけんしゅうかん

期①1月26日〜2月4日②3月4日〜休火・
水曜 10：00〜16：00￥無料

展 示 ①新春美術展　②春季美術展

大谷大学博
物 館 で は，
年 5 回の展
覧会を行っ
て い ます。
収蔵品には，
真宗・仏教
文化財を中
心に中央アジアから東アジアにわたる様々な
資料があり，毎回の展示テーマに合わせて
公開しています。
所北区小山上総町 411-8483 地下鉄：
北大路駅6番出口からすぐ

72 大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

期〜2月10日休日・月曜 10：00〜17：00
（入館16：30まで）￥無料

展 示 冬季企画展　仏教典籍の宝庫
－三舟文庫　舟橋水哉コレクション－

所 住所 電話番号（市外局番“075-”省略） FAX FAX番号（市外局番“075-”省略） Eメール 電車の最寄駅 バスの最寄停留所 期 休みを除く開催期間 日 実施日体験企画体 験展示企画展 示

1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  
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壬生の地に本学と社
会を結ぶ「知」の発
信拠点として開館し
たむすびわざ館内に
あります。歴史，文
化，芸術，民俗，産業，
自然科学に関する展
示を企画して，調査資料を広く公開し，会期
中には関連した講演会を開催します。
所下京区中堂寺命婦町1-10 277-0254
ＪＲ：丹波口駅から4分，阪急：大宮駅，京福：四
条大宮駅から7分

74 京都産業大学ギャラリー
きょうとさんぎょうだいがくぎゃらりー

期〜3月11日休日曜・祝日 10：00〜16：30
（入館は16：00まで）￥無料

展 示 第12回企画展 仏像修理の現場―美術院
国宝修理所・伝統のわざと新しいわざ―

元開智小学校の校舎を
活用し，京都の学校や
教育の歴史資料，学校
に寄贈された美術工芸
品を展示しています。
今回の企画展では，近
代京都における商業学
校・工業学校にまつわ
る資料を展示します。
所下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
344-1305 市バス：河原町松原から5分
阪急：河原町から10分

75 京都市学校歴史博物館
きょうとしがっこうれきしはくぶつかん

期1月26日〜3月14日休水曜 9：00〜
17：00（入館16：30まで）￥一般・大学生
200円，小・中・高校生100円	※京都市内
の小・中学生は土・日曜日は無料

展 示 企画展「近代京都の商業学校・工業学校」

京都市考古
資料館では，
京都市内の
発掘調査に
よって発見さ
れた旧石器
時代から江
戸時代にいたる考古資料を展示し，「つちの
中の京都」の歴史を紹介しています。
所上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-
1 432-3245 市バス：今出川大宮からすぐ

76 京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

期2月18日〜休月曜 9：00〜17：00（入
館16：30まで）￥無料

展 示 伏見と伏見城の歴史（仮）

かつて蓮台野
村と呼ばれた千
本地域の中世
から現在までの
歴史や暮らし，
近代千本の教
育・医療・殖産
の発展につくし
た益井親子，全国水平社の初代委員長・南
梅吉などの事績も紹介。展示を通して人権
の大切さを学べる施設です。
所北区紫野花ノ坊町23-1 493-4539 市
バス：千本北大路から3分

77 京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」
きょうとしじんけんしりょうてんじしせつ　つらってぃせんぼん

期全日休日・月曜，祝日 10：00〜16：30￥
無料申込不要（案内が必要な場合は要電話申
込）

展 示 常設展示「千本の歴史とまちづくりのあゆみ」

小倉山の麓にあ
る「時雨殿」では，
百人一首の多様な
世界を，かるたな
どの貴重な資料や，
歌仙人形，歌の場
面を再現したジオ
ラマを通して体感
できます。嵐山・嵯峨野の観光情報の発信
拠点として百基の歌碑巡りも楽しめます。
所右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11 882-
1111 嵐電：嵐山駅から5分

73 小倉百人一首殿堂 時雨殿
おぐらひゃくにんいっしゅでんどう	しぐれでん

期全日休月曜（祝日の場合は翌平日）
10:00〜17:00￥一般・高校生以上500
円，小・中学生300円

展 示 企画展「百人一首とかるた」

平安京の歴史と文
化をわかりやすく
紹介。日本最大の
「平安京復元模
型」をはじめ，服
飾品・平安時代の
遺物を展示。また、
ＣＧ画像で平安京を散歩できる＂バーチャル
平安京＂でより身近に平安京を体感できる。
所中京区丸太町通七本松西入　京都市生
涯学習総合センター（京都アスニー）1階
812-7222 市バス・京都バス・JRバス：丸太
町七本松下車すぐ

78 京都市平安京創生館
きょうとしへいあんきょうそうせいかん

期①〜1月30日【平安京】，2月13日〜【京都
市内遺跡】②全日休火曜 10：00〜17：00
（入館16：50まで）￥無料

展 示 ①開館10周年記念特別展「よみがえる古代
京都の風景～遺跡復元鳥瞰図の世界～」

②企画展「舞楽の世界」

期全日 10：00〜17：00（入館16：50ま
で）場所常設展体験コーナー￥無料申込不要他
平安貴族の普段着，袿（女性）・狩衣（男性）を
着て，記念撮影可。また，盤双六や貝合わせ
等の平安貴族の遊びを体験。

体 験 「平安時代の衣装を着てみよう」
「平安時代の遊びを体験してみよう」

京都の歴史に関
する資料の保存
と活用を図り，
市民の文化の
向上及び発展に
役立てることを
目的に昭和５７
年に開館しまし
た。歴史資料の展示，京都の歴史について
の相談や図書の閲覧・刊行も行っています。
所上京区寺町通丸太町上る 241-4312
市バス：河原町丸太町から5分 地下鉄：丸太
町駅から10分

79 京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

期①②〜1月31日，③2月3日〜休月曜・祝
日 9：00〜17：00	※歴史相談・資料閲覧
の受付は16：30まで￥無料

展 示 ①テーマ展「絵図のまなざし」
②スポット展示「大坂の陣と真田幸村」
③テーマ展「京・地域のくらし２ 大原
　―生活と信仰―」

創立から百有余年の京都大学の歴史を様々
な資料により分かりやすく展示しています。
歴史展示室中央部には，１５０分の１に縮小し
た模型を設け，１９３９年（昭和１４年）当時
の大学本部構内を再現しています。
所左京区吉田本町（時計台記念館1階）
753-2651（大学文書館事務室） 市バス：
百万遍，東一条から5分

80 京都大学百周年時計台記念館歴史展示室
きょうとだいがくひゃくしゅうねんとけいだいきねんかんれきしてんじしつ

期全日休毎月第1月曜 9：30〜17：00￥
無料

展 示 常設展示
「京都大学の歴史」「第三高等学校の歴史」

平安時代から現代
までの京都のまち
づくりの歴史を，
模型や映像，パネ
ル等で展示してい
ます。また，安土
桃山から江戸時代
の京の市街と郊外
の風俗を描いたとされる洛中洛外図屏風の実
物大複製パネルを地下1階で展示しています。
所下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1
「ひと・まち交流館　京都」 354-8701
市バス：河原町正面すぐ

82 京のまちかど（「ひと・まち交流館 京都」１階）
きょうのまちかど

他毎月第3火曜は休館

体 験 ①洛中洛外図屏風ギャラリートーク
②京都の景観・まちづくりについて学べる

セミナー
※各イベントの日程等，詳細はＨＰ参照➡
http：//kyoto-machisen.jp/

岩倉具視幽棲旧
宅は，明治維新
の五傑岩倉具視
が 1864 年から
1867 年まで過
ごした住居です。
当史跡は，岩倉
具視が過ごした
旧宅と，対岳文庫（資料館），七代目小川治
兵衛が手入れに関わった庭園から成ります。
所左京区岩倉上蔵町100 781-7984 	
地下鉄烏丸線「国際会館駅」から，京都バス

「岩倉実相院」下車南へ3分

83 国指定史跡　岩倉具視幽棲旧宅
くにしていしせき　いわくらともみゆうせいきゅうたく

期3月11，18日 10：00〜場所館内 親子定員
10名5組￥300円（但し京都市内在住の小・中
学生は無料）申込必要申方電話（岩倉具視幽棲旧
宅管理事務所まで（781-7984））他水曜休館

体 験 岩倉具視のお家を探検してみよう！
～江戸時代のお風呂とトイレってどんなの？～

森羅万象を仏教
の視点から読み
解く企画展を中心
に，参加無料で
聴講していただけ
る生涯学習支援
型の講座「テラコ
ヤスコラ」など，
仏教に対する見方が変わる，仏教が面白く
なる，そんな新しい仏教のミュージアムです。
所上京区御前通一条上る東堅町110
288-3344 市バス：北野天満宮前から2分

81 京都佛立ミュージアム
きょうとぶつりゅうみゅーじあむ

期全日休月曜	※月曜が祝日及び25日の際
は開館，翌日休館 平日10：00〜16：00，
土・日曜，祝日10：00〜17：00（閉館30分前
入館受付終了）￥無料

展 示 幕末維新の仏教改革者 長松清風展

休 休み 開館時間・実施時間 ￥ 入館料・参加費 ※期 休日 ￥等は，すべて第22回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。場所 実施場所 対象 定員 定員 申込 事前申込 申方 申込方法 他 その他，備考
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幕末・明治維
新の専門歴史
博 物 館。 坂
本龍馬・西郷
隆盛ら倒幕
派，新選組ら
幕府側，双方
の資料５０００
点の内，常時１００点を展示。映像も充実し，
幕末維新関連の映像を３Ｄ（立体）で上映。
所東山区清閑寺霊山町1 531-3773 市
バス：東山安井から7分

86 幕末維新ミュージアム　霊山歴史館
ばくまついしんみゅーじあむ　りょうぜんれきしかん

期全日休月曜 10：00〜17：30（入館17：00
まで）￥一般・大学生700円，高校生400円，
小・中学生300円　※20名以上は団体料金
で各100円引き

展 示 幕末志士群像新収蔵品展　幕末の京都

期全日 10：00〜17：30場所2階展示室￥
無料（入館料は必要）申込不要

体 験 幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃・大砲の3単・木刀等）

創立者新島襄の
志と同志社の歴
史を資料で紹介す
る展示施設です。
ハリス理化学館
はＪ．Ｎ．ハリス
の寄附をもとに
1890（明治 23）
年に竣工し，同志社における理化学教育の
拠点となった建物で，国の重要文化財です。
所上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス 251-2716 地下鉄：今出
川駅1番出口からすぐ

84 同志社大学ハリス理化学館同志社ギャラリー
どうししゃだいがくはりすりかがくかんどうししゃぎゃらりー

期未定休月曜・祝日 10：00〜17：00￥無料
展 示 未定

西川油店では，
京町家の佇まい
の中で，油の販
売と現在では希
少価値となった
江戸時代創業の
店に残る数々の
道具を展示して
います。油が染み込んだかつての道具類に，
古い時代を感じ取って頂ければ幸甚です。
所下京区油小路通七条下る油小路町294
343-0733 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から5分

85 西川油店
にしかわあぶらてん

期3月1日〜休なし 9：00〜18：00￥無料
展 示 油ものがたり（油を抽出する道具，油の種類と性質）

琵琶湖疏水にまつわ
る歴史や疏水の意義
などをわかりやすく
学べる施設。館内
では疏水の計画と建
設の過程を示す資料
や，大正時代の蹴上
付近の復元模型などを見ることができます。
所左京区南禅寺草川町17 752-2530
地下鉄：蹴上駅から7分 市バス：岡崎法勝寺
町から4分，南禅寺・疏水記念館・動物園東門
前からすぐ

87 琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

期全日休月曜（祝日の場合は翌平日） 9：00
〜16：30　※3月1日〜は17：00まで。入館
は30分前まで￥無料

展 示 常設展示

当館はアジア
を中心とした
宗教文化の
調査研究と
成果公開を
目的とした博
物館施設で
す。 平常展
では , 仏像や当大学園部校地遺跡から出土
した鉄製品・勾玉・須恵器類のほか , 貴重
な文化財を原則無料で公開しています。
所右京区嵯峨広沢西裏町5 -26 873 -
3115 市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

88 佛教大学宗教文化ミュージアム
ぶっきょうだいがくしゅうきょうぶんかみゅーじあむ

期①〜1月28日②2月11日〜3月18日休1
月29日〜2月10日，日曜，祝日（但し2月11日
は開館） 10：00〜17：30（最終入館17：00）
￥無料

展 示 ①平常展
②冬期企画展（生誕100周年記念）「佛大逍

遙IV－竹田聴洲（たけだちょうしゅう）－」

当館は重要
文化財二の
丸御殿障壁
画を，御殿
における配
置のままで
展示する施
設です。狩
野派一門による豪華な障壁画を間近から鑑
賞していただけます。また飾金具や城内か
ら発掘された埋蔵文化財も展示しています。
所中京区二条通堀川西入二条城町541
841-0096 地下鉄：二条城前駅から12分
市バス：二条城前から5分※期間中，入城は

北大手門からのみ

89 元離宮二条城　築城４００年記念　展示・収蔵館
もとりきゅうにじょうじょう　ちくじょう４００ねんきねん　てんじ・しゅうぞうかん

期〜2月26日休1月31日 9：00〜16：45
（入館受付16：30まで，二条城入城受付
16：00まで）￥100円※別途入城料要（一
般600円，中・高生350円，小学生200円）

展 示 平成28年度第4期展示事業　冬から春へ
～障壁画にみる雪景色～

明治期に同和地区で
設立された唯一の元
銀行で，木造としては
現存する最古の銀行
建築の一つであり，市
の登録有形文化財。
地区の産業振興や教
育向上に貢献した銀
行の活動と地域の歴
史を通して，人権の尊さを伝えるため設立。
所下京区下之町6-3 371-0295 市バス：
塩小路高倉から3分

90 柳原銀行記念資料館
やなぎはらぎんこうきねんしりょうかん

期未定休月・火曜，祝日 10：00〜16：30￥
無料

展 示 未定

戦争の被害と
加害の両面か
ら過去の歴史
に学び，平和
をつくるため
に何ができる
かを考える世
界初の大学立
の平和博物館。戦時中の民家の復元や映像
も駆使した展示。特別展も年数回開催。
所北区等持院北町56-1 465-8151 市バ
ス：立命館大学前から5分，わら天神から10分

91 立命館大学国際平和ミュージアム
りつめいかんだいがくこくさいへいわみゅーじあむ

期2月4日〜休2月6,12,13,20,27，3月
6,13日 9:30〜16:30（入館16:00まで）
￥一般・大学生400円，中・高校生300円，
小学生200円	※20名以上の団体は1人
50円引き

展 示 第106回ミニ企画展示「京都と空襲」

期2月25日 14:00（開場：13:30，終演は
15:30予定）場所同館中野記念ホール定員150名
￥無料（展示見学の場合は入館料要）申込不要

体 験 京都放送劇団　朗読劇「戦火の杖音」

西本願寺の正
面に位置する
仏教総合博物
館。仏教の誕
生からアジア
での広がり，
日本での展開
を紹介する平
常展や，特定のテーマに基づく特別展・企
画展を開催。展覧会にあわせて，講演会な
どの魅力的なイベントも実施。
所下京区堀川通正面下る（西本願寺前）
351-2500 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から
12分

92 龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

期①〜2月19日②3月4日〜休①1月30
日，2月13日②3月6日 ①10:00〜17:00
（入館16:30まで）②9:30〜18:00（入館
17:30まで）￥①一般500円，大学生400
円，高校生300円，シニア（65歳以上）400
円	※20名以上の団体は各100円引，中
学生以下及び障がい者手帳等お持ちの
方とその介護者1名は無料　②一般1,200
（1,000）円，高・大学生800（600）円，小・
中学生400（300）円	※(	 )内は20名以上
の団体料金。小学生未満，障がい者手帳等
お持ちの方とその介護者1名は無料

展 示 ①平常展「仏教の思想と文化－インドから日
本へ－」 特集展示「追慕抄 九條武子」

②春季特別展「浄土真宗と本願寺の名宝
Ⅱ」－守り伝える美とおしえ－

期 1月28日，2月4，11日 13 :30〜
14:00場所館内定員約40名￥無料（参加には
観覧券，既にご覧になった方はその半券が
必要）申込不要

体 験 学芸員トーク（平常展に関わる作品紹介）

1月  25㊌ 26㊍ 27㊎ 28土 29日 30㊊ 31㊋　 2月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20㊊  

休 休み 開館時間・実施時間 ￥ 入館料・参加費 ※期 休日 ￥等は，すべて第22回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。場所 実施場所 対象 定員 定員 申込 事前申込 申方 申込方法 他 その他，備考
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スタンプラリーの注意事項

・会場により開催期間が異なりますので，各館の開催期間（期），
実施日（日），休み（休）などを十分確認してください。また，見学に
当たっては有料のものや，事前申込みが必要な企画もありますので注
意してください。
・スタンプは，１館につき１回限りです。全て異なる館のスタンプ
を集めてください。（ミュージアムロードと無関係のスタンプが押され
ている場合，応募そのものが無効になります。）
・スタンプは会場館を見学等された方（本人）が押してください。
・たくさんの館のスタンプを集めれば，複数の応募ができます。（９２館すべ
てのスタンプを集めると，最大３０通まで応募が可能。）複数の応募をす
る場合は，アンケート欄の⑤に何通目の応募になるかを記入してください。
・なお，複数の応募で，スタンプが１つでも重複している場合は，
それらの応募用紙は全て無効になりますので，注意してください。

21㊋ 22㊌ 23㊍ 24㊎ 25土 26日 27㊊ 28㊋　 3月  1㊌ 2㊍ 3㊎ 4土 5日 6㊊ 7㊋ 8㊌ 9㊍ 10㊎ 11土 12日 13㊊ 14㊋ 15㊌ 16㊍ 17㊎ 18土 19日 20月

スタンプラリープレゼント企画
スタンプを３つ集めると抽選で，すてきな記念品をプレゼント！

応募締切後，厳正な抽選により当選者を決定します。なお，当選者の
発表は記念品の発送をもって代えさせていただきます。（記念品は，４月
下旬～５月上旬に発送する予定です。）

抽選及び発送について

・プレゼントは，裏に掲載されている69種，587品の記念品です。希
望する記念品を，第１希望から第３希望まで３つ選んで，応募用紙に
記入してください。（記念品ごとに抽選）。
・さらに，特別プレゼントとして，全応募者の中から抽選で５０名様に「京
都ミュージアム探訪（日本語版）」（右横参照）が当たりますので，ふ
るってご応募ください。（「京都ミュージアム探訪（日本語版）」を，希
望記念品に記入することはできません。）

記念品及び特別プレゼントについて

・ミュージアムロード開催期間中，参加館９２館に応募用スタンプが設置
されていますので，応募１通につき３つの館のスタンプを集めてく
ださい。（応募用ハガキ裏面）。
・応募用ハガキに必要事項を記入のうえ，５２円切手を貼り，平成２９年
３月２８日（火）【必着】までに，京博連事務局まで郵送してください。
複数枚応募される場合は，台紙をコピーし，郵便ハガキに貼り付けたり，
まとめて封筒に入れて送っていただいても結構です。（ホームページか
ら台紙を印刷することもできます。）

応募方法

施設情報，地図，見どころな
どを写真入りで紹介した1
館1ページ，総カラー240
ページのA5変形サイズのガ
イドブックです。

２０１３年３月１９日　発行
定　価　日本語版　１，２３４円　英語版　１，５４３円
発行者　京都市内博物館施設連絡協議会，京都市教育委員会
編集制作・販売　京都新聞出版センター

京都ミュージアム探訪
（日本語版）

京都市内の博物館・美術館・科学館・
宝物館など約２００館を一挙ご紹介！

プレゼント

抽選で，「京都ミュージアム探訪」（下記参照）が
５０名様に当たる！さらに

「第２２回京都ミュージアムロード」に関するお問合せ

京都いつでもコール	※おかけ間違いにご注意ください。
電話：（０７５）６６１－３７５５（受付：８：００～２１：００［年中無休］）
ＦＡＸ：（０７５）６６１－５８５５

※ホームページから，「パンフレット」や「応募用紙」を印刷して使用す
ることができます。

京都市教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習推進担当
（京都市内博物館施設連絡協議会事務局）
電話：（０７５）２５１－０４２０（８：４５～１７：３０〔平日のみ〕）
Ｆax：（０７５）２１３－４６５０
E-mail:kyohakuren@edu.city.kyoto.jp

※各会場の企画に関することは，直接各会場へお問合せください。

第２２回京都ミュージアムロード

スタンプ

2
スタンプ

3

スタンプ

1
ここに

スタンプを

３つ
押してください。

③次回（来年も）参加したいですか？	 参加したい ・ 参加したくない ・ わからない

②展示・体験の内容はいかがでしたか？	 とても面白かった・面白かった・ふつう・面白くなかった

④ご意見・ご感想などがありましたら，ぜひお聞かせください。

①第２２回京都ミュージアムロードを何で（どのようにして）お知りになりましたか？

今後の参考にさせていただくため，アンケートにご協力をお願いいたします。アンケート

ご協力ありがとうございました。⑤これは，何通目の応募用紙ですか？	 通目

15



1 12 23 47

2 13 24 48

3 14 25 49

4 15 26 50

5 16 27 51

6 17 28 52

7 18 29 53

8 19 30 54

9 20 31 55

10 21 32 56

11 22 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

住所

〒

氏名

ふりがな
年齢 歳

性別 男・女

電話番号 （　　　　　　）　　　　　　-

希望記念品

第1希望　番号（　　）品名（	 ）

第2希望　番号（　　）品名（	 ）

第3希望　番号（　　）品名（	 ）

※個人情報は適正に取り扱い，記念品の発送および個人を特定しない統計情報のみに使用し，他の目的での使用や第三者
へ流用することはありません。

お手数ですが，
52円切手を
貼ってください。

京都市中京区富小路通六角下る
骨屋之町５４９（元生祥小学校内）

郵 便 は が き

京都市教育委員会事務局
生涯学習部内　京博連事務局　行
応募締切日：平成２９年３月２８日（火）［必着］

6 0 4 8 0 6 4

漢検	漢字博物館・図書館
オリジナルクリアファイル，
鉛筆，消しゴム，缶バッジのセット…10名

月桂冠大倉記念館
オリジナル
絵はがきセット………10名

茶道資料館
絵はがき ………… 10名

松本明慶佛像彫刻美術館
十二支守護佛
絵葉書セット ………10名

宮井ふろしき・袱紗ギャラリー
エコちゃんふろしき

（ポリエステル 70㎝幅）… 3名

八つ橋庵かけはし
生八つ橋手づくり体験
ペアチケット … 3名

一燈園資料館「香倉院」
絵はがき ………… 10名

遠藤剛熈美術館
絵ハガキ（5枚1組） …10名

京都嵐山オルゴール博物館
オルゴール

（ハート型キーホルダーオルゴール）… 5名

京都芸術センター
オリジナル
ポストカードセット……10名

京都国立博物館
刀剣ブックマーカー……10名

京都dddギャラリー
書籍gggBooks25
K2黒田征太郎・長友啓典… 5名

京都文化博物館
「こころの京都」
絵はがきセット ………2名

京都万華鏡ミュージアム
ポストカード8枚セット…10名

京都外国語大学	国際文化資料館
手ぬぐい ………… 10名

京都国際マンガミュージアム
ミュージアム入場チケット

（2枚1組） … 5名

キンシ正宗　堀野記念館
金鵄正宗（キンシ正宗）
ロゴ入りおちょこ …10名

高麗美術館
絵はがきセット………10名

桂坂野鳥遊園
小鳥のペンダント

（キット） …… 10名

京都市青少年科学センター
プララちゃん
木ぃホルダー……… 10名

京都市動物園
ポストカード ………10名

京都市洛西竹林公園	竹の資料館
竹の耳かき

（フクロウのチャーム付き）…10名

京都鉄道博物館
京都鉄道博物館
優待券 …10名

京都大学総合博物館
マリア十五玄義図（京都大学
所蔵）デザインのクリアフォルダ… 5名

島津製作所　創業記念資料館
実体鏡……………10名

川島織物セルコン織物文化館
一筆箋 …………… 5名

清水三年坂美術館
百年前の京都
ポストカードセット…… 10名

髙田クリスタルミュージアム
髙田雅介著

「結晶のふしぎ『水晶』」……5名

京のじゅばん＆町家の美術館　紫織庵
大正友禅柄の
町家手拭 …… 10名

ＫＣＩギャラリー
ポストカードセット

（5枚1組） ……10名

益富地学会館
オリジナルクリアファイル…10名

西陣織会館
西陣コースター …… 10名

小堀京仏具工房
食膳金箔

（食べられる金箔）……10名

いけばな資料館
花図複製（4枚1組）…10名

中信美術館
永田萠クリアファイル・
ボールペン …10名

北野天満宮	宝物殿
栞3枚組 ………… 10名

大西清右衛門美術館
釜の図ファイル……… 5名

ブリキのおもちゃと人形博物館
ポストカードセット

（10枚1組） ……10名

高台寺「掌美術館」
宝物ポストカードセット…10名

お辨當箱博物館
【半兵衛麩】
京麩小箱 ……… 10名

細見美術館
2017年度
細見美術館フリーパスポート… 3名

城南宮神苑水石亭
オリジナル鉛筆 …… 10名

京菓子資料館
糖芸菓子
ポストカードセット……10名

樂美術館
招待券（2枚1組）…… 5名

豊国神社宝物館
特定特製
A4クリアファイル ……10名

京都伝統工芸館
手掘りの
木製キーホルダー …… 5名

黎明教会資料研修館
オリジナル琳派
絵ハガキセット …… 10名

藤森神社宝物殿
絵馬 …………… 10名

京都當道会会館
當道会特性別染
オリジナルハンカチ……10名

大谷大学博物館
オリジナルはがきセット…10名

本能寺	大寶殿
絵はがき ………… 10名

京の食文化ミュージアム・あじわい館
京都まるごとお土産コーナー
1,000円割引券 … 5名

京都市学校歴史博物館
オリジナルグッズ
クリアファイル2種セット… 5名

織成舘
オリジナル香袋 …… 10名

清水焼の郷会館
清水焼団地マスコット

「きよまろ」の絵ハガキセット… 5名

京都市考古資料館
オリジナルクリアファイル…10名

京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」
絵本「千本の赤」…… 2名

京都市平安京創生館
平安京図会 ……… 10名

京都佛立ミュージアム
「ハチドリのひとしずく」
ポストカード …10名

京のまちかど（「ひと・まち交流館	京都」１階）
京町家の特製ポストカード

（5枚1組） …10名

国指定史跡　岩倉具視幽棲旧宅
指定管理者植彌加藤造園
オリジナル手ぬぐい …10名

同志社大学ハリス理化学館同志社ギャラリー
オリジナル
ポストカードセット（3枚1組）…10名

幕末維新ミュージアム　霊山歴史館
坂本龍馬
クリアファイル………10名

琵琶湖疏水記念館
京都市上下水道局オリジナル
シャープペンシルと花の種のセット…10名

佛教大学宗教文化ミュージアム
佛教大学バス
チョロQ ………10名

元離宮二条城　築城４００年記念　展示・収蔵館
元離宮二条城　招待券，元離宮二条城
築城400年記念　展示・収蔵館　招待券（各1枚）…10名

立命館大学国際平和ミュージアム
平和の缶バッジ …… 10名

龍谷ミュージアム
クリアファイル（チベット仏教の
世界）とペン付き付箋のセット … 4名

京エコロジーセンター
オリジナルクリアファイル…10名

スタンプを３つ集めると，抽選で，参加館からご提供いただいた次の記念品をプレゼントします。
第１希望から第３希望まで選んで，応募用紙に記入してください。３ページに記念品の写真を一部掲載しています。記念品と提供施設一覧


