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　一燈園資料館「香倉院」
西田天香は平和を追求
し，実践した人で，日本
のガンディー，日本のト
ルストイと云われた人
です。一燈園の創始者，
西田天香の墨跡，遺品そ
の他の資料，ガンディーの愛用した手紡車（チヤ
ルカ），アウシュビッツの聖人コルべ神父から天
香に信託されたマリヤ像，棟方志功の「釈迦十大
弟子」等を展示しています。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京阪：
四宮駅から徒歩約5分

東大寺大仏台座に伝わる天平の仏画
模様

５休館日を除く全日
７日曜日，祝日，第2第4土曜日（事前予約が
あれば開館） ８10:00～17:00（入館は16:30
まで）９一般500円，中・高・大学生400円，小
学生無料

　漢検　漢字資料館
漢字資料館は，漢字に関
する貴重な文献や資料
をはじめ，漢字を核にし
た体験型の展示など，子
どもから大人まで楽し
く遊びながら学べる資
料館です。漢字の歴史や奥深さに触れ，漢字の魅
力，面白さを発見してください。
１下京区烏丸通松原下る２0120-509-315３  
地下鉄：五条駅から徒歩約5分４市バス・京都バ
ス：烏丸松原から徒歩約1分

「今年の漢字」2012年と歴代作品
５休館日を除く全日
７土・日曜日，祝日８10:00～17:00（入館は
16:30まで）９無料Ｄ不要（但し，団体での来
館は事前に電話にて要申込）

中国古代瓦の拓本の作成体験
６休館日を除く全日
８開館時間内（所要20分）Ａ館内Ｂ特にな
しＣ1度に6名まで９無料Ｄ不要（但し，団
体の場合は事前に電話にて要申込）

　ギャラリー妖精村
イラストレーター・絵本作家
の永田萠の原画を季節や
テーマに合わせて常設展示。
月に1回入れ替え，お楽しみ
いただいています。また，複
製画・絵本・ポストカード等
のオリジナルグッズも多数
ご用意しております。
１中京区堺町通三条上る　フォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から徒歩約
5分

①永田萠 原画展  詩集『花のように』
５2月17日まで

②永田萠 原画展 －花の髪飾り－
５2月19日から3月17日

③永田萠 原画展 －さくら さくら－
５3月19日から
７2月4・18・25日，3月4・11・18日８10:00
～18:00９無料

　京都外国語大学 国際文化資料館
「言語を通して世界の
平和を」の建学の精神
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。
１右京区西院笠目町6（第二分館内 10号館 4
階）２864-8741４市バス：京都外大前から徒歩
約5分３地下鉄：太秦天神川駅から徒歩約5分

京の匠展
５休館日を除く全日
７日曜日，祝日　※都合により臨時休館する
ことがあります８10:00～17:00（入館は
16:30まで）９無料

紙の匠 －折り紙建築に挑戦－
６2月23日
８13:00～15:00Ａ館内Ｂ小学生以上Ｃ15
名９無料Ｄ不要（会場にて先着順で受付け
ます）

　京都国際マンガミュージアム
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。
１中京区烏丸通御池上ル２254-7414３地下
鉄：烏丸御池駅からすぐ

①寺田克也ココ10年展
５3月16日から

②Kyoto MaGiC展覧会
「ショコラとバニラのクローゼット」

５3月20日から
７水曜日（祝日の場合は翌日）　※メンテナ
ンス休館等はホームページをご覧ください。
８10:00～18:00（入館は17:30まで）９一般
（大学生以上）800円，中・高校生300円，小学
生100円

　京都造形芸術大学 芸術館
当大学の収蔵品を常設
展示している博物館で
す。その主なものは，考
古学者・江上波夫氏寄贈
のシルクロード資料，詩
人・宗左近氏寄贈の縄文
土器作品群，元短大学長・大江直吉氏寄贈の浮世
絵師・豊原国周の作品です。
１左京区北白川瓜生山2-116　京都造形芸術大
学 人間館ギャルリ・オーブ2階２791-9243（芸
術教育資格支援センター）３叡電：茶山駅から
徒歩約10分４市バス：上終町京都造形芸大前か
らすぐ

「縄文の夢－森のざわめき，精霊の風」
展

５2月9日まで
７日曜日，1月31日８10:00～17:00（入館は
16:40まで）９無料

土偶をつくってみよう

６2月9日
８14:00～16:00Ａ館内（人間館ギャルリ・
オーブ2階）Ｂ特になし（小学生以下は保護者
の方の同伴をお願いします）Ｃ20名９無料
Ｄ必要Ｅ FAX（791-9435），eメール
（geijutsu-kan@kuad.kyoto-art.ac.jp）
にて，「氏名」「年齢」「住所」「電話番号および
メールアドレス」を明記の上，お申し込みく
ださい。

　KＣＩギャラリー
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。
１下京区七条御所ノ内南町103　ワコール京
都ビル5階２321-9221３JR：西大路駅から徒
歩約3分

収蔵品紹介Ⅺ展
５休館日を除く全日
７土・日曜日，2月11日８9:30～17:00（入館
は16:30まで）９無料

　高麗美術館
絵画や陶磁器の名品を
通じて，朝鮮と日本の文
化の関係性を探る。当館
は在日朝鮮人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創
設（1988年），日本において唯一の朝鮮美術の美
術館です。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バス：
加茂川中学前から徒歩約1分

高麗美術館コレクション名品展
書画と白磁，そして民画の世界 展

５2月2日から
７月曜日（2月11日は開館）８10:00～17:00
（入館は16:30まで）９一般500円，高・大学
生400円，中学生以下無料　※20名以上の団
体と65歳以上の方は2割引　※障害者手帳
をお持ちの方と付添1人は無料

　西陣くらしの美術館　冨田屋
約130年前に建てられ
た町家です。国登録有形
文化財の指定を受けた
建物や家具・調度品や
代々受け継がれている
商家のしきたりや暮ら
しに触れて頂きます。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前または今出川大宮から
徒歩約4分

築130年の町家って？
５全日
７なし８10:00～17:00９1050円Ｄ不要
（但し，10名以上の団体の場合は要予約）Ｅ
電話，FAX（432-6702），eメール（info@
tondaya.co.jp）

①町家の節分会
６2月3日

②町家のおひな会

1 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

A

2 漢検 漢字資料館
かんけん　かんじしりょうかん

A

3 ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C

4 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

A

5 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

C

6 京都造形芸術大学 芸術館
きょうとぞうけいげいじゅつだいがく  げいじゅつかん

A

7 KCIギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A

8 高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A

9 西陣くらしの美術館 冨田屋
にしじんくらしのびじゅつかん　とんだや

B

暮 らしを感じる施設

〜76館が参加している第18回京都ミュージアムロード。興味のある館を探し，
　自分だけのミュージアムロードを作って，京の文化を体感してください。〜
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B C D E1 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
A

参加館紹介
……………表紙（1ページ）の全体地図

……2ページの拡大地図
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６2月20日から
８10:00～17:00Ａ館内Ｂ小学生から大人
Ｃ50名９一般2100円，学生（大学生以下）
1890円，10歳まで1050円Ｄ必要Ｅ電話，
FAX（432-6702），eメール（info@tondaya.
co.jp）Ｆ国登録有形文化財の町家に残る節分
会やおひな会をご覧いただけます。江戸時代
～昭和の人形が100体近く飾られタイムス
リップして楽しんで頂けます。詳細は，お問
合わせ下さい。

　ブリキのおもちゃと人形博物館
懐かしいブリキ玩具・セ
ルロイド人形等，15000
点の所蔵品から3000点
を常設展示。ペコちゃ
ん・アトム・企業キャラ
等も。ルーブル美術館展
示の玩具・昭和天皇が遊ばれた玩具・事故で世界
に12台だけ残った玩具等，お宝いっぱい！
１下京区四条堀川東入ル柏屋町22　クオン四
条柏屋町301２223-2146４市バス：四条堀川
からすぐ３阪急：大宮駅から徒歩約5分，嵐電：
四条大宮駅から徒歩約5分，地下鉄：四条駅から
徒歩約8分

オモチャ箱の世界がみんなを待って
るよ！！

５休館日を除く全日
７日曜日，祝日８10:00～16:00（最終入館
時刻）９一般（中学生以上）300円，小学生
200円，園児100円　※10名以上団体割引
（お一人につき50円引き）　※障害者割引（手
帳提示でご本人50円引き）

　京エコロジーセンター
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。見て・触れて・感
じる体験型のエコ展
示やイベントを開催！ 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。
１伏見区深草池ノ内町13２641-0911３京
阪：藤森駅から徒歩約5分，近鉄・地下鉄：竹田駅
から徒歩約13分４市バス：青少年科学センター
前から徒歩約3分

楽しみ方たくさん！の常設展示
～エコメイトが案内します～

５休館日を除く全日
７木曜日８9:00～21:00（展示室は17:00ま
で）９  無料

①「ちきゅまるひろば」
６毎週日曜日
８16:00～16:30ＢどなたでもＣ15名Ｄ不要

②「いきもの探偵団」
６2月3日，3月3日
８13:30～15:30Ｂ小学生とその保護者 Ｃ
15名程度Ｄ必要Ｅ電話・FAX（641-0912）・
ホームページ・来館にて，参加者全員のお名
前・学年・連絡先を前日までにお申し込みく
ださい。

③かえっこバザール
６2月10日，3月10日
８13:00～15:00ＢどなたでもＣなしＤ不要
Ａ全て京エコロジーセンター９全て無料
Ｆ全て詳細は，京エコロジーセンターの
ホームページにも掲載しています。

　桂坂野鳥遊園
自然に恵まれた野鳥遊園では，これまで約100

種類の野鳥が観測さ
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，水芭蕉，
カキツバタ，キキョウなど四季折々に楽しめる
草木も見どころ。
１西京区御陵北大枝山町1-100２332-4610
４市バス：桂坂小学校前から徒歩約5分

桂坂野鳥展
５休園日を除く全日
７月・火曜日（祝日の場合は開園）８10:00～
17:00９野鳥遊園は無料，ものづくり体験館
は入館料：100円，体験料：200円

しいたけ栽培体験
６2月24日
８10:00～12:00Ａ桂坂野鳥遊園（ものづく
り体験館）Ｂ小学生と保護者Ｃ 30名９
1000円（親子で1口）Ｄ必要Ｅ電話

　一燈園資料館「香倉院」
日本唯一の公家町跡は，
蛤御門・土御門第跡・近
衛邸跡など，平安時代か
ら幕末までの歴史縁の
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知りたい人は，
閑院宮邸跡収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348４市バス：烏
丸丸太町からすぐ３地下鉄：丸太町駅からすぐ

公家町跡の歴史と自然
５休館日を除く全日
７閑院宮邸跡は月曜日（祝日の場合は開
館），御苑内は無休８9:00～16:30（入館は
16:00まで）９無料

　京都市青少年科学センター
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」や最新情報を取り入れた自主
制作のプラネタリウム，動きながら話すティラ
ノサウルスも人気です。
１伏見区深草池ノ内町13２642-1601３京
阪：藤森駅から徒歩約5分，近鉄・地下鉄：竹田駅
から徒歩約15分４市バス：青少年科学センター
前から徒歩約1分

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５休館日を除く全日
７木曜日８9:00～17:00（入館は16:30ま
で）９一般（大学生以上）500円，中・高校生
200円，小学生100円　※プラネタリウム観
覧には別途観覧料が必要（一般（大学生以上）
500円，中・高校生200円，小学生100円）

「科博連サイエンスフェスティバル」
（市内の科学系博物館が集まって，実
験や工作の体験コーナーやサイエン
スショーなどを行います）

６2月16日
８9:30～16:00Ａ展示場内Ｂ制限なしＣ
なし９無料Ｄ不要

　京都市動物園
日本で2番目に歴史のある動物園。「近くて楽し
い動物園」を目指し,開園しながら順次リニュー
アル中。2012年4月には,「もうじゅうワールド」
がオープンし,2013年春には,「アフリカの草原」

が完成予定！
１左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内２771-0210３地
下鉄：蹴上駅から徒歩約10
分４市バス：動物園前から
すぐ

「Hyper - Real Animals ～京都市
動物園の仲間たち～」

５休園日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８ 9:00～
16:30（2月末まで），9:00～17:00（3月以降）
９一般（高校生以上）600円，中学生以下無料
　※30人以上の団体は500円　※年間入園
券2400円

①どうぶつのお宅拝見！
６2月10日，3月10日
８13:30～14:00

②飼育員のお話
６2月17日，3月17日
８13:30～

③田中先生のお話
６2月23日，3月23日
８13:30～　 

④獣医が行く
６2月24日，3月24日
８13:30～
Ａ全て園内Ｂ全て制限なしＣ全てなし９
全て無料（入園料は別途必要）Ｄ全て不要

　京都賞ライブラリー
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。
１左京区吉田下阿達町46 京都大学 稲盛財団
記念館 1階２753-7741３京阪：神宮丸太町駅
から徒歩約5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５3月23日まで
７日・月曜日，祝日８10:00～16:00９無料

　京都水族館
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，川の恵み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。
１下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）２354-
3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から徒歩約15
分

福がフクらむ幸福（フク）水槽
５2月28日まで
７なし（ただし，施設点検・気象状況などで臨
時休業や営業時間の変更あり）８ 9:00～
17:00（入館は16:00まで）９一般（大学生以
上）2000円，高校生1500円，小・中学生1000
円，幼児（3歳以上）600円　※中学生・高校生
の方は，チケット売り場で生徒手帳をご提示
ください。　※障がい者手帳をご提示の方と
ご同伴者（1名）は入場料金が半額になります。

　京都大学研究資源アーカイブ
アジア，アフリカを中心とした京大の野外研究
などの紹介映像をお楽しみください。著名な研究
者，芸術家などに贈られる京都賞を紹介する「京

都賞ライブラリー」も同
時にご覧いただけます。
１左京区吉田下阿達町
46 京都大学 稲盛財団記
念館 1階２753-3272
４市バス：荒神口から徒
歩約5分

フィールド研究と学術探検　記録映
画上映　「カラコルム」　「花嫁の峰
チョゴリザ」

５休館日を除く全日
７日・月曜日，祝日８10:00～16:00９無料

　京都大学総合博物館
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。
１左京区吉田本町２753-3272４市バス：百万
遍から徒歩約2分

ウフィツィ・ヴァーチャル・ミュージ
アム展

５3月17日まで
７月・火曜日８9:30～16:30（入館は16:00
まで）９一般400円，高・大学生300円，小・中
学生200円　※20名以上団体割引あり　
※70歳以上の方，身体障害者手帳をお持ち
の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜日
８10:00～16:00Ａ京都大学総合博物館 1
階ロビーＢ特に制限なしＣ特になし９無
料Ｄ不要

　京都府立植物園
京都府立植物園は，京都洛北の景勝地に位置し，
大正13年（1924）1月に開園，終戦後は一時閉園
したが，昭和36年（1961）4月に再開園した。総
面積約24万平方メートルの園内には，約1万
2000種類約12万本の植物があり，国内最大級
の観覧温室を備える。
１左京区下鴨半木町２701-0141３地下鉄：北
山駅からすぐ

早春の草花展
５2月15日～3月20日
７なし８9:00～17:00（入園は16:00まで）
　※温室観覧時間10:00～16:00（入室は
15:30まで）　※早春の草花展の見学時間は
10:00～16:00９一般（大学生以上）200円，
高校生150円，小・中学生80円　（温室観覧
料：一般（大学生以上）200円，高校生150円，
小・中学生80円）

　島津製作所　創業記念資料館
島津製作所が創業者
の遺徳を偲び開設。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
関する資料などを展示しており，島津製作所だ
けでなく日本の近代科学技術の発展過程もご覧
いただけます。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下鉄：
京都市役所前駅から徒歩約3分４市バス：京都
市役所前から徒歩約3分

科学技術の展示と体験
５休館日を除く全日
７水曜日（祝日の場合は開館）８ 9:30～
17:00（入館は16:30まで）９一般（大学生以

上）300円，中・高校生200円，小学生無料　
※20名以上の団体は2割引

クイズで挑戦！100年前の科学実験
あれこれ

６展示の開催期間と同じ
８9:30～16:30Ａ館内Ｂ小学生以下Ｃな
し９無料Ｄ不要

　森林総合研究所関西支所　森の展示館
動物や鳥のはく製，骨格標本，CO₂センサーなど
の展示と，森林総合研究所の研究成果の一部を
紹介し，森を身近に感じ，知ってもらうための施
設です。
１伏見区桃山町永井久太郎68２611-1201
（代）３近鉄：近鉄丹波橋駅から徒歩約10分，京
阪：丹波橋駅から徒歩約10分

木の体重測定 －同じ大きさなのに
重さが違う！？

５2月12日から
７土・日曜日，祝日８9:00～16:00　※常駐
者不在のため玄関右側のインターホンでご
連絡願います。９無料

　益富地学会館
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，今回は大文字山の鉱物や岩石につい
て企画展示を行っています。
１上京区出水通烏丸西入中出水町394２
441-3280３地下鉄：丸太町駅から徒歩約10分
４市バス：烏丸下長者町から徒歩約2分

「京都・大文字山の鉱物と岩石」
５休館日を除く全日
７月曜日（展示室は土・日曜日，祝日のみ見
学可能）８10:00～16:00９一般（中学生以
上）200円，小学生無料Ｆ期間中は“京都の石
クイズ”を行います。（小中学生のみ）

大文字山“石”見て歩き
６3月3日
８10:00～15:00Ａ大文字山（銀閣寺～大の
字～銀閣寺）Ｂ小学生以上（小学生は保護者
同伴）Ｃ 50名９ 500円Ｄ必要Ｅハガキ，
FAX（441-6897）　※参加人数・氏名・住所・
年齢・電話番号を記入して下さい。Ｆ申込者
には後日詳細をお知らせします。

　北野天満宮　宝物殿
全国天満宮・天神社の総
本社である北野天満宮
には，皇室を始め公家や
武家さらに庶民の信仰
も篤かったことから数
多くの宝物が奉納され
てきました。中でも北野天神縁起絵巻は根本縁
起といわれ，天神信仰を語る上で最も重要かつ
尊いとされる宝物です。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北野天
満宮前からすぐ

特別公開「梅だより」　北野天満宮
５梅苑開苑期間（毎年2月上旬から3月下旬
頃まで）開催
７なし８9:00～16:00９一般（大学生以上）
300円，中・高校生250円，小学生150円

　高台寺「掌美術館」
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。豊臣秀吉と北政所ねねの遺品は,
桃山時代の最高級品であり,広く人気のある品
物です。それらを中心に小さいながらも美術と
歴史を充分に味わうことができます。
１東山区高台寺下河原町530　京・洛市「ねね」
2階２561-1414４市バス：東山安井から徒歩
約5分

北政所の暮らしと信仰
 －名品が伝える400年の歴史－

５全日
７なし８9:30～18:00（3月7日まで），　
9:30～22:00（3月8日以降 ※高台寺夜間拝
観期間）９一般（大学生以上）300円，中・高校
生250円，小学生（保護者同伴）無料　※高台
寺拝観と掌美術館で［大人一般拝観］600円

　金比羅絵馬館
当館は，元は絵馬堂だった建物を改築し，昭和
51年に開館した日本初の絵馬ギャラリーです。
1階は江戸中期から末期にかけて奉納された絵
馬約50点が，2階はマンガ家が描いた絵馬や，芸
能人が奉納した絵馬を展示しています。
１東山区東大路松原上る下弁天町70２561-
5127４市バス：東山安井から徒歩約1分

常設展
５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
16:00９一般（大学生以上）500円，中・高校
生400円，小学生350円

　城南宮神苑水石亭
『源氏物語』を彩る80種余りの草木が植栽され，
四季の情趣を味わっていただけます。また，日本
庭園の作庭様式の移りかわりをひとめぐりで見
ていただけます。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３地下
鉄・近鉄：竹田駅から徒歩約15分

写真展　城南宮の四季
５全日
７なし８9:00～16:30（入苑は16:00まで）
９一般（高校生以上）500円，小・中学生300円

　智積院宝物館・庭園
真言宗智山派の総本山として全国に末寺3千余
カ寺を擁し，その中には成田山新勝寺，川崎大師
平間寺，高尾山薬王院の三大本山も含まれる。見
どころは「利休好みの庭」として知られる名勝庭
園，長谷川等伯による国宝障壁画。
１ 東山区東大路七条下る東瓦町964 ２  
541-5361４市バス：東山七条からすぐ

名勝庭園・国宝障壁画
５全日
７なし８ 9:00～16:30（閉門） ※受付は
16:00まで９一般（大学生以上）500円，中・
高校生300円，小学生200円　※20名以上団
体割引（各50円引き）

　宝鏡寺門跡
光格天皇よりの有職（ゆうそ
く）雛をはじめ多数の雛や皇
女和宮ゆかりのお品が展示
されます。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。
１上京区寺之内通堀川東入ル百々町547２  

10 ブリキのおもちゃと人形博物館（Tin Toy & Doll Museum）
ぶりきのおもちゃとにんぎょうはくぶつかん てぃんといあんどどーるみゅーじあむ

C

11 京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）
みやこえころじーせんたー　きょうとしかんきょうほぜんかつどうせんたー

A

24 北野天満宮 宝物殿きたのてんまんぐう　ほうもつでん
A

25 高台寺「掌美術館」こうだいじ　しょうびじゅつかん
E

26 金比羅絵馬館こんぴらえまかん
E

27 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
A

28 智積院宝物館・庭園ちしゃくいんほうもつかん・ていえん
E

29 宝鏡寺門跡ほうきょうじもんぜき
B

12 桂坂野鳥遊園かつらざかやちょうゆうえん
A

13 京都御苑きょうとぎょえん
B

14 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
A

15 京都市動物園きょうとしどうぶつえん
D

16 京都賞ライブラリーきょうとしょうらいぶらりー
A

17 京都水族館きょうとすいぞくかん
A

18 京都大学研究資源アーカイブ映像ステーション
きょうとだいがくけんきゅうしげんあーかいぶえいぞうすてーしょん

A

19 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
A

20 京都府立植物園きょうとふりつしょくぶつえん
A

21 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
A

23 益富地学会館ますとみちがくかいかん
B

22 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

A
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６2月20日から
８10:00～17:00Ａ館内Ｂ小学生から大人
Ｃ50名９一般2100円，学生（大学生以下）
1890円，10歳まで1050円Ｄ必要Ｅ電話，
FAX（432-6702），eメール（info@tondaya.
co.jp）Ｆ国登録有形文化財の町家に残る節分
会やおひな会をご覧いただけます。江戸時代
～昭和の人形が100体近く飾られタイムス
リップして楽しんで頂けます。詳細は，お問
合わせ下さい。

　ブリキのおもちゃと人形博物館
懐かしいブリキ玩具・セ
ルロイド人形等，15000
点の所蔵品から3000点
を常設展示。ペコちゃ
ん・アトム・企業キャラ
等も。ルーブル美術館展
示の玩具・昭和天皇が遊ばれた玩具・事故で世界
に12台だけ残った玩具等，お宝いっぱい！
１下京区四条堀川東入ル柏屋町22　クオン四
条柏屋町301２223-2146４市バス：四条堀川
からすぐ３阪急：大宮駅から徒歩約5分，嵐電：
四条大宮駅から徒歩約5分，地下鉄：四条駅から
徒歩約8分

オモチャ箱の世界がみんなを待って
るよ！！

５休館日を除く全日
７日曜日，祝日８10:00～16:00（最終入館
時刻）９一般（中学生以上）300円，小学生
200円，園児100円　※10名以上団体割引
（お一人につき50円引き）　※障害者割引（手
帳提示でご本人50円引き）

　京エコロジーセンター
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。見て・触れて・感
じる体験型のエコ展
示やイベントを開催！ 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。
１伏見区深草池ノ内町13２641-0911３京
阪：藤森駅から徒歩約5分，近鉄・地下鉄：竹田駅
から徒歩約13分４市バス：青少年科学センター
前から徒歩約3分

楽しみ方たくさん！の常設展示
～エコメイトが案内します～

５休館日を除く全日
７木曜日８9:00～21:00（展示室は17:00ま
で）９  無料

①「ちきゅまるひろば」
６毎週日曜日
８16:00～16:30ＢどなたでもＣ15名Ｄ不要

②「いきもの探偵団」
６2月3日，3月3日
８13:30～15:30Ｂ小学生とその保護者 Ｃ
15名程度Ｄ必要Ｅ電話・FAX（641-0912）・
ホームページ・来館にて，参加者全員のお名
前・学年・連絡先を前日までにお申し込みく
ださい。

③かえっこバザール
６2月10日，3月10日
８13:00～15:00ＢどなたでもＣなしＤ不要
Ａ全て京エコロジーセンター９全て無料
Ｆ全て詳細は，京エコロジーセンターの
ホームページにも掲載しています。

　桂坂野鳥遊園
自然に恵まれた野鳥遊園では，これまで約100

種類の野鳥が観測さ
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，水芭蕉，
カキツバタ，キキョウなど四季折々に楽しめる
草木も見どころ。
１西京区御陵北大枝山町1-100２332-4610
４市バス：桂坂小学校前から徒歩約5分

桂坂野鳥展
５休園日を除く全日
７月・火曜日（祝日の場合は開園）８10:00～
17:00９野鳥遊園は無料，ものづくり体験館
は入館料：100円，体験料：200円

しいたけ栽培体験
６2月24日
８10:00～12:00Ａ桂坂野鳥遊園（ものづく
り体験館）Ｂ小学生と保護者Ｃ 30名９
1000円（親子で1口）Ｄ必要Ｅ電話

　一燈園資料館「香倉院」
日本唯一の公家町跡は，
蛤御門・土御門第跡・近
衛邸跡など，平安時代か
ら幕末までの歴史縁の
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知りたい人は，
閑院宮邸跡収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348４市バス：烏
丸丸太町からすぐ３地下鉄：丸太町駅からすぐ

公家町跡の歴史と自然
５休館日を除く全日
７閑院宮邸跡は月曜日（祝日の場合は開
館），御苑内は無休８9:00～16:30（入館は
16:00まで）９無料

　京都市青少年科学センター
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」や最新情報を取り入れた自主
制作のプラネタリウム，動きながら話すティラ
ノサウルスも人気です。
１伏見区深草池ノ内町13２642-1601３京
阪：藤森駅から徒歩約5分，近鉄・地下鉄：竹田駅
から徒歩約15分４市バス：青少年科学センター
前から徒歩約1分

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５休館日を除く全日
７木曜日８9:00～17:00（入館は16:30ま
で）９一般（大学生以上）500円，中・高校生
200円，小学生100円　※プラネタリウム観
覧には別途観覧料が必要（一般（大学生以上）
500円，中・高校生200円，小学生100円）

「科博連サイエンスフェスティバル」
（市内の科学系博物館が集まって，実
験や工作の体験コーナーやサイエン
スショーなどを行います）

６2月16日
８9:30～16:00Ａ展示場内Ｂ制限なしＣ
なし９無料Ｄ不要

　京都市動物園
日本で2番目に歴史のある動物園。「近くて楽し
い動物園」を目指し,開園しながら順次リニュー
アル中。2012年4月には,「もうじゅうワールド」
がオープンし,2013年春には,「アフリカの草原」

が完成予定！
１左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内２771-0210３地
下鉄：蹴上駅から徒歩約10
分４市バス：動物園前から
すぐ

「Hyper - Real Animals ～京都市
動物園の仲間たち～」

５休園日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８ 9:00～
16:30（2月末まで），9:00～17:00（3月以降）
９一般（高校生以上）600円，中学生以下無料
　※30人以上の団体は500円　※年間入園
券2400円

①どうぶつのお宅拝見！
６2月10日，3月10日
８13:30～14:00

②飼育員のお話
６2月17日，3月17日
８13:30～

③田中先生のお話
６2月23日，3月23日
８13:30～　 

④獣医が行く
６2月24日，3月24日
８13:30～
Ａ全て園内Ｂ全て制限なしＣ全てなし９
全て無料（入園料は別途必要）Ｄ全て不要

　京都賞ライブラリー
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。
１左京区吉田下阿達町46 京都大学 稲盛財団
記念館 1階２753-7741３京阪：神宮丸太町駅
から徒歩約5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５3月23日まで
７日・月曜日，祝日８10:00～16:00９無料

　京都水族館
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，川の恵み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。
１下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）２354-
3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から徒歩約15
分

福がフクらむ幸福（フク）水槽
５2月28日まで
７なし（ただし，施設点検・気象状況などで臨
時休業や営業時間の変更あり）８ 9:00～
17:00（入館は16:00まで）９一般（大学生以
上）2000円，高校生1500円，小・中学生1000
円，幼児（3歳以上）600円　※中学生・高校生
の方は，チケット売り場で生徒手帳をご提示
ください。　※障がい者手帳をご提示の方と
ご同伴者（1名）は入場料金が半額になります。

　京都大学研究資源アーカイブ
アジア，アフリカを中心とした京大の野外研究
などの紹介映像をお楽しみください。著名な研究
者，芸術家などに贈られる京都賞を紹介する「京

都賞ライブラリー」も同
時にご覧いただけます。
１左京区吉田下阿達町
46 京都大学 稲盛財団記
念館 1階２753-3272
４市バス：荒神口から徒
歩約5分

フィールド研究と学術探検　記録映
画上映　「カラコルム」　「花嫁の峰
チョゴリザ」

５休館日を除く全日
７日・月曜日，祝日８10:00～16:00９無料

　京都大学総合博物館
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。
１左京区吉田本町２753-3272４市バス：百万
遍から徒歩約2分

ウフィツィ・ヴァーチャル・ミュージ
アム展

５3月17日まで
７月・火曜日８9:30～16:30（入館は16:00
まで）９一般400円，高・大学生300円，小・中
学生200円　※20名以上団体割引あり　
※70歳以上の方，身体障害者手帳をお持ち
の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜日
８10:00～16:00Ａ京都大学総合博物館 1
階ロビーＢ特に制限なしＣ特になし９無
料Ｄ不要

　京都府立植物園
京都府立植物園は，京都洛北の景勝地に位置し，
大正13年（1924）1月に開園，終戦後は一時閉園
したが，昭和36年（1961）4月に再開園した。総
面積約24万平方メートルの園内には，約1万
2000種類約12万本の植物があり，国内最大級
の観覧温室を備える。
１左京区下鴨半木町２701-0141３地下鉄：北
山駅からすぐ

早春の草花展
５2月15日～3月20日
７なし８9:00～17:00（入園は16:00まで）
　※温室観覧時間10:00～16:00（入室は
15:30まで）　※早春の草花展の見学時間は
10:00～16:00９一般（大学生以上）200円，
高校生150円，小・中学生80円　（温室観覧
料：一般（大学生以上）200円，高校生150円，
小・中学生80円）

　島津製作所　創業記念資料館
島津製作所が創業者
の遺徳を偲び開設。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
関する資料などを展示しており，島津製作所だ
けでなく日本の近代科学技術の発展過程もご覧
いただけます。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下鉄：
京都市役所前駅から徒歩約3分４市バス：京都
市役所前から徒歩約3分

科学技術の展示と体験
５休館日を除く全日
７水曜日（祝日の場合は開館）８ 9:30～
17:00（入館は16:30まで）９一般（大学生以

上）300円，中・高校生200円，小学生無料　
※20名以上の団体は2割引

クイズで挑戦！100年前の科学実験
あれこれ

６展示の開催期間と同じ
８9:30～16:30Ａ館内Ｂ小学生以下Ｃな
し９無料Ｄ不要

　森林総合研究所関西支所　森の展示館
動物や鳥のはく製，骨格標本，CO₂センサーなど
の展示と，森林総合研究所の研究成果の一部を
紹介し，森を身近に感じ，知ってもらうための施
設です。
１伏見区桃山町永井久太郎68２611-1201
（代）３近鉄：近鉄丹波橋駅から徒歩約10分，京
阪：丹波橋駅から徒歩約10分

木の体重測定 －同じ大きさなのに
重さが違う！？

５2月12日から
７土・日曜日，祝日８9:00～16:00　※常駐
者不在のため玄関右側のインターホンでご
連絡願います。９無料

　益富地学会館
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，今回は大文字山の鉱物や岩石につい
て企画展示を行っています。
１上京区出水通烏丸西入中出水町394２
441-3280３地下鉄：丸太町駅から徒歩約10分
４市バス：烏丸下長者町から徒歩約2分

「京都・大文字山の鉱物と岩石」
５休館日を除く全日
７月曜日（展示室は土・日曜日，祝日のみ見
学可能）８10:00～16:00９一般（中学生以
上）200円，小学生無料Ｆ期間中は“京都の石
クイズ”を行います。（小中学生のみ）

大文字山“石”見て歩き
６3月3日
８10:00～15:00Ａ大文字山（銀閣寺～大の
字～銀閣寺）Ｂ小学生以上（小学生は保護者
同伴）Ｃ 50名９ 500円Ｄ必要Ｅハガキ，
FAX（441-6897）　※参加人数・氏名・住所・
年齢・電話番号を記入して下さい。Ｆ申込者
には後日詳細をお知らせします。

　北野天満宮　宝物殿
全国天満宮・天神社の総
本社である北野天満宮
には，皇室を始め公家や
武家さらに庶民の信仰
も篤かったことから数
多くの宝物が奉納され
てきました。中でも北野天神縁起絵巻は根本縁
起といわれ，天神信仰を語る上で最も重要かつ
尊いとされる宝物です。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北野天
満宮前からすぐ

特別公開「梅だより」　北野天満宮
５梅苑開苑期間（毎年2月上旬から3月下旬
頃まで）開催
７なし８9:00～16:00９一般（大学生以上）
300円，中・高校生250円，小学生150円

　高台寺「掌美術館」
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。豊臣秀吉と北政所ねねの遺品は,
桃山時代の最高級品であり,広く人気のある品
物です。それらを中心に小さいながらも美術と
歴史を充分に味わうことができます。
１東山区高台寺下河原町530　京・洛市「ねね」
2階２561-1414４市バス：東山安井から徒歩
約5分

北政所の暮らしと信仰
 －名品が伝える400年の歴史－

５全日
７なし８9:30～18:00（3月7日まで），　
9:30～22:00（3月8日以降 ※高台寺夜間拝
観期間）９一般（大学生以上）300円，中・高校
生250円，小学生（保護者同伴）無料　※高台
寺拝観と掌美術館で［大人一般拝観］600円

　金比羅絵馬館
当館は，元は絵馬堂だった建物を改築し，昭和
51年に開館した日本初の絵馬ギャラリーです。
1階は江戸中期から末期にかけて奉納された絵
馬約50点が，2階はマンガ家が描いた絵馬や，芸
能人が奉納した絵馬を展示しています。
１東山区東大路松原上る下弁天町70２561-
5127４市バス：東山安井から徒歩約1分

常設展
５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
16:00９一般（大学生以上）500円，中・高校
生400円，小学生350円

　城南宮神苑水石亭
『源氏物語』を彩る80種余りの草木が植栽され，
四季の情趣を味わっていただけます。また，日本
庭園の作庭様式の移りかわりをひとめぐりで見
ていただけます。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３地下
鉄・近鉄：竹田駅から徒歩約15分

写真展　城南宮の四季
５全日
７なし８9:00～16:30（入苑は16:00まで）
９一般（高校生以上）500円，小・中学生300円

　智積院宝物館・庭園
真言宗智山派の総本山として全国に末寺3千余
カ寺を擁し，その中には成田山新勝寺，川崎大師
平間寺，高尾山薬王院の三大本山も含まれる。見
どころは「利休好みの庭」として知られる名勝庭
園，長谷川等伯による国宝障壁画。
１ 東山区東大路七条下る東瓦町964 ２  
541-5361４市バス：東山七条からすぐ

名勝庭園・国宝障壁画
５全日
７なし８ 9:00～16:30（閉門） ※受付は
16:00まで９一般（大学生以上）500円，中・
高校生300円，小学生200円　※20名以上団
体割引（各50円引き）

　宝鏡寺門跡
光格天皇よりの有職（ゆうそ
く）雛をはじめ多数の雛や皇
女和宮ゆかりのお品が展示
されます。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。
１上京区寺之内通堀川東入ル百々町547２  

10 ブリキのおもちゃと人形博物館（Tin Toy & Doll Museum）
ぶりきのおもちゃとにんぎょうはくぶつかん てぃんといあんどどーるみゅーじあむ

C

11 京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）
みやこえころじーせんたー　きょうとしかんきょうほぜんかつどうせんたー

A

24 北野天満宮 宝物殿きたのてんまんぐう　ほうもつでん
A

25 高台寺「掌美術館」こうだいじ　しょうびじゅつかん
E

26 金比羅絵馬館こんぴらえまかん
E

27 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
A

28 智積院宝物館・庭園ちしゃくいんほうもつかん・ていえん
E

29 宝鏡寺門跡ほうきょうじもんぜき
B

12 桂坂野鳥遊園かつらざかやちょうゆうえん
A

13 京都御苑きょうとぎょえん
B

14 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
A

15 京都市動物園きょうとしどうぶつえん
D

16 京都賞ライブラリーきょうとしょうらいぶらりー
A

17 京都水族館きょうとすいぞくかん
A

18 京都大学研究資源アーカイブ映像ステーション
きょうとだいがくけんきゅうしげんあーかいぶえいぞうすてーしょん

A

19 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
A

20 京都府立植物園きょうとふりつしょくぶつえん
A

21 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
A

23 益富地学会館ますとみちがくかいかん
B

22 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

A
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　  住所　　電話番号（※電話番号およびFAX番号の市外局番“075-”は省略しています。）　　電車の最寄駅　　バスの最寄停留所　　展示 開催期間　　体験 実施日　　休み　　開館時間・実施時間　 入館料・参加費　　実施場所　　対象　　定員　　事前申込　　申込方法　　その他，備考　　※　　　　　    　  等は，すべて第18回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。
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451-1550４市バス：堀川寺ノ内から徒歩約1分
①京の冬の旅 ～非公開文化財特別公
開～ 秘められた京の美をたずねて

５2月28日まで
７なし８10:00～16:00９一般（中学生以
上）600円，小学生300円

②春の人形展
５3月1日から
７なし８10:00～16:00（受付は15:30まで）
９一般（高校生以上）600円，小・中学生300円
　※20名以上団体割引あり

　龍谷ミュージアム
仏教を誕生から現代まで，時
代と地域を辿りながら分か
りやすく伝える博物館。期間
中は寺外で揃っての公開が
初めての多田寺の秘仏，本
尊・薬師三尊像など，福井・若
狭の古寺名宝が一望できる
またとない機会です。
１下京区堀川通正面下る（西本願寺前）２  
351-2500３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から徒歩
約12分

若狭・多田寺の名宝
５2月9日から
６月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
17:00（入館は16:30まで）９一般700円，高・
大学生500円，小・中学生200円　※20名以
上団体割引（一般と高・大学生は200円引，小
中学生は100円引）　※小学生未満，身体障
がい者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳の交付
を受けている方及びその介護者1名は無料

お釈迦さまはどこ？ 
～音声ガイドで聞いて探そう～

６展示の開催期間と同じ
８展示の開館時間と同じＡ展示室内Ｂ全
般Ｃ30名９500円Ｄ不要

　織成舘
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そのま
ま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）。
１上京区浄福寺通上立売上ル大黒町693２ 431
-0020４市バス：今出川浄福寺から徒歩約5分

西陣の織の粋を極めた復原の能装束
をはじめ手織りの殿堂

５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は開館）８10:00～
16:00９一般（大学生以上）500円，小・中・高
校生350円　※10名以上団体割引ありＤ不
要（但し，10名以上の団体の場合は電話，
FAX（415-2590）にて申込必要）

西陣の伝統文化（手織り）を体験する
６問い合わせにて
８（午前）10:00～13:00　（午後）13:00～
16:00Ａ館内Ｂ小学生高学年以上Ｃ6名９  
5000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX（415-2590）

　川島織物セルコン　織物文化館
当館は，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。日本の染織文化の
流れを楽しんでご鑑賞い
ただければ幸いです。
１ 左京区静市市原町
265２ 741-4120３叡
電：市原駅から徒歩約5
分４京都バス：小町寺から徒歩約3分

オランダ・ハーグ平和宮殿建築100
周年記念展

５休館日を除く全日
７土・日曜日，祝日８10:00～16:30（入館は
16:00まで）９無料Ｄ必要Ｅ電話

　京都絞り工芸館
「絞り染め」は1300
年の歴史を誇り，最
も高級な着物の一
つであり古来より
女性の憧れであっ
た。当館では「絞り染め」を用いた額，屏風等を製
作，コレクションし展示。生活の中に伝統工芸を
取り入れて頂きたいと，小物，洋装品等のミュー
ジアムグッズも充実。絞り体験は全国で唯一，絹
の布を絞り，染めまで体験できる。
１中京区油小路通御池南入２221-4252３  地
下鉄：二条城前駅から徒歩約5分４市バス：堀川
御池から徒歩約3分

巨大絞り几帳 京の四季四連作
 一挙公開

５休館日を除く全日
７2月1・15・16日，3月1日８9:00～17:00
９500円

絞り染め体験
大人気　スカーフコース

６展示の開催期間と同じ
８9:00～17:00（所要時間は1時間～1時間
半）Ａ館内Ｂ小学校2年生以上Ｃ1～40名
９3000円　※別途入館料500円が必要Ｄ
必要Ｅ電話，FAX（221-4253），eメール
（mail@shibori.jp）Ｆその他，ふくさコー
スもございます。

　京のじゅばん＆町家の美術館　紫織庵
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
代表例で京都市指定有
形文化財の京町家。館内
では祇園祭の「屏風飾り」や大正期の華やかな長
じゅばんの資料や復刻品を展示。
１ 中京区新町通六角上ル三条町340 ２  
241-0215３地下鉄：烏丸御池駅から徒歩約5分

①「長じゅばんの歴史とおもしろ柄
長じゅばん展」

５休館日を除く全日
②「關原紫水　京人形展 －伝統芸術
の光を世界に－」

５3月15日から3月20日
７2月1・2・4・5・13日，3月1・2・4・5・12日８
10:00～17:30（入館は17:00まで）９一般
（大学生以上）500円，中・高校生350円，小学
生以下無料　※但し小学生以下は保護者同
伴のみ入館可

①切りビロード体験教室
６3月17日
８13:30～16:00Ａ紫織庵 2階座敷Ｂ中学
生以上Ｃ10名９一人1800円（制作材料費） 
Ｄ必要Ｅeメール（shiorian@shiorian.
gr.jp），FAX（241-0265），電話，ホームペー
ジからＦ好きな柄を切って，切りビロードの
小銭入れを作る体験会です。

②はじめての茶道体験

６3月20日
８13:30～14:30Ａ紫織庵 茶室Ｂ制限なし
Ｃ8名９一人1000円（お菓子，お茶代を含む）
Ｄ必要Ｅeメール（shiorian@shiorian.
gr.jp），FAX（241-0265），電話，ホームペー
ジから

③大谷祥子-春のコンサート
６3月15日
８14:00～15:00Ａ紫織庵1階Ｂ制限なし
Ｃ50名９無料Ｄ不要Ｆ大谷祥子 本願寺裏
方のお琴の演奏会です。

　千總資料館
千總が所蔵する江戸
時代以降の貴重な染
織品や美術品をご覧
いただけます。隣接す
るショップ「SOHYA  
TAS」では，京友禅の柄を活かした多彩な小物
を展開。和の美に触れる美術鑑賞とお買い物を
お楽しみ下さい。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80番地　千總
ビル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら徒歩約3分

「動物へのまなざし」
５2月26日まで
７水曜日８10:00～19:00９無料

　西陣織会館
西陣織をはじめ，京都伝
統工芸の職人の実演や
きものショー，西陣織の
歴史的史料もご覧頂け
ます。純国産絹織工房で
はカイコの飼育観察や
シルクマフラーの手織体験，十二単や舞妓，芸妓
などのきもの体験も人気です。
１上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町414
２451-9231４市バス：堀川今出川から徒歩約
1分

所蔵品展「織の美 －西陣とインカ－」
５全日
７なし８9:00～17:00９無料

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！

６全日
８①10:00～，②13:00～　※体験時間は2
～3時間Ａ館内Ｂ中学生以上の方Ｃ随時受
付９一般5000円，学生4000円Ｄ必要Ｅ  電
話，FAX（432-6156），eメール（info@
nishijinori-kaikan.ecnet.jp）Ｆマフラー
のサイズは20cm×2ｍ

　西陣織工芸美術館 松翠閣
歴史と伝統を誇る高級
織物である西陣織。その
素晴らしさと美しさを
存分にご覧いただける
美術館です。5・6世紀よ
り織り継がれてきた優
美で華麗な絹織物を京の町家という空間でお愉
しみください。
１上京区寺ノ内通智光院東入２431-1670４
市バス：堀川寺ノ内，今出川大宮，今出川浄福寺
から徒歩約7分

①京の四季　冬 “新春展” 町家で迎
えるお正月

５2月28日まで
②京の四季　春 

５3月1日から
７なし８9:30～17:00９一般（高校生以上）
200円，中学生以下無料Ｄ不要（但し，団体で

ご来館の場合は電話にてご連絡下さい）

　宮井ふろしき・袱紗ギャラリー
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。
１中京区室町通六角下ル鯉山町510番地　宮井
京都ビル2階２221-0381３地下鉄：烏丸御池
駅から徒歩約5分，阪急：烏丸駅から徒歩約5分

ギャラリー企画展 「祝儀模様の袱紗・
ふろしき」展

５休館日を除く全日
７土・日曜日，祝日８10:00～17:00９500円

①「ふろしきの日」ギャラリー見学と
ふろしき体験講座

６2月23日
８13:30～15:00Ｂ特になしＣ20名９1000
円Ｄ必要Ｅ電話（221-1076）

②「親子ふろしき体験教室」
６3月9日
８13:30～14:30Ｂ小学生以上の親子Ｃ10組
（親子参加）９500円Ｄ必要Ｅ電話（221-1076）

③ギャラリー見学とふろしき体験講座
６3月10日
８13:30～15:00Ｂ特になしＣ20名９1000
円Ｄ必要Ｅ電話（221-1076）

④「親子でつくろうMｙふろしき」
６3月20日
８13:30～16:00Ｂ小学生以上の親子Ｃ10組
（親子参加）９1000円Ｄ必要Ｅ電話（221-
1076）
Ａ全て宮井株式会社 会議室

　八つ橋庵とししゅうやかた
京都　京菓子カルチャー
体験館。はじめての感動
　ししゅう美術館ご鑑
賞・生八つ橋工房のご見
学・22種の京菓子づくり
カルチャー体験・お食事
処と京都を体感していただけます。
１右京区西京極西衣手町36番地２ 313-
2151４市バス：西京極から徒歩約10分，市バ
ス：西京極牛塚町から徒歩約5分

花鳥風月に見る 京のししゅう
５3月9日から
７なし８9:00～17:00９無料

3月の京菓子 みたらし団子づくり
６3月9日から
８9:00～16:30Ａ八つ橋庵とししゅうやか
たＢ小学4年生以上Ｃお二人以上で随時開
催９1050円（大人・小人共同額です）Ｄ必要
Ｅ前日までに電話

　大西清右衛門美術館
三条釡座でおよそ四百
年にわたり‘茶の湯釡’の
伝統と技を守り続ける
千家十職の釡師・大西
家。美術館では，大西家
に伝わる茶の湯釡をは
じめとする茶道具類を公開。会期中には釡に触
れて鑑賞する茶会・鑑賞会等も開催。
１中京区三条通新町西入釡座町18-1２

221-2881３地下鉄：烏丸御池駅から徒歩約7分
４市バス：堀川三条から徒歩約5分

平成25年春季企画展「大西家の近代 
－浄長・浄中・浄心－」

５3月5日から
７月曜日８10:00～16:30（入館は16:00ま
で）９一般800円，大学生500円，高校生以下
無料

親子で学ぼう！茶釡と体験茶会
６3月23日
８13:30～15:00Ａ館内Ｂ親子Ｃ15名９
子ども500円，保護者1500円Ｄ必要Ｅ電話
（先着順）

　お辨當箱博物館
江戸時代に使われて
いた「お辨當箱」の展
示をしています。お
花見用・川遊び用・蛍
狩り用などやお公家
様が使われていたものなど当時のあそび心と日
本の食文化をご覧いただけるように展示してお
ります。
１東山区問屋町通五条下ル上人町433　半兵
衛麸本店2階２525-0008３京阪：清水五条駅
から徒歩約1分

江戸時代のお弁当箱（お辨當箱）の展示
５全日
７なし８9:00～17:00９無料

　京菓子資料館
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）。
１上京区烏丸通上立売上る柳図子町331-2２
432-3101３地下鉄：今出川駅から徒歩約5分

明治・大正期の京菓子
５休館日を除く全日
７水曜日８10:00～17:00９無料Ｄ不要
（但し，10名以上の団体の場合は電話にて申
込必要）

　京都市考古資料館
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。
１上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1２
432-3245４市バス：今出川大宮からすぐ

伏見人形
５2月9日から
７月曜日（祝日の場合は翌日）８ 9:00～
17:00（入館は16:30まで）９無料

　京都伝統産業ふれあい館
京都伝統産業ふれあい館は，今なお受け継がれ，
京都の町に息づいている伝統産業工芸品を一堂
に集め，美と技の世界をより多くの皆様に感じ
ていただく，産業と文化と人の出会いの場です。
１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２762-2670４市バス：京都
会館・美術館前から徒歩約1分３地下鉄：東山駅

から徒歩約10分
①現代に生きる金属工芸美展

５2月3日まで
②「京都市収蔵品展」～京の職人さん
による珠玉の染織品展～

５2月8日から3月3日
③京都市伝統産業技術功労者顕彰記
念作品展

５3月9日から3月20日
７なし８9:00～17:00（入館は16:30まで）
９無料

摺型友禅染体験
６【一般の方のみ】毎週土・日曜日，祝日　【団
体のみ】平日
８9:30～16:00Ａ館内 体験コーナーＢ小学
生以上Ｃ同時に40名まで９有料（コースター
600円，ハンカチ700円（小学生以下600円），う
ちわ800円，ランチョンマット1000円，Tシャ
ツ（サイズ S.M.XL）1500円）Ｄ 【土日祝】…一
般の方のみ受付（予約不要）　【平日】…団体の
み受付（要予約）Ｅ電話でご予約状況を確認い
ただいたのち，FAX（761-7121）でお申込。

　京都當道会会館
中世・近世を通じ確立し
た“日本の音楽”箏，三味
線，胡弓を演奏し地歌を
歌います人々の集まる
本部で，貴重な古文書，
楽器の展示もしていま
す。楽器演奏の練習場所でもあり，多くの人々に
聞いていただく事もあります。
１上京区出水通室町東入近衛町47-2２  
441-5640３地下鉄：丸太町駅から徒歩約10分

美の極地　京の工芸品を見る
５休館日を除く全日
７土・日曜日，祝日８11:00～16:00（入館は
15:30まで）９一般300円，大学生以下無料
Ｄ必要Ｅ電話，FAX（441-5311）

私にも出来ました!! 邦楽演奏
箏・三味線・胡弓

６2月6・20日，3月6・13日
８①11:00～，②13:00～Ａ館内Ｂ6～70才
Ｃ各回10名９100円Ｄ必要Ｅ電話，FAX
（441-5311）

　京焼・清水焼工芸館
当館は，京都市山科区にある
京焼・清水焼の生産地「清水
焼団地」にあり，窯元，卸，作
家，原材料屋，碍子，木工師，
金工師，京陶人形師など，陶
磁器に関する業者の作品を
展示・販売している他，受注
生産も承っております。
１山科区川田清水焼団地町6-2２581-6188４
京阪バス：清水焼団地または川田から徒歩約3分

「清水焼の郷」作品展 ～新たなる始動～
５全日
７なし８9:00～17:00９無料

①手びねり体験
９3000円（税別，送料別）

②絵つけ体験
９1200円から（税別，送料別）
６2月1日から2月28日
８9:00～17:00（完全予約制）Ａ清水焼団地 1
階Ｂ特になしＣ10名以上からＤ必要Ｅ 電話

　ぎをん思いで博物館
井筒八ツ橋本舗本店5階。常設展は明治20年頃

31 織成舘おりなすかん
B

32 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
A

33 京都絞り工芸館きょうとしぼりこうげいかん
C

34 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

C

35 千總資料館ちそうしりょうかん
C

36 西陣織会館にしじんおりかいかん
B

37 西陣織工芸美術館 松翠閣にしじんおりこうげいびじゅつかん　しょうすいかく
B

38 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
C

40 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
C

30 龍谷ミュージアムりゅうこくみゅーじあむ
A

39 八つ橋庵とししゅうやかたやつはしあんとししゅうやかた
A

42 京菓子資料館きょうがししりょうかん
B

41 お辨當箱博物館おべんとうばこはくぶつかん
E

43 京都市考古資料館きょうとしこうこしりょうかん
B

44 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
D

46 京焼・清水焼工芸館きょうやき・きよみずやきこうげいかん
A

47 ぎをん思いで博物館ぎをんおもいではくぶつかん
E

45 京都當道会会館きょうととうどうかいかいかん
B

染 ・織物に親しむ施設

伝 統文化に触れる施設
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からの祇園界隈の写真
や四条河原の賑わい，舞
妓の髪型，祇園町の今
昔，祇園を終世愛しつづ
けた歌人・吉井勇をはじ
め懐かしい方々の写真
やプロフィールを展示しております。
１東山区川端通四条上ル常盤町178　井筒北
座ビル5階２531-2121３京阪：祇園四条駅か
ら徒歩約2分

「祇園を彩る先人たち」
５全日
７なし８10:00～17:00９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円

　象彦漆美術館
平成23年10月にオープ
ン。寛文元（1661）年創
業以来，歴代当主が技術
の継承やデザイン見本
の為収集した，優れた蒔
絵作品等を中心に，テー
マに合わせた展覧会を行っています。
１左京区岡崎最勝寺町10（象彦本店2階）２  
752-7790３地下鉄：東山駅から徒歩約10分４
市バス：東山二条から徒歩約5分

雛人形とひいなの調度
５2月2日から
７水曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
17:00９一般（高校生以上）300円，中学生以
下無料　※5名以上の団体は200円

　茶道資料館
茶碗や掛軸などの茶道具
や美術工芸品，裏千家の
代表的な茶室「又隠（ゆう
いん）」内部の複製を展示
する美術館。入館者には
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。一週間前
までの電話予約で講師の指導による茶道体験が
できます。
１上京区堀川通寺之内上る寺之内堅町682 裏
千家センター内２431-6474４市バス：堀川寺
ノ内から徒歩約2分３地下鉄：鞍馬口駅から徒
歩約15分

新春展　大松コレクション名品選　
近代絵画と茶道具

５3月10日まで
７月曜日（祝日の場合は開館）８ 9:30～
16:30（入館と呈茶は16:00まで）９一般500
円，大学生400円，中・高校生300円，小学生無
料　※20名以上団体割引あり

初めての茶道体験
～お抹茶を点ててみよう～

６休館日を除く全日
８①10:00～，②11:00～，③13:00～，④
14:00～，⑤15:00～Ａ館内 呈茶席Ｂ制限な
しＣ1名～12名９無料（入館料のみ）Ｄ必要
Ｅ1週間以上前までに電話

　野村美術館
野村證券などの金融財
閥を一代で築き上げた2
代目野村徳七のコレク
ションを展示していま
す。京都東山南禅寺畔に
ある静かなたたずまい
の美術館で，主な所蔵品は茶道具・能面・能装束
など，約1500点です。
１左京区南禅寺下河原町61２751-0374３  地
下鉄：蹴上駅から徒歩約10分

春季特別展 「茶人のあそび心　形物
香合番付の世界」

５3月2日から
７月曜日８10:00～16:30（入館は16:00ま
で）９一般700円，高・大学生300円，小・中学
生200円　※70歳以上は500円（ただし運転
免許証等，年齢を証明するものの提示が必要）

　松本明慶佛像彫刻美術館
慶派の流れを汲む平成の大佛師，松本明慶謹刻
の作品約160点を展示。平成佛像彫刻の真髄が
ここに息づき，日本再生を願う。開期中，復興祈
願のみほとけ造佛を，来館者の方々にも協力頂
く，一刀三礼運動を継続。
１上京区下長者町通室町西入ル西鷹司町16　
プレパレス内２332-7974（松本工房）３  地下
鉄：丸太町駅から徒歩約10分

苦楽を共に生きるみほとけとの出逢い
５2月2・3・16・17日，3月2・3・16・17日
７開催期間に記載の日以外は休館８10:00
～17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話

平成23年より復興祈願「一刀三礼運
動」を継続

６展示の開催期間と同じ
８10:00～17:00Ａ館内 1階ブースＢ復興祈
願のみほとけの造佛にご協力下さる方なら老
若男女を問わず大歓迎ですＣなし９無料Ｄ
必要Ｅ電話

　樂美術館
初代長次郎以来約450
年，樂家に伝わった歴代
の作品を中心に，茶道工
芸美術品，関係古文書な
どを収蔵しています。ま
た，実際に手に取って鑑
賞できる「手にふれる樂茶碗鑑賞会」，「特別鑑賞
茶会」などの企画も行っています。
１上京区油小路通一条下る２414-0304４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前または堀川中立売から
徒歩約3分３地下鉄：今出川駅から徒歩約13分

新春展　樂歴代　春節会
５3月3日まで
７月曜日（祝日の場合は開館）８10:00～
16:30（入館は16:00まで）９一般800円，大
学生600円，高校生300円，中学生以下無料

親子でお茶一服
６3月3日
８①11:00～，②13:30～Ａ館内Ｂ親子・孫
（中学生以下のお子様）Ｃ15名９2800円（中
学生以下のお子様は無料）Ｄ必要Ｅ電話

　遠藤剛熈美術館
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
ない魂の表現をご覧ください。
１下京区猪熊通高辻下る高辻
猪熊町349２  822-7001３阪急：大宮駅から徒
歩約7分４市バス：堀川松原から徒歩約3分

新春展
５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
17:00９一般500円，高・大学生400円，小・中
学生200円Ｄ必要Ｅ電話，FAX（801-0626），
ハガキ，eメール（info@gohki.com又は

http://www.gohki.com/のお問い合せか
ら）

初めての油絵体験コーナー
６2月2・16日，3月2・16日
８14:00～17:00Ａ館内 3階Ｂどなたでも，
親子歓迎Ｃ各日10名９1000円（入館料込み）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX（801-0626），ハガキ，e
メール（ i n f o @ g o h k i . c o m又は
http://www.gohki.com/のお問い合せか
ら）Ｆ汚れてもいい服装でお越しください。作
品は後日取りに来ていただくか郵送します。

　京都嵐山オルゴール博物館
アンティークオルゴー
ルや西洋のからくり人
形約100点を常時展示
しています。説明員がオ
ルゴールにまつわる歴
史や文化などをわかり
易く説明しながら，アンティークオルゴールの
演奏やからくり人形の実演をします。
１右京区嵯峨天竜寺立石町1-38２ 865-
1020３JR：嵯峨嵐山駅から徒歩約10分，嵐電：
嵐山駅から徒歩約10分

職人達の超絶技巧
－自動人形（オートマタ）の小物－

５休館日を除く全日
〈1月・2月〉７月・火曜日（祝日の場合は開館）
８10:00～17:00（最終演奏が16:00頃から始
まりますので，できるだけそれまでに入館し
て下さい。）〈3月〉７火曜日８10:00～18:00
（最終演奏が17:00頃から始まりますので，で
きるだけそれまでに入館して下さい。）
９一般（中学生以上）1000円，小学生600円
　※小学生は家族で入館の場合，父兄同伴割
引で300円になります。　※修学旅行遠足等
の学校行事で入館の場合は600円です。

　京都芸術センター
元明倫小学校の建物を
活用した，若手芸術家の
活動の支援などを行う
文化芸術都市・京都にお
ける芸術振興の拠点施
設。展覧会，ダンス，演
劇，音楽，伝統芸能など様々な芸術の催しを開
催。また，芸術文化に関する資料を集めた図書室
や，情報コーナー，教室の雰囲気を残したカフェ
や談話室がある。
１中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2２
213-1000３地下鉄：四条駅から徒歩約5分，阪
急：烏丸駅から徒歩約5分４市バス・京都バス：
四条烏丸から徒歩約5分

①展覧会ドラフト2013 
Project‘Mirrors’　

５2月5日から2月26日
②柴川敏之×てんとうむしプロジェ
クト「2000年後の小学校」展
（ボランティアスタッフ協動企画展）

５3月5日から
７なし８10:00～22:00（展覧会は20:00ま
で）９無料

　京都国立博物館
春秋を中心に特別展覧会を年数回開催していま
す。国宝・重要文化財を多数含む館蔵・寄託の文
化財約12,500件を収蔵しています。平常展示館
は建替工事のため閉館中です。新平常展示館は
2014年春の完成予定です。
１東山区茶屋町527２525-2473（テレホン
サービス）４市バス：博物館・三十三間堂前から
すぐ３京阪：七条駅から徒歩約7分

特別展観 国宝十二天像と密教法会
の世界
特集陳列 成立800年記念 方丈記

５2月11日まで
７月曜日（祝日の場合は開館）８ 9:30～
18:00（金曜日は20:00まで）　※入館は閉館
の30分前まで９一般1000円，高・大学生700
円，中学生以下無料

　都万華鏡ミュージアム姉小路館
電動式の物や，舞妓さ
んの形をした物，壷等
といったユニークな万
華鏡を常時50点程展
示し手にとって自由に
見ることが出来ます。部屋全体に映る投影式万華
鏡（毎時5分間）や世界に一つだけのあなただけ
の万華鏡が作れる教室も随時開催しています。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から徒歩約
3分

日本万華鏡大賞展（万華鏡作家を目
指す人達のアイディアいっぱいの楽
しい万華鏡が集まります）

５2月24日まで（2月26日以降は通常展示に
なります）
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
18:00（入館は17:30まで）９一般（高校生以
上）300円，小・中学生200円Ｄ不要（但し，5
名以上のグループの場合は電話，FAX
（254-7902）にて要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な万華
鏡を作ろう!!

６①2月9・23日９5000円
６②3月10日９7000円
８13:30～15:00Ａ館内Ｂ全年齢Ｃ各20名
Ｄ必要Ｅ電話，FAX（254-7902）

　清水三年坂美術館
幕末・明治期に作られた
全工，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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４市
バス：清水道から徒歩約7分

①鍛鉄の美 －鐙，鐔，自在置物
５2月17日まで

②帝室技芸員シリーズⅣ
金工 －加納夏雄と海野勝珉

５2月22日から
７月・火曜日，展示替期間（2月18～21日）８
10:00～17:00（入館は16:30まで）９  一般
500円，中・高・大学生300円，小学生200円

　中信美術館
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。
１上京区下立売通油小路東入西大路町136-3２
417-2323４市バス：堀川下立売から徒歩約2分

京を紡ぐ。はんなりズム
－現代作家による京都百景展－

５2月19日から3月17日
７月曜日８10:00～17:00（入館は16:45ま
で）９無料

　博物館　さがの人形の家
日本唯一の古人形（江戸時代
から昭和時代まで）を展示し
ている博物館。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
多くの珍しい人形が展示さ
れていて，目で楽しみ心がほ
のぼのとなります。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12２  882-1421
３JR：嵯峨嵐山駅から徒歩約20分４市バス：嵯
峨釈迦堂前から徒歩約10分

常設展 日本の古人形
特別展 『おひなさま』展

５2月23日から
７火曜日８9:30～17:00９一般（大学生以
上）800円，中・高校生500円，小学生200円

招き猫作り
６2月23日から（火曜日を除く）
８9:30～17:00Ａ館内Ｂ小学生以上Ｃ4名
９300円Ｄ必要Ｅ電話

　細見美術館
四季折々の企画展示で
日本美術の優品を紹介。
館内には,和のオリジナ
ル雑貨を扱うミュージ
アムショップやカフェ
を併設。最上階には,東山
を一望できる茶室「古香庵」があり,季節の和菓
子やお抹茶が楽しめる。
１左京区岡崎最勝寺町6-3２752-5555４  市
バス：東山二条から徒歩約3分３地下鉄：東山駅
から徒歩約7分

①特別展「江戸絵画の至宝 琳派と若
冲」

５3月10日まで
②「しむらの色 KYOTO －志村ふく
み・志村洋子作品展－」

５3月16日から
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
18:00（入館は17:30まで）９一般1000円，
中・高・大学生800円，小学生無料

　ルイ・イカール美術館 京都
アール・デコの時代に活
躍したフランス人画家ル
イ・イカールの世界をお
楽しみいただける館内の
5つの部屋は女性をテー
マにした彼の魅力で一杯
です。ゆったりとした時をお過ごしください。
１左京区上高野東山71-21２724-5235３  叡
電：八瀬比叡山口駅から徒歩約5分

「パリジェンヌと共に」（仮題）
５3月20日から
７なし８10:30～17:00９無料

　黎明教会資料研修館
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
います。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。
１左京区吉田神楽岡町3-6２751-0369４市バ
ス・京都バス：銀閣寺道から徒歩約10分，市バ
ス：浄土寺から徒歩約7分

①新春美術展
５2月4日まで

②春季美術展
５3月4日から　
７火・水曜日８10:00～16:00９無料

茶室で服むお茶
６2月4日
８13:00～15:30Ａ館内 茶室Ｂ誰でも（小学
生以下は保護者同伴）Ｃなし９無料Ｄ不要

　遠藤小路蒸気機関車館
明治から昭和にかけ
て製造された蒸気機
関車を17形式19両保
存している，日本唯一
の蒸気機関車専門の
博物館です。1日3回，館内を蒸気機関車が客車
を引いて展示運転しており，かつて京都市内を
走っていた蒸気機関車の旅を追体験できます。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：梅小
路公園前から徒歩約5分

絵葉書でみる京都市周辺の鉄道
５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
17:30（入館は17:00まで）９一般（高校生以
上）400円，小・中学生100円　※15名以上団
体割引あり

　大谷大学博物館
大谷大学博物館は平成
15年秋に開館し，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，毎回展示テーマに合わせて公開しています。
１北区小山上総町　響流館1階２411-8483３
地下鉄：北大路駅からすぐ４市バス：北大路
バスターミナルからすぐ

京都を学ぶ「打敷の意匠－町衆のこ
だわり－」

５2月16日まで
７日・月曜日８10:00～17:00（入館は16:30
まで）９一般（大学生以上）200円，高校生以
下無料　※70歳以上の方，障がい者手帳を
お持ちの方・付添いの方（1名まで）は無料

　京都市学校歴史博物館
元京都市立開智小学
校の校舎を利用し,伝
統ある京都の学校,教
育の歴史資料や,学校
に寄贈された美術工
芸品等を公開しています。2月からの企画展で
は,むかしの実験器具や,生活様式を学ぶための
少し変わった人形など，楽しくめずらしい教材
や教具が大集合！
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437２  
344-1305４市バス：四条河原町から徒歩約5分
３阪急：河原町駅から徒歩約5分，地下鉄：四条
駅から徒歩約10分

まなびの道具大集合！ ～むかしの道
具で科学をしろう～

５2月2日から
７水曜日（祝日の場合は翌日）８9:00～17:00
（入館は16:30まで）９一般（大学生以上）

53 遠藤剛熈美術館えんどうごうきびじゅつかん
A

54 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
A

55 京都芸術センターきょうとげいじゅつせんたー
C

56 京都国立博物館きょうとこくりつはくぶつかん
E

58 清水三年坂美術館きよみずさんねんざかびじゅつかん
E

59 中信美術館ちゅうしんびじゅつかん
B

60 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
A

61 細見美術館ほそみびじゅつかん
D

62 ルイ・イカール美術館 京都るい・いかーるびじゅつかん　きょうと
A

63 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
A

64 梅小路蒸気機関車館うめこうじじょうききかんしゃかん
A

65 大谷大学博物館おおたにだいがくはくぶつかん
A

66 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
A

48 象彦漆美術館ぞうひこうるしびじゅつかん
D

49 茶道資料館ちゃどうしりょうかん
B

50 野村美術館のむらびじゅつかん
D

52 樂美術館らくびじゅつかん
B

51 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
B

57 京都万華鏡ミュージアム姉小路館きょうとまんげきょうみゅーじあむあねやこうじかん
C
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　  住所　　電話番号（※電話番号およびFAX番号の市外局番“075-”は省略しています。）　　電車の最寄駅　　バスの最寄停留所　　展示 開催期間　　体験 実施日　　休み　　開館時間・実施時間　 入館料・参加費　　実施場所　　対象　　定員　　事前申込　　申込方法　　その他，備考　　※　　　　　    　  等は，すべて第18回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。
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9

特別展観 国宝十二天像と密教法会
の世界
特集陳列 成立800年記念 方丈記

５2月11日まで
７月曜日（祝日の場合は開館）８ 9:30～
18:00（金曜日は20:00まで）　※入館は閉館
の30分前まで９一般1000円，高・大学生700
円，中学生以下無料

　都万華鏡ミュージアム姉小路館
電動式の物や，舞妓さ
んの形をした物，壷等
といったユニークな万
華鏡を常時50点程展
示し手にとって自由に
見ることが出来ます。部屋全体に映る投影式万華
鏡（毎時5分間）や世界に一つだけのあなただけ
の万華鏡が作れる教室も随時開催しています。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から徒歩約
3分

日本万華鏡大賞展（万華鏡作家を目
指す人達のアイディアいっぱいの楽
しい万華鏡が集まります）

５2月24日まで（2月26日以降は通常展示に
なります）
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
18:00（入館は17:30まで）９一般（高校生以
上）300円，小・中学生200円Ｄ不要（但し，5
名以上のグループの場合は電話，FAX
（254-7902）にて要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な万華
鏡を作ろう!!

６①2月9・23日９5000円
６②3月10日９7000円
８13:30～15:00Ａ館内Ｂ全年齢Ｃ各20名
Ｄ必要Ｅ電話，FAX（254-7902）

　清水三年坂美術館
幕末・明治期に作られた
全工，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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４市
バス：清水道から徒歩約7分

①鍛鉄の美 －鐙，鐔，自在置物
５2月17日まで

②帝室技芸員シリーズⅣ
金工 －加納夏雄と海野勝珉

５2月22日から
７月・火曜日，展示替期間（2月18～21日）８
10:00～17:00（入館は16:30まで）９  一般
500円，中・高・大学生300円，小学生200円

　中信美術館
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。
１上京区下立売通油小路東入西大路町136-3２
417-2323４市バス：堀川下立売から徒歩約2分

京を紡ぐ。はんなりズム
－現代作家による京都百景展－

５2月19日から3月17日
７月曜日８10:00～17:00（入館は16:45ま
で）９無料

　博物館　さがの人形の家
日本唯一の古人形（江戸時代
から昭和時代まで）を展示し
ている博物館。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
多くの珍しい人形が展示さ
れていて，目で楽しみ心がほ
のぼのとなります。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12２  882-1421
３JR：嵯峨嵐山駅から徒歩約20分４市バス：嵯
峨釈迦堂前から徒歩約10分

常設展 日本の古人形
特別展 『おひなさま』展

５2月23日から
７火曜日８9:30～17:00９一般（大学生以
上）800円，中・高校生500円，小学生200円

招き猫作り
６2月23日から（火曜日を除く）
８9:30～17:00Ａ館内Ｂ小学生以上Ｃ4名
９300円Ｄ必要Ｅ電話

　細見美術館
四季折々の企画展示で
日本美術の優品を紹介。
館内には,和のオリジナ
ル雑貨を扱うミュージ
アムショップやカフェ
を併設。最上階には,東山
を一望できる茶室「古香庵」があり,季節の和菓
子やお抹茶が楽しめる。
１左京区岡崎最勝寺町6-3２752-5555４  市
バス：東山二条から徒歩約3分３地下鉄：東山駅
から徒歩約7分

①特別展「江戸絵画の至宝 琳派と若
冲」

５3月10日まで
②「しむらの色 KYOTO －志村ふく
み・志村洋子作品展－」

５3月16日から
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
18:00（入館は17:30まで）９一般1000円，
中・高・大学生800円，小学生無料

　ルイ・イカール美術館 京都
アール・デコの時代に活
躍したフランス人画家ル
イ・イカールの世界をお
楽しみいただける館内の
5つの部屋は女性をテー
マにした彼の魅力で一杯
です。ゆったりとした時をお過ごしください。
１左京区上高野東山71-21２724-5235３  叡
電：八瀬比叡山口駅から徒歩約5分

「パリジェンヌと共に」（仮題）
５3月20日から
７なし８10:30～17:00９無料

　黎明教会資料研修館
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
います。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。
１左京区吉田神楽岡町3-6２751-0369４市バ
ス・京都バス：銀閣寺道から徒歩約10分，市バ
ス：浄土寺から徒歩約7分

①新春美術展
５2月4日まで

②春季美術展
５3月4日から　
７火・水曜日８10:00～16:00９無料

茶室で服むお茶
６2月4日
８13:00～15:30Ａ館内 茶室Ｂ誰でも（小学
生以下は保護者同伴）Ｃなし９無料Ｄ不要

　遠藤小路蒸気機関車館
明治から昭和にかけ
て製造された蒸気機
関車を17形式19両保
存している，日本唯一
の蒸気機関車専門の
博物館です。1日3回，館内を蒸気機関車が客車
を引いて展示運転しており，かつて京都市内を
走っていた蒸気機関車の旅を追体験できます。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：梅小
路公園前から徒歩約5分

絵葉書でみる京都市周辺の鉄道
５休館日を除く全日
７月曜日（祝日の場合は翌日）８10:00～
17:30（入館は17:00まで）９一般（高校生以
上）400円，小・中学生100円　※15名以上団
体割引あり

　大谷大学博物館
大谷大学博物館は平成
15年秋に開館し，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，毎回展示テーマに合わせて公開しています。
１北区小山上総町　響流館1階２411-8483３
地下鉄：北大路駅からすぐ４市バス：北大路バ
スターミナルからすぐ

京都を学ぶ「打敷の意匠－町衆のこ
だわり－」

５2月16日まで
７日・月曜日８10:00～17:00（入館は16:30
まで）９一般（大学生以上）200円，高校生以
下無料　※70歳以上の方，障がい者手帳を
お持ちの方・付添いの方（1名まで）は無料

　京都市学校歴史博物館
元京都市立開智小学
校の校舎を利用し,伝
統ある京都の学校,教
育の歴史資料や,学校
に寄贈された美術工
芸品等を公開しています。2月からの企画展で
は,むかしの実験器具や,生活様式を学ぶための
少し変わった人形など，楽しくめずらしい教材
や教具が大集合！
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437２  
344-1305４市バス：四条河原町から徒歩約5分
３阪急：河原町駅から徒歩約5分，地下鉄：四条
駅から徒歩約10分

まなびの道具大集合！ ～むかしの道
具で科学をしろう～

５2月2日から
７水曜日（祝日の場合は翌日）８9:00～17:00
（入館は16:30まで）９一般（大学生以上）

58 清水三年坂美術館きよみずさんねんざかびじゅつかん
E

59 中信美術館ちゅうしんびじゅつかん
B

60 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
A

61 細見美術館ほそみびじゅつかん
D

62 ルイ・イカール美術館 京都るい・いかーるびじゅつかん　きょうと
A

63 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
A

64 梅小路蒸気機関車館うめこうじじょうききかんしゃかん
A

65 大谷大学博物館おおたにだいがくはくぶつかん
A

66 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
A

57 京都万華鏡ミュージアム姉小路館きょうとまんげきょうみゅーじあむあねやこうじかん
C
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郵   便   は   が   き

お手数ですが，

50円切手を

貼ってください。

応募締切日：平成25年3月31日（日）［必着］

住　所

年
齢

性
別

氏　名

電話番号

希望
記念品

〒

ふりがな

（　　　　　　　）　　　　　　　　　ー

記号（　　　　　）　品名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）第1
希望

記号（　　　　　）　品名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）第2
希望

記号（　　　　　）　品名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）第3
希望

歳

男 ・ 女

枠内をすべて記入してください。

※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。

6 0 4 8 0 6 4
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）

京都市教育委員会事務局
生涯学習部内　京博連事務局　行

記念品と提供施設一覧 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。

栞3枚セット

北野天満宮　宝物殿 提供ヌ
名10

糖芸菓子ポストカード
セット（4枚1組）

京菓子資料館 提供ヲ
名10

永田萠 オリジナル
ポストカードセット

ギャラリー妖精村 提供ル
名10

招待券（1枚につき2名
様まで入館できます）

京都嵐山オルゴール博物館 提供ワ
名10

京都国際マンガミュージ
アム招待券

京都国際マンガミュージアム 提供ヨ
名10

オリジナルクリアファイル
と立体カードのセット

京都国立博物館 提供タ
名10

京都芸術センターオリジナル
ポストカードセット（10枚1組）

京都芸術センター 提供カ
名10

オリジナルクリアファイル

京都市考古資料館 提供レ
名10

オリジナルポストカード
セット（5枚1組）

京都市動物園 提供ソ
名10

名

名10絵葉書

一燈園資料館「香倉院」 提供イ

名10缶バッチ

梅小路蒸気機関車館 提供イロ

名10特製絵はがき（5枚1組）

大西清右衛門美術館 提供ホ

名10遠藤剛熈作品絵ハガキ
セット（5枚1組）

遠藤剛熈美術館 提供ハ

名10博物館オリジナルはがき
のうち1枚

大谷大学博物館 提供ニ

名10小鳥のペンダント
制作キット

桂坂野鳥遊園 提供チ

名10やき麸1袋

お辨當箱博物館 提供ヘ

名10織成舘オリジナル香袋

織成舘 提供ト

名10オリジナル消しゴム

漢検 漢字資料館 提供リ

京都造形芸術大学 芸術館 提供
オリジナルポストカード
セット（3枚1組）

ツ
名10

あぶらとり紙

京都伝統産業ふれあい館 提供ナ
名10

京都大学総合博物館 提供
平成25年度展覧会
招待券（2枚1組）

ネ
名10

京都當道会オリジナル
日本手ぬぐい（ゑり善特製）

京都當道会会館 提供ラ
名5

植物園招待券（2枚1組）

京都府立植物園 提供ム
名10

「きよまろ」マグカップ（清水焼の郷マス
コット「きよまろ」のオリジナルグッズ）

京焼・清水焼工芸館 提供ノ
名5

井筒八ツ橋（小箱）

ぎをん思いで博物館 提供ク
名10

宝物ポストカードセット

高台寺「掌美術館」 提供マ
名10

KCI研究誌
DRESSTUDY 62号

ＫＣＩギャラリー 提供ヤ
名5

招待券
（通期・通年のもの）

高麗美術館 提供ケ
名10

京都歴史散策マップNO.2
鳥羽離宮跡を訪ねて

城南宮神苑水石亭 提供エ
名5

オリジナル象しおり

象彦漆美術館 提供テ
名10

茶道資料館
謹製ハガキ

茶道資料館 提供サ
名10

オリジナルポストカードセット
「百年前の京都」（10枚1組）

清水三年坂美術館 提供オ
名10

名10

ヰ
オリジナル柄町家
手ぬぐい

京のじゅばん＆町家の美術館
紫織庵 提供

名10

フ
平安京図会

古典の日記念
京都市平安京創生館 提供

名10

ウ
ポストカードセット
（8枚1組）

京都万華鏡ミュージアム
姉小路館 提供

コ
名10島津製作所　創業記念資

料館　招待券（ペア2名様）

島津製作所
創業記念資料館 提供

名10長谷川等伯メモ帳（長谷川等伯没後
400年を記念して作成されたメモ帳です）

智積院宝物館・庭園 提供ア

明慶佛絵はがきセット

松本明慶佛像彫刻美術館 提供ン
名10

綿ふろしき
（90cmサイズ）

宮井ふろしき・袱紗ギャラリー 提供a
名10

八つ橋庵しゃなり（お二人様お食事ご
招待券）※平成25年6月末日まで有効

八つ橋庵とししゅうやかた 提供c
名5

龍谷ミュージアム
オリジナルふせん

龍谷ミュージアム 提供f
名10

樂美術館オリジナル
一筆箋（香合）

樂美術館 提供d
名10

招待券（2枚1組）
※無期限です

霊山歴史館 提供g
名10

オリジナルデザイン・ミニクリ
アファイル（ハガキサイズ）

黎明教会資料研修館 提供i
名10

きれいな石の標本

益富地学会館 提供ス
名10

永田萠クリアファイル・
ボールペン

中信美術館 提供キ
名10

西陣織コースター

西陣織会館 提供メ
名10

ごまらー油

西川油店 提供ユ
名5

西陣織のしおり

西陣織工芸美術館 松翠閣 提供ミ
名10

オリジナルしゃもじ

琵琶湖疏水記念館 提供ヱ
名10

お守り

西陣くらしの美術館　冨田屋 提供シ
名5

名年間フリーパスポート（開催中の展覧会が何度
でもご覧頂けます）※2013年12月末日まで有効

細見美術館 提供セ
名10

名10

ヒ
3色ボールペン

佛教大学宗教文化
ミュージアム 提供

10

モ

名
ブリキのおもちゃと人形博物館オリジ
ナルポストカードセット（10枚1組）

ブリキのおもちゃと人形博物館
（Ｔｉｎ Ｔｏｙ ＆ Ｄｏｌｌ Ｍｕｓｅｕｍ） 提供

名6

b
京エコロジーセンターオリジナルグッズ
（京仙木を使用して作ったマグネット）

京エコロジーセンター
（京都市環境保全活動センター） 提供

10

e
国際平和ミュージアム
さいころくんポスター

立命館大学国際平和
ミュージアム 提供

名10

h
イカール作品のファイル
（B5サイズ）

ルイ・イカール美術館 京都 提供


