
平成27年1/28水　3/29日 ※会場により開催期間が
　異なります。平平施設が参加
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京都ミュージアムロード
は，京都市内の博物館・美術館を
より身近にふれ親しんでいただ
くために毎年開催しています。
記念すべき20回目となる今回
は，過去最多の90施設が参加
し，各会場で，20回目のために
特別に企画された「展示」や
「体験」のほか、様々なイベント
を実施中です！「スタンプラリー
プレゼント企画」（15ページ参照）も
開催しています。
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スタンプを3つ集めて
プレゼント企画に応募しよう！

スタンプラリー台紙



32

」館術美掌「寺台高

館物博箱當辨お 館物博箱當辨お

館史歴山霊 館史歴山霊
96

館馬絵羅比金 館馬絵羅比金
91

通条七

通面正

通条五

通坂八
通原松

通栗団

坂条五

道水清

条五山東

条七山東

井安山東

院積智

寺水清

寺台高
寺

八坂神社 円山公園

仁建 院徳圓
山霊

社神国護

川
端
通

京
阪
本
線

大
和
大
路
通

東
大
路
通

問
屋
町
通

清
水
五
条

祇
園
四
条

七
条

66

60

48

43

豊国神社 宝物館28

25

26

90

坂
寧
産
館術美坂年三水清

京都国立博物館

ぎをん思いで博物館ぎをん思いで博物館

坂
年
二

花
見
小
路
通

通条四 祇園

開睛小・中
文

上
蹴

線西東鉄下地

11

通条二

通門王仁

通町太丸

通条三

園物動市都京 園物動市都京 園物動市都京

京都市国際交流会館
（※「京都市動物園」の特別企画開催場所）

業産統伝都京
館いあれふ
業産統伝都京
館いあれふ

06館術美見細

京都市
美術館

上蹴

条三山東

東山丸太町 町王天

前寺禅南

都京
館会

京都市勧業館
（みやこめっせ）

寺禅南

場球野

中崎岡宮神安平

14

文

東
大
路
通

神
宮
道

岡
崎
通

白
川
通

山東

野
村
美
術
館

野
村
美
術
館

八つ橋庵しゃなり
（※「ハつ橋庵とししゅう
やかた」の体験開催場所）

八つ橋庵しゃなり
（※「ハつ橋庵とししゅう
やかた」の体験開催場所）

14

14

85

71

615 52

54

丸烏

京都堀川
音楽高
文

堀川高
文

通池御

小倉高

丸大

局京中

通路小姉

線西東鉄下地

線都京急阪

通条三

通角六

通師薬蛸

通路小錦

通条四

〒

館術美門衛右清西大 館術美門衛右清西大

84

05
術芸都京
ータンセ

15
際国都京 ムアジーュミガンマ際国都京 ムアジーュミガンマ

72＆んばゅじの京 ＆んばゅじの京
館術美の家町 館術美の家町

庵織紫 庵織紫 宮井ふろしき・
袱紗ギャラリー

總ギャラリー千

宮井ふろしき・
袱紗ギャラリー

總ギャラリー千

館芸工り絞都京 館芸工り絞都京

文

堀
川
通

油
小
路
通

西
洞
院
通

新
町
通

室
町
通

高
倉
通

堺
町
通

柳
馬
場
通

東
洞
院
通

小
川
通

四
条

烏
丸
御
池

新
風
館

地
下
鉄
烏
丸
線

烏
丸
通

釡
座
通

3

京都文化博物館京都文化博物館

京都万華鏡
ミュージアム姉小路館

京都伝統工芸館

ギャラリー
妖精村

36

65
62 1

38

40

42
37

59

64
永楽屋細辻伊兵衛商店
町家手拭ギャラリー
永楽屋細辻伊兵衛商店
町家手拭ギャラリー

いけばな資料館いけばな資料館
41

33

丸
太
町

舘成織 舘成織 通内之寺

館料資道茶 館料資道茶
跡門寺鏡宝30

通売立上

学大社志同 社女子大学志同

所御都京

二条城

相国寺

文
文

上京中
文

通川出今

丸太町通

竹屋町通

夷川通

二条通

館会織陣西 館会織陣西
通寺願誓元

通売立下

通町者長下

通水出

通条一

通売立中 館術美樂 館術美樂

館術美信中

堀
川
通

油
小
路
通

新
町
通

京
都
府
庁

下立売御門

間ノ町口

室
町
通

大
宮
通

浄
福
寺
通

智
恵
光
院
通

今
出
川

地
下
鉄
烏
丸
線

烏
丸
通

相国寺

51

34 44

39

55

53

4622

69

77京都市考古資料館京都市考古資料館

12京都御苑

キンシ正宗
堀野記念館

7
香老舗 松栄堂香老舗 松栄堂
50

館料資子菓京 館料資子菓京

館会会道當都京 館会会道當都京

館会学地富益

慶明本松
館術美刻彫像佛

慶明本松
館術美刻彫像佛

（工事中）

同志社大学
ハリス理化学館
同志社ギャラリー83

琵琶湖疏水
記念館
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※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。（第20回京都ミュージアムロードの参加館以外の施設も含まれています。）
※第20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。
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名品に出会う施設
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キンシ正宗 堀野記念館（P6⑦）
特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」…
長らく未公開であった明治時代の日本画
の名家・田能村直入氏の弟子らの合作。
各所に署名がある貴重なもの。

西陣くらしの美術館 冨田屋（P6⑨）
①町家の節分②町家のおひなさま…国登
録有形文化財の町家に残る節分やおひな
さまを見学して頂けます。（要予約）

京都市青少年科学センター（P7⑬）
プラネタリウム特別投映「大人のための
星空めぐり」…落ち着いた音楽と満天の
星で心身ともに癒される大人向け番組。
ベテラン解説員が季節の星空の魅力を語
ります。

京都市動物園（P7⑭）
ゾウを通してアジアとのつながりを知る
～ラオスとの国際共同保全プロジェクト～
…来園したゾウの生息地であるラオスの
自然や文化、人間とゾウの関係につい
て、ラオスから講師をお招きしてシンポ
ジウムを開催します。

島津製作所 創業記念資料館（P8⑳）
館員によるギャラリートーク…京都や島
津製作所の歴史，製品にまつわる説明な
ど，科学を身近に，楽しく感じられるイ
ベントです。

北野天満宮 宝物殿（P8㉔）
よみがえる天神信仰 北野天満宮の宝物－
国宝・重要文化財の数々－…国宝の北野
天神縁起絵巻をはじめ，重文の鬼神像・
太刀・絵馬・古文書等の御神宝（初公開
含む）を一挙に大公開。

高台寺「掌美術館」（P8㉕）
大坂の陣 400年　桃山から江戸へ…高台
院（北政所）百回忌の際，大坂の陣の後
に生まれた木下家から高台寺へ奉納され
た詩歌を紹介（初公開）する。

城南宮神苑水石亭（P8㉗）
神職とめぐる　椿咲く城南宮…神職の案
内で境内や神苑をめぐる特別企画。

豊国神社 宝物館（P8㉘）
豊国神社宝物館オリジナルクリアファイ
ルを先着50名様にプレゼント…京都
ミュージアムロードの20回を記念し，
特別に作成致しましたクリアファイルを
先着50名様にプレゼントします。

宝鏡寺門跡（P8㉚）
春の人形展…通常「万勢伊さん」のみの
出展ですが，今回は特別企画として「孝
明さん」もあわせて展示いたします。

本能寺大寶殿（P9㉛）
春のおとづれ…立華の押し絵や宸筆で春
を感じていただきたい。

龍谷ミュージアム（P932）
学芸員トーク…5人の学芸員によるオム
ニバス形式の展示解説。インドから日本
に至るまでの仏教の流れを様々な角度か
ら紹介。

川島織物セルコン 織物文化館（P935）
緞帳の大きさを実感！織物文化館と手織
工場…織物文化館と緞帳や綴織の帯地を
織っている手織工場をスタッフが解説し
ながら，特別に案内します。

京都絞り工芸館（P936）
親子で絞りスカーフ作り　絞り寺子屋…
素敵な絞りスカーフが完成。保護者の方
もお得な料金で体験できます。お子様に
は「絞り寺子屋修了証」を授与。

京のじゅばん＆町家の美術館 紫織庵（P937）
戦後70年特別企画「ボンチ」のきもの
が映すWar Propagandaと戦前の昭和史
…昭和元年から戦争が激化する15年頃
までの「ボンチ」と呼ばれる男の子のき
ものの柄の変化から、戦前の昭和史が見
える。

宮井ふろしき・袱紗ギャラリー（P940）
ギャラリートーク　袱紗を語る～宮井コ
レクションより…宮井コレクションより
江戸時代から昭和初期までの掛袱紗の文
化的背景や様々な文様について解説しま
す。

大西清右衛門美術館（P1042）
学芸員によるギャラリートーク…当館の
学芸員が展示品の解説をいたします。所
要時間は30分程度を予定しています。

京菓子資料館（P1044）
茶席ご利用を700円から500円に御優待
します…本冊子をご提示いただいた場
合，茶席（抹茶＋季節の上生菓子）を税
込500円にご優待いたします。（1冊5名
様まで）

京都青窯会会館（P1045）
窯元体験型1日陶芸体験（手びねり・絵
付）…京焼清水焼が生まれる窯元の見学
をしながら工房での体験が出来，終了後
青窯会会館へ移動しての絵付け体験が出
来る。

京都當道会会館（P1046）
「茶・香・楽」を楽しく味わう…「茶（呈茶
席）・香（聞香席）・楽（和楽鑑賞席）」を楽
しく味わっていただきます。ご希望で楽
器の体験も。

香老舗 松栄堂 京都本店香房（P1050）
ミニ展示コーナー　－時を刻むお線香－
…かつてお線香は，時計の代わりとして
も使用されていました。今回ミニ展示と
いう形でご紹介します。

松本明慶佛像彫刻美術館（P1153）
高野山開創1200年根幹事業，みほとけ
完成…高野山開創1200年を迎え，その
根幹事業となる中門再興。松本明慶工房
にて完成した新造のみほとけと納佛風景
の写真を公開。

八つ橋庵とししゅうやかた（P1154）
えっ!! これがししゅう？ すごい。…創業
以来受け継がれる「かけはしの刺繍」。
今回，普段非公開の往年の海外名優の表
情を巧みに表現した刺繍も展示。

一燈園資料館「香倉院」（P1156）
東大寺大仏蓮弁拓本の公開…東大寺大仏
の台座に伝えられた天平年間（８世紀）
の仏画の拓本を公開します。

京都嵐山オルゴール博物館（P1158）
ギド＆ジャクリーヌ・REUGEコレク
ション －オートマタ展－…上海の姉妹館
のオートマタ（自動人形）のコレクショ
ンが嵐山に帰ってきました。9年ぶりの
公開です。

京都伝統工芸館（P1262）
琳派400年記念　光悦村のジオラマ展示
…1615年，本阿弥光悦が京都洛北鷹峯
に光悦村を拓き今年で400年。当時の光
悦村の様子をジオラマで再現。

京都府立堂本印象美術館（P1263）
堂本印象名品展・特別企画「プレミア
ム・ギャラリーツアー」…閉館後の美術
館で，堂本印象名品展の出品作や，印象
が全てをデザインした堂本印象美術館の
解説を行います。

京都万華鏡ミュージアム姉小路館（P1265）
①4日間限定！万華鏡の新しい体験!!「万
華鏡ファンタジー」②クイズに答えてプ
レゼントをもらおう!!…①お部屋全体
に，音楽に合わせて躍る万華鏡の映像を
上映。幻想的な空間をぜひ体験してくだ
さい。②万華鏡にちなんだクイズを5問
出題し，全問正解されたお客様に素敵な
プレゼント。

清水三年坂美術館（P1266）
トワイライト・ギャラリートーク…館長
の村田理如による列品解説を行います。

大谷大学博物館（P1374）
博物館ミニ講座…本館学芸員が博物館に
関するミニ講義と冬展出陳作品の解説を
行います。その後，作品を鑑賞していた
だきます。

京都市学校歴史博物館（P1376）
企画展関連講演会「京都における高等女
学校のあゆみ」…企画展「京都の高等女
学校と女学生」に関連した講演会。講
師：学芸員　和崎光太郎

京都市考古資料館（P1377）
旧貴賓室　特別公開…竣工100年を記念
して，京都市有形文化財に登録されてい
る会議室（旧西陣織物館貴賓室）を特別
公開します。

京都市歴史資料館（P1380）
室町時代の大変貴重な資料（幕府禁制札）
を特別に展示します…貞治 4年（1365），
久多荘（左京区久多）にて，隣村からの立
入りを禁止した，釘穴が残る木札の展示。

立命館大学国際平和ミュージアム（P1489）
戦時下のレコード鑑賞会…戦前に製造さ
れたレコードや蓄音機を展示。当時のレ
コードをきいてみましょう。

霊山歴史館（P1490）
特別展「松陰をめぐる人びと」…ＮＨＫ大
河ドラマで注目を浴びている吉田松陰
や，久坂玄瑞，高杉晋作などの資料を中心
に展示します。

第20回記念！特別企画

京都造形芸術大学芸術館（P6④）
縄文の夢…コレクション展Ⅲを見ていた
だいた後に，収蔵品の一つである縄文土
器についてお話します。

2015 年は，京都洛北鷹峯で，本阿弥光悦が光悦村を拓い
て 400年となる節目の年となります。「琳派 400年記念」
となる今年は，琳派に関連する多彩な事業や催しが次々と
開催されます。ぜひ，琳派の日本らしい美に触れてみてく
ださい。詳しくは，ホームページをご覧ください。　

琳派 400年記念祭 検索

西陣くらしの
美術館　冨田屋

9

貴重な展示や普段は行われないギャラリートークなど，特別な企画が盛りだくさん！
この機会に京都のミュージアムを巡って，とっておきの京都の文化を感じてください！

※実施日や参加費等の詳細は，6～14
　ページの参加館紹介をご覧ください。
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館料資子菓京 館料資子菓京

館会会道當都京 館会会道當都京

館会学地富益

慶明本松
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慶明本松
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（工事中）

同志社大学
ハリス理化学館
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記念館
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※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。（第20回京都ミュージアムロードの参加館以外の施設も含まれています。）
※第20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。

検 索検 索京博連

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

キンシ正宗 堀野記念館（P6⑦）
特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」…
長らく未公開であった明治時代の日本画
の名家・田能村直入氏の弟子らの合作。
各所に署名がある貴重なもの。

西陣くらしの美術館 冨田屋（P6⑨）
①町家の節分②町家のおひなさま…国登
録有形文化財の町家に残る節分やおひな
さまを見学して頂けます。（要予約）

京都市青少年科学センター（P7⑬）
プラネタリウム特別投映「大人のための
星空めぐり」…落ち着いた音楽と満天の
星で心身ともに癒される大人向け番組。
ベテラン解説員が季節の星空の魅力を語
ります。

京都市動物園（P7⑭）
ゾウを通してアジアとのつながりを知る
～ラオスとの国際共同保全プロジェクト～
…来園したゾウの生息地であるラオスの
自然や文化、人間とゾウの関係につい
て、ラオスから講師をお招きしてシンポ
ジウムを開催します。

島津製作所 創業記念資料館（P8⑳）
館員によるギャラリートーク…京都や島
津製作所の歴史，製品にまつわる説明な
ど，科学を身近に，楽しく感じられるイ
ベントです。

北野天満宮 宝物殿（P8㉔）
よみがえる天神信仰 北野天満宮の宝物－
国宝・重要文化財の数々－…国宝の北野
天神縁起絵巻をはじめ，重文の鬼神像・
太刀・絵馬・古文書等の御神宝（初公開
含む）を一挙に大公開。

高台寺「掌美術館」（P8㉕）
大坂の陣 400年　桃山から江戸へ…高台
院（北政所）百回忌の際，大坂の陣の後
に生まれた木下家から高台寺へ奉納され
た詩歌を紹介（初公開）する。

城南宮神苑水石亭（P8㉗）
神職とめぐる　椿咲く城南宮…神職の案
内で境内や神苑をめぐる特別企画。

豊国神社 宝物館（P8㉘）
豊国神社宝物館オリジナルクリアファイ
ルを先着50名様にプレゼント…京都
ミュージアムロードの20回を記念し，
特別に作成致しましたクリアファイルを
先着50名様にプレゼントします。

宝鏡寺門跡（P8㉚）
春の人形展…通常「万勢伊さん」のみの
出展ですが，今回は特別企画として「孝
明さん」もあわせて展示いたします。

本能寺大寶殿（P9㉛）
春のおとづれ…立華の押し絵や宸筆で春
を感じていただきたい。

龍谷ミュージアム（P932）
学芸員トーク…5人の学芸員によるオム
ニバス形式の展示解説。インドから日本
に至るまでの仏教の流れを様々な角度か
ら紹介。

川島織物セルコン 織物文化館（P935）
緞帳の大きさを実感！織物文化館と手織
工場…織物文化館と緞帳や綴織の帯地を
織っている手織工場をスタッフが解説し
ながら，特別に案内します。

京都絞り工芸館（P936）
親子で絞りスカーフ作り　絞り寺子屋…
素敵な絞りスカーフが完成。保護者の方
もお得な料金で体験できます。お子様に
は「絞り寺子屋修了証」を授与。

京のじゅばん＆町家の美術館 紫織庵（P937）
戦後70年特別企画「ボンチ」のきもの
が映すWar Propagandaと戦前の昭和史
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までの「ボンチ」と呼ばれる男の子のき
ものの柄の変化から、戦前の昭和史が見
える。

宮井ふろしき・袱紗ギャラリー（P940）
ギャラリートーク　袱紗を語る～宮井コ
レクションより…宮井コレクションより
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化的背景や様々な文様について解説しま
す。

大西清右衛門美術館（P1042）
学芸員によるギャラリートーク…当館の
学芸員が展示品の解説をいたします。所
要時間は30分程度を予定しています。

京菓子資料館（P1044）
茶席ご利用を700円から500円に御優待
します…本冊子をご提示いただいた場
合，茶席（抹茶＋季節の上生菓子）を税
込500円にご優待いたします。（1冊5名
様まで）

京都青窯会会館（P1045）
窯元体験型1日陶芸体験（手びねり・絵
付）…京焼清水焼が生まれる窯元の見学
をしながら工房での体験が出来，終了後
青窯会会館へ移動しての絵付け体験が出
来る。

京都當道会会館（P1046）
「茶・香・楽」を楽しく味わう…「茶（呈茶
席）・香（聞香席）・楽（和楽鑑賞席）」を楽
しく味わっていただきます。ご希望で楽
器の体験も。

香老舗 松栄堂 京都本店香房（P1050）
ミニ展示コーナー　－時を刻むお線香－
…かつてお線香は，時計の代わりとして
も使用されていました。今回ミニ展示と
いう形でご紹介します。

松本明慶佛像彫刻美術館（P1153）
高野山開創1200年根幹事業，みほとけ
完成…高野山開創1200年を迎え，その
根幹事業となる中門再興。松本明慶工房
にて完成した新造のみほとけと納佛風景
の写真を公開。

八つ橋庵とししゅうやかた（P1154）
えっ!! これがししゅう？ すごい。…創業
以来受け継がれる「かけはしの刺繍」。
今回，普段非公開の往年の海外名優の表
情を巧みに表現した刺繍も展示。

一燈園資料館「香倉院」（P1156）
東大寺大仏蓮弁拓本の公開…東大寺大仏
の台座に伝えられた天平年間（８世紀）
の仏画の拓本を公開します。

京都嵐山オルゴール博物館（P1158）
ギド＆ジャクリーヌ・REUGEコレク
ション －オートマタ展－…上海の姉妹館
のオートマタ（自動人形）のコレクショ
ンが嵐山に帰ってきました。9年ぶりの
公開です。

京都伝統工芸館（P1262）
琳派400年記念　光悦村のジオラマ展示
…1615年，本阿弥光悦が京都洛北鷹峯
に光悦村を拓き今年で400年。当時の光
悦村の様子をジオラマで再現。

京都府立堂本印象美術館（P1263）
堂本印象名品展・特別企画「プレミア
ム・ギャラリーツアー」…閉館後の美術
館で，堂本印象名品展の出品作や，印象
が全てをデザインした堂本印象美術館の
解説を行います。

京都万華鏡ミュージアム姉小路館（P1265）
①4日間限定！万華鏡の新しい体験!!「万
華鏡ファンタジー」②クイズに答えてプ
レゼントをもらおう!!…①お部屋全体
に，音楽に合わせて躍る万華鏡の映像を
上映。幻想的な空間をぜひ体験してくだ
さい。②万華鏡にちなんだクイズを5問
出題し，全問正解されたお客様に素敵な
プレゼント。

清水三年坂美術館（P1266）
トワイライト・ギャラリートーク…館長
の村田理如による列品解説を行います。

大谷大学博物館（P1374）
博物館ミニ講座…本館学芸員が博物館に
関するミニ講義と冬展出陳作品の解説を
行います。その後，作品を鑑賞していた
だきます。

京都市学校歴史博物館（P1376）
企画展関連講演会「京都における高等女
学校のあゆみ」…企画展「京都の高等女
学校と女学生」に関連した講演会。講
師：学芸員　和崎光太郎

京都市考古資料館（P1377）
旧貴賓室　特別公開…竣工100年を記念
して，京都市有形文化財に登録されてい
る会議室（旧西陣織物館貴賓室）を特別
公開します。

京都市歴史資料館（P1380）
室町時代の大変貴重な資料（幕府禁制札）
を特別に展示します…貞治 4年（1365），
久多荘（左京区久多）にて，隣村からの立
入りを禁止した，釘穴が残る木札の展示。

立命館大学国際平和ミュージアム（P1489）
戦時下のレコード鑑賞会…戦前に製造さ
れたレコードや蓄音機を展示。当時のレ
コードをきいてみましょう。
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特別展「松陰をめぐる人びと」…ＮＨＫ大
河ドラマで注目を浴びている吉田松陰
や，久坂玄瑞，高杉晋作などの資料を中心
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第20回記念！特別企画

京都造形芸術大学芸術館（P6④）
縄文の夢…コレクション展Ⅲを見ていた
だいた後に，収蔵品の一つである縄文土
器についてお話します。

2015 年は，京都洛北鷹峯で，本阿弥光悦が光悦村を拓い
て 400年となる節目の年となります。「琳派 400年記念」
となる今年は，琳派に関連する多彩な事業や催しが次々と
開催されます。ぜひ，琳派の日本らしい美に触れてみてく
ださい。詳しくは，ホームページをご覧ください。　

琳派 400年記念祭 検索

西陣くらしの
美術館　冨田屋
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貴重な展示や普段は行われないギャラリートークなど，特別な企画が盛りだくさん！
この機会に京都のミュージアムを巡って，とっておきの京都の文化を感じてください！

※実施日や参加費等の詳細は，6～14
　ページの参加館紹介をご覧ください。
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2ヶ月間にわたり京都市美術館の全館と京都府京都文化博物館を主会場に
複数の会場を有機的に連携させながら開催される京都で初めての大規模な
現代芸術の国際展、PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015。
国際交流と文化の集積地・京都を舞台に作家約40人が作品を発表します。

京都文化博物館　

リサ・アン・アワーバック、 ナイリー・バグラミアン、 蔡國強、 ヨースト・コナイン、 スタン・ダグラス、 サイモン・フジワラ
ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、ヘフナー/ザックス、石橋義正、笠原恵実子、ウィリアム・ケントリッジ アン・リスレゴー
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笹本晃、 高嶺格、 田中功起、 アナ・トーフ、 ローズマリー・トロッケル、 ヤン・ヴォー、 王虹凱、やなぎみわ ほか 
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リサ・アン・アワーバック
（Lisa Anne Auerbach）
1967年アメリカ・ミシガン州アナーバー生ま
れ、ロサンゼルスを拠点に活動
元々写真を学んでいたが、2004年のアメリカ合
衆国大統領選挙のときにメッセージを編み込ん
だニットを制作し、それ以来、同様のニット作
品を数多く発表。自分自身の日常から生まれた
シンプルな発想を起点に、個人が使用可能な既
存の素材やメディアを駆使し、自分の手で制作
することに固執しながら生み出される作品は、
日常の中に非日常が交錯する遊戯的で批評性に
満ちている。
Installation view of American Megazine #1, 2013. Photo by the 
artist, courtesy of the artist and Gavlak. © Lisa Anne 
Auerbach

蔡國強
（ツァイ・グオチャン／さい こっきょう）
1957年中国福建省泉州生まれ、ニューヨークを
拠点に活動
北京オリンピック開会式の花火の演出、火薬で
描く「火薬絵画」などのダイナミックな作品制
作や奇抜なプロジェクトで世界的に知られる。
1994年には京都市役所前で「長安からのお祝
い̶̶平安建都1200年のためのプロジェクト」
を行う。彼は十年近くの時間をかけて、中国僻
地の農民が知的な好奇心と製作衝動によって日
常生活の身近な材料だけで自作した、ロボット
や潜水艦、飛行機などを収集する「農民ダ・
ヴィンチ」のプロジェクトを続けている。この
一部と派生プロジェクト「子どもダ・ヴィン
チ」、それに京都のための新たなプランを加え
たものが、PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭
2015の核となる。
Cai Guo-Qiang: Da Vincis do Povo, São Paulo, 2013. Photo by 
Joana França

ヨースト・コナイン
（Joost Conijn）
1971年オランダ・アムステルダム生まれ、同市
を拠点に活動
「飛びたい」という衝動から、27歳でパイロッ
トライセンスを取得、2000年、手製の飛行機に
よる飛行をサハラ砂漠で試みた。2001‒02年に
は木炭ガスのエンジンを搭載した木製自動車
で、ベルギー、ドイツ、チェコ、スロバキア、
ハンガリー、ルーマニア、モラヴィア、トラン
シルヴァニア、ウクライナ、ブルガリア、マケ
ドニア、アルバニアなど、ヨーロッパ15カ国を
廻る。自分の好奇心や衝動を、既成の交通手段
ではなく手作りの乗り物で実現し、事前計画に
忠実ではなく行き当たりばったりに国や文化の
境界線を自由に往来する彼の態度は、既存の諸
システムに依存する現代について再考を促す。
Still from Vliegtuig (Airplane), 2000. Video

スーザン・フィリップス
（Susan Philipsz）
1965年イギリス・グラスゴー生まれ、ベルリン
を拠点に活動
初期の作品は彼女の歌唱を唯一の音源（楽器）
として使い、民謡やポップスを歌う彼女の声を
シンプルなスピーカー構成で作品化する。作品
は美術館やギャラリーではなく、バス停や高架
下、スーパーマーケットなどの日常的な騒音が
混在する場所に置かれることが多い。設置場所
に応じて選ばれる歌は、しばしば政治的、社会
的な意味を持っているが、フィリップスの優し
い歌声は、歌詞が伝えるメッセージだけではな
く、鑑賞者自身の個人的な記憶や感情を強く喚
起し、聞く者に今いる場所の記憶を再認識させ
る。
Installation view of The Distant Sound, Moss, Norway, 2014. 
Photo by Eoghan McTigue. © Susan Philipsz

やなぎみわ
1967年神戸生まれ、京都を拠点に活動
制服姿のエレベーターガールの写真シリーズな
ど、現代社会に生きる女性を扱った作品で90年
代半ばから注目を集める。最初期の作品に案内
嬢を使ったパフォーマンスがあり、その後の写
真・映像作品にも演劇的側面は重要な作品要素
であった。近年その演劇志向はより強まり、築
地小劇場を題材とした演劇三部作『1924』
（2011‒12）が上演された。ヨコハマトリエン
ナーレ2014では、中上健次の『日輪の翼』を舞
台 化 す る た め の 移 動 舞 台 車 を 発 表 。
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015では、
台湾から横浜港へと輸入されたこの舞台車を引
き継ぎ、制作・展示・パフォーマンス・演劇公
演の実現を目指している。このプロジェクトは
二つの国際展を横断するという画期的な試みと
なる。
《『日輪の翼』上演のための移動舞台車》2014 写真：沈昭良

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル
（Dominique Gonzalez-Foerster）
1965年フランス・ストラスブール生まれ、パリ
とリオデジャネイロを拠点に活動
グルノーブルの美術学校を卒業後、80年代後半
から自身が「ルーム」と呼ぶ一連の部屋のイン
スタレーションを制作する。映像、光、音、家
具などが組み合わされるその作品は、知覚を通
じて鑑賞者の記憶を刺激し、作品である室内を
物語に満ちた本であるかのような空間に変容さ
せる。
「M.2062 (Scarlett)」2013 写真：林直 提供：PARASOPHIA
事務局

スタン・ダグラス
（Stan Douglas）
1960年カナダ・バンクーバー生まれ、同市を拠
点に活動
1980年代中頃から、特定の場所で発生した事件
や出来事を調査し、あまり知られていない忘れら
れた歴史を再考する写真やビデオ、映像作品を制
作。彼はドキュメンタリーとフィクションの狭間
で、作家の意図として作品そのものが現れる、挑
戦 的 で 開 か れ た 作 品 を 制 作 し て い る 。
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015へ出品
を予定している最新のビデオインスタレーション
作品《Luanda-Kinshasa》（2014）は、「The 
Church」と呼ばれたコロンビア・レコードの伝
説 的 な ニ ュ ー ヨ ー ク 3 0 番 街 ス タ ジ オ
（1949‒81）の再構成を舞台にしている。本作
に登場する10人のミュージシャンは、マイル
ス・デイヴィスのアルバム『On the Corner』
（1972）と当時のアフロビートが融合した音楽
をつくり出している。
Installation view of Luanda-Kinshasa, 2013

アーノウト・ミック
（Aernout Mik）
1962年オランダ・フローニンゲン生まれ、アム
ステルダムを拠点に活動
ミックの作品の多くは、無音のマルチチャンネ
ルのビデオを、彫刻的ともいえる建築空間に投
影したビデオインスタレーションの形式をとっ
ている。投影されているビデオは一見ドキュメ
ンタリーのように見えるが、実際には現実の社
会問題などに基づいたシナリオを俳優が演じて
いるものである。しかしインスタレーションで
は、観客の身体的空間と映像内の空間との融合
が生まれるため、演じられた映像の方が本物の
ドキュメンタリーよりもリアルな体験として観
客に伝わることになるのである。
Still from Touch, rise and fall, 2008. Video installation. 
Courtesy of the artist and carlier | gebauer

ピピロッティ・リスト
（Pipilotti Rist）
1962年スイス・グラープス生まれ、チューリヒ
を拠点に活動
ウィーンの工芸学校、バーゼルのスクール・オ
ブ・デザインで学ぶ。音楽グループのステージデ
ザイナーからメディアアートに進む。男性社会が
女性に投げかけるクリシェを巧みに逆用しその偏
見を暴露するとともに、「女性らしさ」の否定的
な側面を肯定し、女性達を励ます作品を制作。
Mercy Garden Retour Skin, 2014. Audio video installation 
(photograph inspired by Yuji). Courtesy of the artist, Hauser & 
Wirth and Luhring Augustine

京都で初めての大規模な現代芸術の国際展、 世界の第一線で活躍する作家が集結。

京都市美術館　9:00～17:00 
但し、3/27～4/12及び4/29～5/10は9:00～19:00

京都府京都文化博物館　10:00～19:00
最終入場は閉場の30分前まで 

）館開は4/5と9/3（ 曜月 :日館休

主催: 京都国際現代芸術祭組織委員会、
京都市、京都府、一般社団法人京都経済同友会

平成26年度文化庁地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ　ほか

助成:
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Joana França

ヨースト・コナイン
（Joost Conijn）
1971年オランダ・アムステルダム生まれ、同市
を拠点に活動
「飛びたい」という衝動から、27歳でパイロッ
トライセンスを取得、2000年、手製の飛行機に
よる飛行をサハラ砂漠で試みた。2001‒02年に
は木炭ガスのエンジンを搭載した木製自動車
で、ベルギー、ドイツ、チェコ、スロバキア、
ハンガリー、ルーマニア、モラヴィア、トラン
シルヴァニア、ウクライナ、ブルガリア、マケ
ドニア、アルバニアなど、ヨーロッパ15カ国を
廻る。自分の好奇心や衝動を、既成の交通手段
ではなく手作りの乗り物で実現し、事前計画に
忠実ではなく行き当たりばったりに国や文化の
境界線を自由に往来する彼の態度は、既存の諸
システムに依存する現代について再考を促す。
Still from Vliegtuig (Airplane), 2000. Video

スーザン・フィリップス
（Susan Philipsz）
1965年イギリス・グラスゴー生まれ、ベルリン
を拠点に活動
初期の作品は彼女の歌唱を唯一の音源（楽器）
として使い、民謡やポップスを歌う彼女の声を
シンプルなスピーカー構成で作品化する。作品
は美術館やギャラリーではなく、バス停や高架
下、スーパーマーケットなどの日常的な騒音が
混在する場所に置かれることが多い。設置場所
に応じて選ばれる歌は、しばしば政治的、社会
的な意味を持っているが、フィリップスの優し
い歌声は、歌詞が伝えるメッセージだけではな
く、鑑賞者自身の個人的な記憶や感情を強く喚
起し、聞く者に今いる場所の記憶を再認識させ
る。
Installation view of The Distant Sound, Moss, Norway, 2014. 
Photo by Eoghan McTigue. © Susan Philipsz

やなぎみわ
1967年神戸生まれ、京都を拠点に活動
制服姿のエレベーターガールの写真シリーズな
ど、現代社会に生きる女性を扱った作品で90年
代半ばから注目を集める。最初期の作品に案内
嬢を使ったパフォーマンスがあり、その後の写
真・映像作品にも演劇的側面は重要な作品要素
であった。近年その演劇志向はより強まり、築
地小劇場を題材とした演劇三部作『1924』
（2011‒12）が上演された。ヨコハマトリエン
ナーレ2014では、中上健次の『日輪の翼』を舞
台 化 す る た め の 移 動 舞 台 車 を 発 表 。
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015では、
台湾から横浜港へと輸入されたこの舞台車を引
き継ぎ、制作・展示・パフォーマンス・演劇公
演の実現を目指している。このプロジェクトは
二つの国際展を横断するという画期的な試みと
なる。
《『日輪の翼』上演のための移動舞台車》2014 写真：沈昭良

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル
（Dominique Gonzalez-Foerster）
1965年フランス・ストラスブール生まれ、パリ
とリオデジャネイロを拠点に活動
グルノーブルの美術学校を卒業後、80年代後半
から自身が「ルーム」と呼ぶ一連の部屋のイン
スタレーションを制作する。映像、光、音、家
具などが組み合わされるその作品は、知覚を通
じて鑑賞者の記憶を刺激し、作品である室内を
物語に満ちた本であるかのような空間に変容さ
せる。
「M.2062 (Scarlett)」2013 写真：林直 提供：PARASOPHIA
事務局

スタン・ダグラス
（Stan Douglas）
1960年カナダ・バンクーバー生まれ、同市を拠
点に活動
1980年代中頃から、特定の場所で発生した事件
や出来事を調査し、あまり知られていない忘れら
れた歴史を再考する写真やビデオ、映像作品を制
作。彼はドキュメンタリーとフィクションの狭間
で、作家の意図として作品そのものが現れる、挑
戦 的 で 開 か れ た 作 品 を 制 作 し て い る 。
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015へ出品
を予定している最新のビデオインスタレーション
作品《Luanda-Kinshasa》（2014）は、「The 
Church」と呼ばれたコロンビア・レコードの伝
説 的 な ニ ュ ー ヨ ー ク 3 0 番 街 ス タ ジ オ
（1949‒81）の再構成を舞台にしている。本作
に登場する10人のミュージシャンは、マイル
ス・デイヴィスのアルバム『On the Corner』
（1972）と当時のアフロビートが融合した音楽
をつくり出している。
Installation view of Luanda-Kinshasa, 2013

アーノウト・ミック
（Aernout Mik）
1962年オランダ・フローニンゲン生まれ、アム
ステルダムを拠点に活動
ミックの作品の多くは、無音のマルチチャンネ
ルのビデオを、彫刻的ともいえる建築空間に投
影したビデオインスタレーションの形式をとっ
ている。投影されているビデオは一見ドキュメ
ンタリーのように見えるが、実際には現実の社
会問題などに基づいたシナリオを俳優が演じて
いるものである。しかしインスタレーションで
は、観客の身体的空間と映像内の空間との融合
が生まれるため、演じられた映像の方が本物の
ドキュメンタリーよりもリアルな体験として観
客に伝わることになるのである。
Still from Touch, rise and fall, 2008. Video installation. 
Courtesy of the artist and carlier | gebauer

ピピロッティ・リスト
（Pipilotti Rist）
1962年スイス・グラープス生まれ、チューリヒ
を拠点に活動
ウィーンの工芸学校、バーゼルのスクール・オ
ブ・デザインで学ぶ。音楽グループのステージデ
ザイナーからメディアアートに進む。男性社会が
女性に投げかけるクリシェを巧みに逆用しその偏
見を暴露するとともに、「女性らしさ」の否定的
な側面を肯定し、女性達を励ます作品を制作。
Mercy Garden Retour Skin, 2014. Audio video installation 
(photograph inspired by Yuji). Courtesy of the artist, Hauser & 
Wirth and Luhring Augustine

京都で初めての大規模な現代芸術の国際展、 世界の第一線で活躍する作家が集結。

京都市美術館　9:00～17:00 
但し、3/27～4/12及び4/29～5/10は9:00～19:00

京都府京都文化博物館　10:00～19:00
最終入場は閉場の30分前まで 

）館開は4/5と9/3（ 曜月 :日館休

主催: 京都国際現代芸術祭組織委員会、
京都市、京都府、一般社団法人京都経済同友会

平成26年度文化庁地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ　ほか

助成:
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院」 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

記
号
の
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特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別
特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別
特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別
特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別
特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日
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特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別
特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別
特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別 特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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院」 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

記
号
の
見
方

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍ 終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

出発 1月28㊌  29㊍  30㊎  31土 　2月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11水  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 

特　別び），2160円（おひな様見学・しきたりの
話）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

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13２641-0911あ
641-0912３京阪：藤森駅から5分，近鉄・地
下鉄：竹田駅から12分４市バス：青少年科
学センター・京エコロジーセンター前から
すぐ

①楽しみ方たくさん！の常設展示
　 ～エコメイトが案内します～
②企画展「ひとりいちにち展」

５①全日②2月7日～７木曜８9:00～
21:00（展示室17:00まで）９無料Ｄ不要
（団体の場合は電話・FAXで事前申込）

①ちきゅまるひろば
②かえっこバザール

６①毎週日曜②2月15日８①16:00～
16:20②13:00～15:00Ｃ①15名②なし
９無料Ｄ不要

桂坂野鳥遊園

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
内の野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。
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5分

桂坂野鳥展
５全日７月・火曜８10:00～17:00９無
料（ものづくり体験館は入館料：100円，
体験料：200円）

京都御苑

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
収納展示室へ。
１上京区京都御苑3２211-6348３地下鉄：丸
太町駅からすぐ４市バス：烏丸丸太町から3分

公家町跡の歴史と自然
５全日７閑院宮邸跡は月曜，御苑は無休
８9:00～16:30（入館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」やオリジナ
ル番組を生解説するプラネタリウム，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5分，近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり」

６2月14日８11:00～12:00Ｂ高校生・一
般Ｃ200名９入場（高校生200円，一般
510円），プラネタリウム観覧（高校生
200円，一般510円）※京都市内に住所又
は通学先を有する高校生は無料Ｄ不要

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験
５全日７木曜８9 :00～17:00（入館
16:30まで）９一般（大学生以上）510円，
中・高校生200円，小学生100円※プラネ
タリウム観覧料は別途必要（一般・大学
生510円，中・高校生200円，小学生100
円）。※土・日曜は，京都市内に住所又は
通学先を有する小・中・高・総合支援学
校・民族学校の児童・生徒無料

科博連サイエンスフェスティバル
６２月８日８10:00～16:00Ａ青少年科
学センター及び京エコロジーセンター
Ｃなし９展示と同じＤ不要

京都市動物園

明治36年（1903年）
に開園した日本で２
番目に歴史のある動
物園。「近くて楽しい
動物園」の実現を目
指し，平成28年春の完成に向けて，開園し
ながら順次園内の再整備を行っている。
１［京都市動物園]左京区岡崎法勝寺町　岡
崎公園内　［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田口鳥居町2-1
２771-0210［京都市動物園]３地下鉄：蹴上
駅から5分４市バス：岡崎公園動物園前から
すぐ　 ［京都市国際交流会館］３地下鉄：蹴
上駅から6分

ゾウを通してアジアとのつなが
りを知る　～ラオスとの国際共
同保全プロジェクト～

６2月28日８13:30～16:30Ａ京都市国
際交流会館Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ200名９無料Ｄ必要Ｅ2月3日～26
日に京都いつでもコール（661-3755）※
先着順

ゾウの繁殖プロジェクト
ラオス企画展 ポスター展

５2月22日～3月1日７月曜８9:00～
16:30（入園は閉園30分前まで。3月1日
は17:00閉園）９無料（入園料要）一般（高
校生以上）600円，中学生以下無料※団体
（30名以上）は500円

①バックヤードツアー
　 （ひかり・みず・みどりの熱帯動物園）
②ガイドツアー（アフリカの草原）
③ロバさんとなかよし（エサやり）

６①2月8日②3月1日③3月29日８①②
③13:30～14:00Ａ①園内 ひかり・みず・
みどりの熱帯動物園②園内 アフリカの
草原③園内 おとぎの国 ふれあい広場Ｃ
①10名②なし③20名９①②③無料（入
園料要）Ｄ①③必要②不要Ｅ①③11時か
ら園内で整理券配布Ｆ②雨天中止

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5分

京都賞受賞者ゆかりの資料展
５全日７月・日曜，祝日８10:00～16:00
９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）２
354-3130３JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分

世界最大級の両生類オオサン
ショウウオやイルカのダイナ
ミックなパフォーマンスなど見
所盛りだくさん

５全日７なし（臨時休業等の場合有）８
9:00～17:00（入館16:00まで）※季節によ
り変動９一般（大学生以上）2050円，高校
生1550円，小・中学生1000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名は入場料金半額

京都大学研究資源アーカイブ映像

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２753-3272３京阪：神
宮丸太町駅から５分４市バス：荒神口からすぐ

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全日７日・月曜，祝日８10:00～16:00
９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：
百万遍からすぐ

企画展「医は意なり－命をまもる
知のあゆみ－」

５2月11日～７月・火曜８9:30～16:30
（入館16:00まで）９一般400円，高・大学
生300円，小・中学生200円※団体（20名
以上）割引有※70歳以上の方・身体障害
者の方は無料

子ども博物館
６毎週土曜８10:00～16:00Ａ1階ロ
ビーＣなし９無料（入館料要）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
年）１月に開園。
総面積約24万平

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取り揃えています。
１中京区堺町通三条上ルフォルム洛中庵1階
２256-5033３地下鉄：烏丸御池駅から5分

妖精村　時間差美術館～13か月
でめぐる、永田萠の夢世界～
－ドラマティックな色たち－

５①～2月1日（パープル）②2月3日～3
月1日（イエロー）③3月3日～3月29日
（ピンク）７月曜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２ 8 6 4 - 8 7 4 1あ 8 6 4 - 8 7 6 0ぃ
umc@kufs.ac.jp３地下鉄：太秦天神川駅
から5分，阪急：西院駅から15分

京の匠展ーこけらとひわだー
５2月9日～3月28日７土・日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９無料

ギャラリートーク＆ワーク
ショップ　 職人のお仕事体験
～竹釘打ち～

６2月21日，3月7日８13：30～15：30Ｂ
小学生以上９無料Ｄ要ＥFAXかEメー
ルにて※参加者氏名，人数，住所，連絡先
を明記

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漫画家生活50周年記念
　青地保子　華麗なる原画の世界
　～「エロイカ」から「ファルゴ」まで～
②医師たちのブラック・ジャック展

５①～2月1日②2月28日～７水曜８
10:00～18:00（入館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

大学所蔵のコレクションを常設展示してい

る博物館。その主なもの
は，縄文時代の土器，装
身具などをはじめ，シル
クロードの工芸品，浮世
絵師・豊原国周の作品。
常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。
１左京区北白川瓜生山2-116 人間館ギャ
ルリ・オーブ2階２791-9182４市バス：上
終町京都造形芸大前からすぐ

縄文の夢
６1月28日８14 :00～Ａ人間館1階
NA102教室９無料

コレクション展Ⅲ
５～2月14日７日曜，祝日，2月4・5日８
10:00～17:00（入館16:40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２762-2670３地下鉄：
東山駅から約10分４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約1分

①京鹿の子絞工芸美展
②京都市伝統産業技術功労者
　 顕彰記念作品展

５①～2月1日②3月7日～８9:00～
17:00９無料

摺型友禅染体験
６土・日曜・祝日８9:30～16:00Ａ体験
コーナーＣ40名９600円～1500円Ｄ
土・日曜・祝日は個人のお客様のみ（団体
不可）Ｅ不要（団体（平日のみ）は電話に
て確認後FAXで申込要）

京都府立総合資料館

京都の歴史，文化，産業，生
活等の諸資料（図書，古文
書，行政文書，写真資料，近
代文学資料，美術工芸資料
等）を重点的に収集・整理・
保存等を行う「京都に関する専門資料館」と
して，67万点の資料を所蔵。新館建築中。
１左京区下鴨半木町1-4２723-4831あ
791 - 9 4 66ぃsh iryokan-shomu@
pref.kyoto.lg.jp３地下鉄：北山駅からすぐ

①総合資料館バックヤードツアー
②寺子屋講座 京都の歴史を歩こ
　う！2015－上賀茂編－

６①3月11日②3月14日８①10:00～
11:30②10:00～12:00Ａ①館内②上賀
茂地域Ｂ①制限なし②小学校高学年以
上（小学生は保護者同伴）Ｃ①約20名②
約30名９無料Ｄ必要（先着順）Ｅ①②3月
1日からはがき，FAX，Eメール※氏名
（ふりがな），電話番号，学生は学年を明
記Ｆ②雨天時は別メニュー

キンシ正宗　堀野記念館

江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学で
きます。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，関連史料も
展示しており，見
学のあとは日本
酒や地ビールが
試飲でき，和食レストランもあります。
１中京区堺町通二条上ル172２223-2072
３地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分

特別公開「田家父子合冩亜堂富貴図」
５全日７火曜，不定休（本社HP参照）８
11:00～16:30Ａ館内旧堀野家本宅（町
家） 一階奥座敷９一般300円，大学生以
下200円※団体（20名以上）2割引

洛中の酒蔵と酒屋の京町家
５７特別企画と同じ８11:00～17:00
（見学受付16:30まで，売店17:00まで）
９特別企画と同じＤ不要（予約可）

高麗美術館

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。
１北区紫竹上岸町15２491-1192４市バ
ス：加茂川中学前からすぐ

新春企画展　チャングムが生き
た時代―女性たちの生活と服－

５全日７月曜８10:00～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，中学生以下無料※団体（20名以上）と
65歳以上は2割引※障害者手帳保持者と
付添1人は無料

料理教室～朝鮮王朝の伝統料理
を作る

６2月21日８①10:00～12:00②14:00
～16:00Ａ高麗美術館マダンＢ大人Ｃ各
20名９4500円前払い（別途入館料要）Ｄ
必要Ｅ電話（494-2238）Ｆエプロン持参

西陣くらしの美術館 冨田屋

築130年の国登録
有形文化財の町
家。一年間を通し
て代々受け継が
れて来た行事を
執り行い皆様に
見学をして頂いており，商家のしきたりや
暮らしに触れて頂ける生きた町家です。
１上京区大宮通一条上ル２432-6701あ
432-6702ぃinfo@tondaya.co.jp４市バ
ス：一条戻橋・晴明神社前から5分

①町家の節分
②町家のおひなさま

６①2月3日②2月20日～８10:00～
17:00Ｂ小学生以上Ｃ50名９2160円（学
生は1割引）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

築130年・生きた町家の見学と行事
５全日８特別企画と同じ９1080円

町家の伝統おひな会
５2月20日～８11:00~Ｂ小学生以上Ｃ
50名９8640円（町家見学・食事・昔遊

方メートルの園内には，約12，000種類，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４市バス・京都バス：植
物園前から5分

第10回　早春の草花展
５2月13日～3月22日７なし８9:00～
17:00（入園16:00まで）※温室観覧10:00
～16:00（入室15:30まで）※早春の草花展
の見学10:00～16:00９一般（大学生以上）
200円，高校生150円，中学生以下無料（温
室観覧料：一般（大学生以上）200円，高校生
150円，中学生以下無料）

島津製作所　創業記念資料館

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
動に関する資料な
どを展示していま
す。実験コーナー，田中耕一ノーベル化学賞
受賞技術紹介や，お子様への記念品つきの
ワークシートも人気です。
１中京区木屋町二条南２255-0980３地下
鉄：京都市役所前駅から3分

館員によるギャラリートーク
６2月の土・日曜８10：30～11：30，
14:00～15:00Ｃ約20名９一般（大学生
以上）300円，中・高校生200円，小学生無
料Ｄ不要

常設展：明治から現在までの科学の系譜
５全日７水曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９特別企画と同じ

あそぼう、まなぼう、昔の科学！
５全日７水曜８9:30～16:30Ｂ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
３近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹波
橋駅から10分

木の体重測定
－同じ大きさなのに重さが違う!?

５～3月27日７土・日曜，祝日８9:00～
16:00（12:00～13:00除く）常駐者不在の
ため玄関右側のインターホンにて連絡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，今回は京都の岩石の美しさ
をみなおす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
441-3280あ441-6897３地下鉄：丸太町駅
から7分

京都の岩石　“美しい岩石”
５全日７平日（展示室は土・日曜，祝日の
み見学可）８10:00～16:00９一般（中学
生以上）200円，小学生無料

大文字山“石”見て歩き
６3月1日８10:00～15:00Ａ大文字山

（銀閣寺～大文字山～銀閣寺）Ｂ小学生
以上（小学生は保護者同伴）Ｃ40名９
500円Ｄ必要Ｅハガキ，FAX※氏名・参
加人数・住所・年齢・電話番号を明記Ｆ申
込者には後日詳細連絡

洛西竹林公園　竹の資料館

日本人の生活や文化
に深く関わってきた
竹。洛西竹林公園は，
竹について再認識す
るためにつくられた
全国でも珍しい公園
です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回
遊式の庭園では百種類もの竹や笹を見学で
きます。
１西京区大枝北福西町二丁目300-3２
331-3821４市バス：南福西町から５分

①常設展
②竹の電気自動車 「Ｂａｍｇｏｏ
　 （バングー）」展示

５①全日 ②1月29日～2月17日７水曜
８9:00～17:00９無料

北野天満宮　宝物殿

皇室を始め公家や
武家さらに庶民の
信仰も篤かったこ
とから当宮には数
多くの宝物が奉納
されてきました。中
でも北野天神縁起
絵巻は絵巻物の中
でも特に優れた作
品として高い評価
を得ています。
１上京区馬喰町２461-0005４市バス：北
野天満宮前からすぐ

よみがえる天神信仰 北野天満宮の
宝物－国宝・重要文化財の数々－

５梅苑閉苑（3月下旬）まで開催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,広く人気があ
ります。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530京・洛市「ねね」2
階２561-1414４市バス：東山安井から5分

大坂の陣 400年　桃山から江戸へ
５全日７なし８9:30～18:00９一般（大
学生以上）300円，中・高校生250円，小学
生（要保護者同伴）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

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。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70　安
井金比羅宮内２561-5127４市バス：東山
安井から3分

常設展
５全日７月曜８10:00～16:00９一般（大
学生以上）500円，小・中・高校生400円

城南宮神苑水石亭

『源氏物語』を
彩る百種余り
の草木が植栽
され，四季の情
趣を味わえ，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。２月中旬～３月下旬は
椿が次々に咲き，しだれ梅が咲きにおう神
苑をお楽しみください。
１伏見区中島鳥羽離宮町7２623-0846３
近鉄・地下鉄：竹田駅から15分

神職とめぐる　椿咲く城南宮
６2月14・15日，3月28・29日８15:00～
15:45Ａ境内・神苑Ｂ成人Ｃ先着約30名
９拝観料（600円）

「源氏物語」版画展
５全日７2月12日～17日（展示替えの為。
神苑拝観は可）８9:00～16:30（入苑16:00
まで）９一般（高校生以上）600円，小・中学
生400円

豊国神社　宝物館

豊臣秀吉公の
遺徳・業績を顕
彰するため大
正 1 4 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。
１東山区茶屋町530２561-3802３京阪：七
条駅から約10分４市バス：博物館三十三間
堂前から約5分

豊国神社宝物館オリジナルクリア
ファイルを先着50名様にプレゼント

５全日８9:00～16:30Ａ拝観受付Ｂ宝物
館観覧者でスタンプラリー台紙を呈示
の方Ｃ先着50名９一般300円，高・大学
生200円，小・中学生100円※団体（30名
以上）は2割引

藤森神社宝物殿

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３
年（203年）にこの地に祀られ，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。
１伏見区深草鳥居崎町609２641-1045３Ｊ
Ｒ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具
５全日７なし８9:00～16:00９志納金Ｄ
不要（団体の場合は電話申込要）

宝鏡寺門跡

光格天皇御下賜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の建物の中，
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
451-1550４市バス：堀川寺ノ内から1分

春の人形展
５3月1日～８10 :00～16:00（受付
15:30まで）９一般（高校生以上）600円，
小・中学生300円Ｄ不要

本能寺 大寶殿

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。
１中京区寺町通御池下る下本能寺前町
522-1２231-5335３地下鉄：京都市役所前
駅からすぐ

春のおとづれ
５全日８9:00～17:00（入館16：30まで）
９一般500円，中・高校生300円，小学生
250円※団体（30名以上）割引有

龍谷ミュージアム

仏教の生まれた
インドから日本
に至るまでの歩
みをアジアと日
本に分けてわか
りやすく紹介す
る仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸
品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門
天像（重要文化財）を特別公開します。間近
でご覧ください。
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
約12分

学芸員トーク
５1月31日～2月28日の毎週土曜８
14:00～14:45Ａ101講義室・展示室Ｂ一
般Ｃ先着50名９一般500円，シニア・大
学生400円，高校生300円

永楽屋町家手拭ギャラリー

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。
１中京区室町通三条上ル役行者町368２
256-7881３地下鉄：烏丸御池駅から３分

昭和初期の手ぬぐいデザインの魅力
５全日７なし８11:00～19：00９無料

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
な家屋を活かした西陣・手織りミュージア
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8分

常設展示
５全日７月曜８10:00～16:00９一般
（大学生以上）500円（400円），高校生以
下350円（300円）※（　）内は団体（10名

以上）料金Ｄ不要（団体の場合は必要）

川島織物セルコン　織物文化館

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265２741-4323３叡電：
市原駅から7分４京都バス：小町寺から5分

緞帳の大きさを実感！
織物文化館と手織工場

５全日７土・日曜，祝日８13:00～14:00
（12:50集合）Ｂ制限なし（中学生以上推
奨）Ｃ各10名９無料Ｄ不要（期間中，集合
時間に来館された方を案内）

「窓から世界が広がる。」
川島が手がけた窓掛

５全日７土・日曜，祝日８10:00～16:30
（入館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。
１中京区油小路通御池南入２221-4252あ
221-4253ぃmail@shibori.jp３地下鉄：二条
城前駅から5分４市バス：堀川御池から3分

親子で絞りスカーフ作り
絞り寺子屋

５全日７2月2日，3月2日８9:00～17:00
（受付16：00まで）Ｂ小学2年生以上の親
子（子どものみでも可）Ｃ40名９2500円
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

琳派巨大几帳「月光の寒梅」と
絞り14連作「古都三連山朝夕襖絵」展

５７８特別企画と同じ９500円

京の手習い－絞り染め体験－
６７８特別企画と同じＢ小学2年生以上
Ｃ40名９3000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，E
メール

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。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。
１中京区新町通六角上ル三条町340２
241-0215あ241-0265ぃshior ian@
shiorian.gr.jp３地下鉄：烏丸御池駅から5分

戦後70年特別企画 「ボンチ」のき
ものが映すWar Propaganda
と戦前の昭和史

５3月11日～７3月24日８10:00～
17:30（入館17:00まで）Ａ2階展示室９
大学生以上500円，中・高校生350円，小
学生以下無料（保護者同伴要）Ｄ不要

長じゅばんの歴史解説と
おもしろ柄長じゅばん展

５全日７2月2・3・4・10・17・24日，3月2・
3・4・10・24日８９特別企画と同じ

①おもしろ柄長じゅばんの解説
　と染織三択ゲーム大会
②エコバッグや色紙に
　手摺り友禅染体験教室

６①3月15日②3月22日８①13:30～
15:00②14:00～16:00Ａ2階特別室Ｂ①
高校生以上②小学生以上（親子歓迎）Ｃ
①②20名９①無料②150円（材料実費）
Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール

千總ギャラリー

弘治元年創業の京
友禅の老舗・千總が
所蔵する江戸時代
～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・資料は約２万点。460年の歴
史を物語るその所蔵品を，年に４回の展覧
会で公開しています。
１中京区三条通烏丸西入御倉町80千總ビ
ル2階２211-2531３地下鉄：烏丸御池駅か
ら3分

千總460年の歴史
－京都老舗の文化史－

５～2月11日７月曜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
歴史的資料もご覧
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
4 1 4２ 4 5 1 - 9 2 3 1あ 4 3 2 - 6 1 5 6ぃ
info@nishijinori-kaikan.ecnet.jp４市バ
ス：堀川今出川から1分

①記念史料展「琳派400年展」
②2015西陣織展
　－受け継がれ発展する－

５①全日②～1月31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！

５全日８9:00～13:00 ※体験は約3時間
Ｂ中学生以上Ｃ随時受付９一般5000円，
学生4000円Ｄ必要Ｅ電話，FAX，Eメール
Ｆマフラーのサイズは20cm×180cm

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510２
221-0389ぃkyoto@japan-furoshiki.jp３
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪急：
烏丸駅から5分

ギャラリートーク　袱紗を語る
～宮井コレクションより

６3月8日８13:30～15:00Ｃ10名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

袱紗・風呂敷で見る風景
５～3月23日７土・日曜，祝日８10:00～
17:00９500円

①「風呂敷の日」1部
　 ふろしきを語る
②「風呂敷の日」2部　包み方体験
　 （ふろしきプレゼント）
③親子・ふろしき包み方体験教室
④ふろしき工房・親子ふろしきづくり

６①②2月23日③3月7日④3月21日８
①10:30～12:00②③13:30～15:00④
13:30～16:00Ｂ①②制限なし③④小学
生以上の親子Ｃ①②20名③④10組９①
②③500円④1000円Ｄ必要Ｅ電話，E
メール

いけばな資料館

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。
１中京区六角通東洞院西入堂之前町248２
221-2686ぃkengaku@ikenobo.jp３地下
鉄：烏丸御池駅から3分

目で見るいけばなの流れ
５全日７土・日曜，祝日８9:00～16:00９
無料Ｄ必要Ｅ電話，Eメール

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7分４
市バス：堀川三条から5分

学芸員によるギャラリートーク
６3月21日８①11:00～②14:00～Ｃ各
15名９1500円（入館料含む）Ｄ必要Ｅ2
月21日から電話

茶の湯釡の文様
５2月14日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般800円，大学生500
円，高校生以下無料，お茶席一客様500円
Ｄ不要（団体の場合は事前連絡要）

お辨當箱博物館

江戸時代に使用
されていた「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
兵衛麩本店2階２525-0008３京阪：清水五
条駅から1分

江戸時代のお弁当箱の展示
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331-2
２432-3101３地下鉄：今出川駅から5分

スタンプラリー台紙提示で茶席
ご利用を700円から500円に御優
待します

５～3月22日７水曜８10:00～17:00Ａ
１F祥雲軒（立礼式茶席）Ｃ1冊5名まで９
500円Ｄ不要（団体（10名以上）の場合は
電話申込要）

企画展「近現代の京菓子のあゆみ
‐昭和期を支えた人々」 

５1月29日～3月22日７水曜８10:00～
17:00９無料Ｄ不要（団体（10名以上）は
電話申込要）Ｅ電話

京都青窯会会館

京都東山，御寺泉涌寺のほ
とりで京焼清水焼の制作
に励む陶芸家・職人の街に
ある青窯会会館。風雅を極
めた焼きものの数々を展
示販売しています。
１東山区泉涌寺東林町20
２531-5678あ531-3700４市バス：泉涌寺
道から10分

窯元体験型1日陶芸体験
（手びねり・絵付）

５全日７日曜・祝日・第1・3・5土曜８
10:00～17:00（受付15:30まで）Ａ泉涌
寺窯元，館内Ｃ50名９絵付コース（小皿
1950円～，湯呑2160円～，茶碗2380円
～），手びねりコース4320円～Ｄ必要Ｅ
2週間前までに電話，FAX

常設展示
５７特別企画と同じ８10:00～17:00９
無料

絵付，手びねり一日体験
６７特別企画と同じ８10:00～17:00Ｃ
60名９絵付コース870円～，手びねり
コース3240円Ｄ必要Ｅ2週間前までに
電話，FAX

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
まる本部では，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，一般の人々に聞い
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
441-5640あ441-5311３地下鉄：丸太町駅
から10分

「茶・香・楽」を楽しく味わう
６2月21日８①10:30～12:00②13:00
～14:30Ｂ10歳～90歳Ｃ各20名９500
円Ｄ必要Ｅ電話，FAX

「茶・香・楽」を楽しく味わう
５全日※2月21日は特別企画実施のため，
展示見学不可７土・日曜，祝日８11:00～
16:00（入館15:30まで）９一般300円，大
学生以下無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

清水焼の郷　会館

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親し
まれていた京焼・清水焼の展示即売所を名
称も新たに移転オープン。木造2階建ての館
内展示スペースでは，清水焼団地協同組合
の関係者の作品を展示販売する他，陶芸体
験の予約も可。
１山科区川田清水団地町10-2２581-6188
４京阪バス：清水焼団地または川田から約3分

京焼・清水焼の展示販売
５全日７なし８9:00～17:00９無料Ｄ不
要（大型バスで来館の際は申込要）

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

月桂冠大倉記念館

笠置屋の屋号で寛永14
年（1637）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。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。
１伏見区南浜町247２623-2056３京阪：中
書島駅から5分

伏見の酒造りや日本酒の歴史，
文化を紹介

５全日７なし８9:30～16:30９一般（大
学生以上）300円，中・高校生100円Ｄ不
要（団体（15名以上），「月桂冠酒香房」見
学は電話予約要）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房

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。
１中京区烏丸通二条上ル東
側２212-5591３地下鉄：丸
太町駅から3分

ミニ展示コーナー
－時を刻むお線香－

５～2月10日７土・日曜，祝日８①10:00
～12:00　②13:30～15:00Ａ2階 香房
ホールＣ10名９無料Ｄ必要Ｅ一週間前
までに電話

茶道資料館

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。
１上京区堀川通寺之内
上る寺之内竪町682番
地 裏千家センター内２
431-6474３地下鉄：鞍馬口駅から15分４
市バス：堀川寺ノ内から2分

新春展「茶箱を楽しむ」
５全日７月曜８9:30～16:30（入館・呈茶
16:00まで）９一般700円，大学生400円，
中・高校生300円，小学生無料※団体（20
名以上）割引あり

①初めての茶道体験
　 ～お抹茶を点ててみよう～
②親子茶道体験

５①全日（月曜は休館）②2月21日８①
10:00～，11:00～，13:00～，14:00～，
15:00～（各約40分）②13:00～14:20Ａ
①②館内 呈茶席Ｂ①制限なし②小学生
と保護者Ｃ①1名～12名②6組９①②無
料（入館料要）Ｄ必要Ｅ①②1週間前まで
に電話※先着順

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。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61２751-0374４
市バス：南禅寺・永観堂道から5分

高麗茶碗
５3月7日～７月曜８10:00～16:30（入
館16:00まで）９一般700円，高・大学生
300円，小・中学生200円※障害者手帳提
示で一般300円

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
息づく。
１上京区下長者町通室
町西入ル西鷹司町16２
332-7974３地下鉄：丸
太町駅から10分４市バス：堀川下長者町か
ら8分

高野山開創1200年根幹事業
みほとけ完成 写真展示

６2月7・8・21・22日，3月7・8・21・22日
８10:00～17:00（入館16:30まで）Ａ1階
ブース９無料Ｄ必要Ｅ電話Ｆ2階には
160点を超える明慶佛を展示

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。明治10年創
業以来受け継
がれた華やか
な“かけはしの
刺繍”を展示した美術館のご鑑賞や生八つ
橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事
（菜果膳）・売店と京都を体感いただけます。
１右京区西京極西衣手町 3 6 番地２
313-2151３阪急：西京極駅から10分４市
バス：西京極牛塚町から5分

えっ!! これがししゅう？ すごい。
５3月1日～８9:00～17:00９無料Ｄ不要

①3月の京菓子　 みたらし団子づくり
②生いちご八つ橋
　 “いちごちゃん”といちご大福づくり

５①②3月1日～８10:00～17:00（受付
16：30まで）Ａ①八つ橋庵かけはし（右京
区西京極郡町8，市バス：西京極から5分）
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）Ｂ①②
小学5年生以上Ｃ2～30名９①1200円②
1370円Ｄ必要Ｅ前日までに電話(①
316-0415 ②754-0611)，FAX(①
315-9706 ②754-0612)Ｆ完成品は持
帰り可。準備物なし

樂美術館

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。
１上京区油小路通一条下る油橋詰町87-1
２414-0304４市バス：堀川中立売から3分

①宗入生誕350年記念Ⅱ　初源
への視線　樂家５代宗入と３代
道入・４代一入・９代了入・15代吉
左衞門
②春期特別展　樂歴代展（仮）

５①～3月１日②3月7日～７月曜８
10:00～16:30９①一般900円，大学生
700円，高校生400円，中学生以下無料②
一般1000円，大学生800円，高校生400
円，中学生以下無料

一燈園資料館「香倉院」

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。
１山科区四ノ宮柳山町8２595-2090３京
阪：四宮駅から7分

東大寺大仏蓮弁拓本の公開
５全日７第2第4土曜，日曜，祝日８
10:00～17:00（入館16:30まで）９一般
500円，中・高・大学生400円，小学生無料

河井寛次郎陶芸作品・収集名作展
５７８９特別企画と同じ

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349
２ 8 2 2 - 7 0 0 1 あ 8 0 1 - 0 6 2 6 ぃ
info@gohki.com３阪急：大宮駅から7分
４市バス：堀川松原から3分

新春展
５全日７月曜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，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せから

初めての油絵体験コーナー
６2月7・21日，3月7・21日８14:00～
17:00Ｂ制限なし（親子歓迎）Ｃ各日10
名９1000円（入館料込み・複数回受講
可）Ｄ必要Ｅ電話，FAX，ハガキ，Eメー
ル，HPの問合せからＦ当日は汚れても
いい服装で参加。作品は後日当館にて受
取りか郵送

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 - 3 8２
865-1020４市バス：野々宮から3分

ギド＆ジャクリーヌ・REUGE
コレクション －オートマタ展－

５全日７月・火曜８1・2月は10:00～
17:00，3月は10:00～18:00（閉館30分
前受付終了）９一般（中学生以上）1000
円，小学生600円※修学旅行や遠足等，学
校行事の中高生は600円。父兄同伴の小
学生は300円

京都芸術センター

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。
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5分，阪急：烏
丸駅から5分４市バス：四条烏丸から5分

①藝文京展2015
②映像芸術祭 MOVING2015
③展覧会ドラフト2015
　川村麻純「鳥の歌」
④PARASOPHIA:
　京都国際現代芸術祭2015

５①～2月1日②2月6日～2月22日③④
3月７日～７なし８10:00～22:00（展覧
会20:00まで）９無料

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都国立博物館

春秋を中心に明治
古都館にて，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。平成知新館は2014年９月13日
にリニューアルオープンしました。
１東山区茶屋町527２525-2473３京阪：七
条駅から7分４市バス：博物館三十三間堂前
からすぐ

①特別展観
　山陰の古刹・島根鰐淵寺の名宝

②特集陳列　雛まつりと人形
５①～2月15日②2月21日～７月曜８
9:30～17:00（入館は閉館30分前まで）９
一般520円，大学生260円，高校生以下お
よび18歳未満・満70歳以上無料（年齢の分
かるもの提示要），障がい者の方と介護者
各1名無料（障害者手帳等の提示要）

京都市美術館

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る。
１左京区岡崎円勝寺町124２771-4334３
地下鉄：東山駅から10分４市バス：岡崎公
園 美術館・平安神宮前からすぐ

コレクション展
第2期「京焼歴代展－継承と展開」

５～2月15日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９高校生以上500円，小・中
学生300円※団体（20名以上）は各100円
割引，京都市内在住の70歳以上の方（敬老
乗車証等で確認）と小・中・高校生等は無
料。障害者手帳等を提示の方は無料。大学
コンソーシアム京都の会員である大学の
学生は，所定の手続きにより100円

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都伝統工芸館

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。
１中京区烏丸三条上ル場之町60 6２
229-1010３地下鉄：烏丸御池駅すぐ

琳派400年記念
光悦村のジオラマ展示

５2月13日～７なし８10:00～18:00（入館
17:30まで）９一般300円，団体（5名以上）
200円，学生・シニア（60歳以上）100円，和
服無料，卒業制作展会期中無料Ｄ不要

卒業制作展（京都伝統工芸大学校
／京都建築大学校）

５2月13日～2月22日７なし８特別企画
と同じ９無料

京都府立堂本印象美術館

京都画壇の大家・堂本印
象の美術館。外装から内
装まですべてが印象自
身のデザインによる。具
象画から抽象画にいた
る印象の多様な所蔵作品による企画展や，
京都ゆかりの作家による特別企画展を順次
開催。
１北区平野上柳町26－3２463-0007あ
465-3099ぃmuseum@d-insho.jp４市バ
ス：立命館大学前から1分

堂本印象名品展・特別企画
「プレミアム・ギャラリーツアー」

６3月13日８17:00～18:30Ｃ20名９一
般500円，高・大学生400円，小・中学生
200円Ｄ必要ＥFAX，Eメールにて※参
加者名，住所，電話番号を明記

企画展 没後40年 堂本印象名品展
５全日７月曜８9 :30～17:00（入館
16:30まで）９一般500円，高・大学生400
円，小・中学生200円※団体（20名以上）
は2割引※65歳以上の方（要証明）および
障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料

キッズワークショップ「ミニ美術
館を作ってみよう！」

６2月8日８①10:00～12:00②14:00～
16:00Ａ3階サロンＢ小学生（親子参加可
能）Ｃ各10名９入館料のみ（小学生200
円）Ｄ必要ＥFAX，Eメール※参加者名
（保護者参加の場合は保護者名も）・学
年・住所・電話番号を明記

京都文化博物館

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。
１中京区三条高倉２222-0888３地下鉄：
烏丸御池駅から3分

①特別展「琳派400年記念　新鋭選抜展
　～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」
②企画展「千總460年の歴史
　ー京都老舗の文化史ー」

５①～2月8日②～2月11日７月曜８10:00
～19:30（特別展18:00まで※金曜19:30ま
で）※入場はそれぞれ30分前まで９一般
500円，大学生400円，小・中・高校生無料
※特別展は展覧会により料金が異なる

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
2015.03.07-05.10 実施会場（詳細4～5ページ）

京都万華鏡ミュージアム姉小路館

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。
１中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
２あ254-7902３地下鉄：烏丸御池駅から3分

①4日間限定！万華鏡の新しい体験！！
　「万華鏡ファンタジー」
②クイズに答えてプレゼントを
　もらおう！！

５①2月5日～2月8日②全日７月曜８①
10：00～17：30②10：00～17：30Ｂ①制
限なし②小学生以下Ｃ①約15名②なし
９一般（高校生以上）300円，小・中学生
200円Ｄ①②不要

①北の国より冬の万華鏡展
②日本万華鏡大賞展 上位５賞展示
③春の万華鏡展

５①～3月8日②3月10日～3月15日③3
月17日～７月曜８10:00～18:00（入館
17:30まで）９特別企画と同じＤ不要（団
体（5名以上）の場合は要予約）

万華鏡作家を招いて，本格的な
万華鏡を作ろう!!

６①2月21日②3月15日８13:30～
15:00Ｃ各20名９①5000円②7000円Ｄ
必要Ｅ電話，FAX

清水三年坂美術館

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。
１東山区清水三丁目337-1２532-4270４
市バス：清水道から7分

トワイライト・ギャラリートーク
６2月27日８17:00～18:00Ｃ先着40名
９一般800円，中・高・大学生500円，小学
生300円Ｄ不要

①金工鐔の美
②明治の彫刻

５①～2月15日②2月21日～７月・火曜，
臨時休館有８10:00～17:00（入館16:30
まで）９特別企画と同じ

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3分

収蔵品紹介17
５全日７土・日曜，祝日８9:30～17:00
（入館16:30まで）９無料

小堀京仏具工房

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。
１山科区西野山百々町88２341-4121４京
阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8分

資料館見学
５全日７月・土・日曜，祝日８9:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ希望日の7営業日
前 ま で に ，H P か ら ま た は 電 話
（0120-27-9595）

金箔体験にチャレンジ！
５全日８①10:00②13:00③15:00Ｂ制
限なし（低学年以下は要保護者同伴）Ｃ
各50名９500円Ｄ必要Ｅ見学希望日の7
営業日前までに，HPからまたは電話
（0120-27-9595）

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136-3
２417-2323４市バス：堀川下立売から2分

イメージのコラージュ 木村光佑展
５2月13日～3月15日７月曜８10:00～
17:00（入館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
を展示する他，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
多くの珍しい人形を
展示します。
１右京区嵯峨鳥居本佛餉田町 1 2２
882-1421３JR：嵯峨嵐山駅から15分４市
バス・京都バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京
都バス：護法堂弁天前から3分

特別展 「おひなさま」展
常設展　日本の古人形

５2月25日～７月曜８10:00～17:00９
一般（大学生以上）800円，中・高校生500
円，小学生200円

紙粘土による「招き猫」作り
５2月25日～（月曜休館）８10:00～
17:00Ｂ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
本美術の優品をご紹介。
館内には,ショップやカ
フェ,茶室を併設。
１左京区岡崎最勝寺町
6-3２752-5555４市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

①細見コレクション名品選
　「麗しき日本の美－めでたし、愛でたし－」
②フジフイルム フォトコレクション
　「私の1枚－日本の写真史を
　 飾った巨匠101人－」

５①～2月22日②3月5日～７月曜８
10:00～18:00（入館17:30まで）９一般
1100円，中・高・大学生800円，小学生無料

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
ており，茶室，図書室，ショップ，喫茶コー
ナーもあります。洛東散策のおりには，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8分

①新春美術展
②春季美術展

５①～2月2日②3月5日～７火・水曜８
10:00～16:00（入館15:30まで）９無料

茶室で服む抹茶
６2月4日８13:00～15:30Ａ茶室Ｂ制限
なし（未就学児は保護者同伴）Ｃなし９
無料Ｄ不要

梅小路蒸気機関車館

明治から昭和
にかけて製造
された蒸気機
関車を18形式
20両保存して
いる，日本唯一
の蒸気機関車専門の博物館。１日３回，館内
を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，
かつて京都市内を走っていた蒸気機関車の
旅を追体験できる。
１下京区観喜寺町２314-2996４市バス：
梅小路公園前から5分

パネル展「京都駅発着の列車」
５全日７水曜（3月25日は開館）８10:00
～17:30（入館17:00まで）９一般（高校
生以上）410円，小・中学生100円※小人
４歳以上，団体（15名以上）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２ 4 1 1 - 8 4 8 3あ
411-8146３地下鉄：北大路駅からすぐ

博物館ミニ講座
６2月14日８14:00～15:00Ｂ制限なし
（高校生以上推奨）Ｃ約20名９無料Ｄ必
要ＥFAXにて※氏名・人数・メールアド
レスかFAX番号を明記

冬季企画展　「山田文昭コレク
ション ー仏書を中心にー」

５～2月14日７日・月曜，祝日８10:00～
17:00（入館16:30まで）９無料

小倉百人一首殿堂　時雨殿

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。
１右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11２
882-1111３嵐電：嵐山駅４市バス：嵐山天
龍寺前から5分

企画展「おじゃる丸と学ぶ！王朝
びとのくらし大発見」

５～2月1日７月曜８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般（高校生以上）500
円，小・中学生300円Ｄ不要（団体の場合
はできる限り事前申込）

京都市学校歴史博物館

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
工芸品等を公開して
います。今回の企画展
では戦前の女子中等教育を担っていた高等
女学校と，そこに通った女学生に関する資
料を展示します。
１下京区御幸町通仏光寺下る橘町437
２ 3 4 4 - 1 3 0 5 あ 3 4 4 - 1 3 2 7 ぃ
rekihaku-jigyou@edu.city.kyoto.jp３阪
急：河原町駅から10分４市バス：河原町松
原から5分

企画展関連講演会「京都における
高等女学校のあゆみ」

６3月1日８14:00～15:30Ａ3階 講義室
Ｂ中学生以上Ｃ60名９一般（大学生以
上）200円，小・中・高校生100円　※京都
市内の小・中学生は土日無料Ｄ必要Ｅ電
話，FAX，はがき，Eメール※先着順（イ
ベント名，代表者氏名，電話番号，参加人
数を明記）

企画展
「京都の高等女学校と女学生」

５全日７水曜（祝日の場合は翌平日）８
9:00～17:00（入館16:30まで）９特別企
画と同じ

冬休み子ども体験教室（仮）
６3月21・22日（予定）Ｂ小学生９有料

（300円程度の予定）※保護者付添は入館
料200円要Ｄ必要Ｅ詳細は2月頃にチラ
シ・ホームページ等にて

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

旧貴賓室　特別公開
５2月14日～７月曜８未定Ａ3階 会議室
Ｃ未定９無料Ｄ未定

京都市考古資料館と建築家 本野精吾
ー竣工100年を記念してー

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00
（入館16:30まで）

「ツラッティ千本」

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。
１北区紫野花ノ坊町23-1２493-4539４市
バス：千本北大路から3分

常設展示
５全日７日・月曜，祝日８10:00～16:30
９無料Ｄ不要（案内が必要な場合は電話
申込要）

京都市平安京創生館

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。
１中京区丸太町七本松西入　京都市生涯学
習総合センター（京都アスニー）1階２
812-7222４市バス・京都バス・JRバス：丸
太町七本松からすぐ

企画展「年中行事十二ヶ月 後期
～平安貴族の一年 春・夏～」

５全日７火曜８10:00～17:00９無料

①「平安時代の衣装を着てみよう」
②「平安時代の遊びを体験してみ
　よう」

５全日８10:00～17:00Ａ常設展体験
コーナーＣなし９無料Ｆ①平安貴族の
普段着「袿」（女性），「狩衣」（男性）を着て
記念撮影可②盤双六や貝合せ等

京都市歴史資料館

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。

１上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1２
241-4312３地下鉄：丸太町駅から10分４
市バス：河原町丸太町から5分

室町時代の大変貴重な資料（幕府
禁制札）を特別に展示します

５～3月25日７月曜，祝日８9 :00～
17:00９無料

テーマ展「新・京のかたち6
都市計画の20世紀」

５７９特別企画と同じ８9:00～17:00※
歴史相談・資料閲覧は火～金曜（12:00～
13:00除く。受付16:30まで）2階研究室

京都大学百周年時計台記念館歴史展示室

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。
１左京区吉田本町（時計台記念館1階）２
753-2651４市バス：百万遍，東一条から5分

常設展示「第三高等学校の歴史」
５全日７毎月第1月曜８9:30～17:00９
無料

髙津古文化会館

時代劇映画が生ん
だ美術館。所蔵作
品は重要文化財を
含む甲冑刀剣を中
心に洛中洛外図な
どの近世初期風俗
画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の
婚礼調度などである。こうした多岐に亘る
作品で展覧を行っている。
１［髙津古文化会館］上京区今出川天神筋下
ル大上之町61［平野の家・わざ永々棟］（※
展示の開催場所）北区北野東紅梅町11２
461-8700４［高津古文化会館］市バス：北
野天満宮前から3分　［平野の家・わざ永々
棟］市バス：衣笠校前から3分

春季特別展「雛さまと御所人形の
勢ぞろいー愛らしさの競演ー」

５2月25日～７なし８10:00～17:00（入
館16:30まで）９一般1000円，高・大学生
800円，中学生以下無料※団体（15名以
上）は割引有Ａ平野の家・わざ永々棟 

①「ひな茶会」子どもたちによる
　点前とお運び
②講演会「雛と御所人形」

６①3月1日・21日②3月15日８①11:00
～，12:00～，13:00～，14:00～，15:00～
（計5席）②14:00～16:00Ａ①②平野の
家わざ永々棟Ｃ①各席6名②30名９①
2000円（入館料含む）②2500円（入館料
含む，茶菓付）Ｄ①②要Ｅ①5日前まで，
②3月13日までに実施場所まで電話
（462-0014）またはFAX（462-0114）Ｆ
②講師：京都国立博物館名誉館員 切畑健 氏

同志社大学ハリス理化学館ギャラリー

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年（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。
１上京区今出川通烏丸東入　同志社大学今
出川キャンパス２251-2716３地下鉄：今
出川駅からすぐ

特別展「詩人・尹東柱展」（仮）
５2月13日～2月17日７なし８10:00～
17:00９無料

西川油店

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。
１下京区油小路通七条下る油小路町294番
地２あ343-0733３JR・地下鉄・近鉄：京都
駅から5分４市バス：七条堀川から1分

油に関する資料館
５3月1日～3月20日７なし８10:00～
17:00９無料Ｄ必要Ｅ電話，FAX

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水竣工100
周年を記念し，平成
元年８月に開館。建
設当時の疏水関連
の図面や絵図，工事
に関わった人々の
苦労をしのばせる
様々な資料を展示している。
１左京区南禅寺草川町17２752-2530３地
下鉄：蹴上駅から7分４市バス：岡崎法勝寺
町から4分

常設展示
「琵琶湖疏水を知っていますか？」

５全日７月曜８9:00～16:30（3月1日以
降は17:00まで）※入館は閉館30分前ま
で９無料

佛教大学宗教文化ミュージアム

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。常設
展示では,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。
１右京区嵯峨広沢西裏町5-26２873-3115
４市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ

冬期企画展
「佛大逍遙Ⅱ―高畠寛我・佐藤長―」

５2月9日～3月20日７日曜,祝日８
10:00～17:30（入館17:00まで）９無料

元離宮二条城　築城４００年記念

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。
１中京区二条通堀川西入二条城町541２
841-0096３地下鉄：二条城前駅から12分
４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

平成26年度第4期展示事業
「壮麗なる鳥たち～＜大広間＞に
棲む鷹と孔雀～」

５～3月1日７なし８9:00～16:45（入館
16:30まで，二条城入城16:00まで）９100
円※別途入城料要（一般（大学生以上）
600円，中・高校生350円，小学生200円）

柳原銀行記念資料館

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。
１下京区下之町6-3２371-0295３JR・地下
鉄・近鉄：京都駅から7分４市バス：河原町塩
小路から3分

通常展示
５全日７月・火曜，祝日８10:00～16:30
９無料

立命館大学国際平和ミュージアム

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。
１北区等持院北町56-1２465-8151４市バ
ス・JRバス：立命館大学前から5分

第91回ミニ企画展示
立命館大学×京都外国語大学学生企画 
「心の声－見て・感じて・考える－」

５2月7日～７月曜,2月12日８9:30～
16:30（入館16:00まで）９一般（大学生
以上）400円，中・高校生300円，小学生
200円※団体（20名以上）は50円引

戦時下のレコード鑑賞会
６2月7・8日８13:30～，14:30～（各30
分）Ｃ20名（立見は定員なし）９無料（入
館料要）Ｄ不要

学生による展示解説
６※HP参照８※HP参照Ａ2階ミニ企画
展示室Ｃなし９無料（入館料要）

霊山歴史館

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。
１東山区清閑寺霊山町1２531-3773４市
バス：東山安井から10分

特別展「松陰をめぐる人びと」
５全日７月曜８10:00～17:30（入館
17:00まで）９一般（大学生以上）700円，
高校生400円，小・中学生300円

幕末動乱の京都
５７８９特別企画と同じ

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃，大砲の弾，木刀　等）

５８９特別企画と同じＣなしＤ不要

ギャラリー妖精村
ぎゃらりーようせいむら

C1

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

D5

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

A2

京都府立総合資料館
きょうとふりつそうごうしりょうかん

A6
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

B9

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー

A10

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

A11

京都御苑
きょうとぎょえん

B12

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー

A15

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

A19

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

A20

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

A21

益富地学会館
ますとみちがくかいかん

B22

洛西竹林公園　竹の資料館
らくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん

A23

北野天満宮　宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん

A24

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

A29

宝鏡寺門跡
ほうきょうじもんぜき

B30

本能寺 大寶殿
ほんのうじだいほうでん

A31

龍谷ミュージアム
りゅうこくみゅーじあむ

A32

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

C33

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

A35

西陣織会館
にしじんおりかいかん

B39

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

C40

ぎをん思いで博物館
ぎをんおもいではくぶつかん

E48

月桂冠大倉記念館
げっけいかんおおくらきねんかん

A49

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

B50

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

Ｂ51

野村美術館
のむらびじゅつかん

D52

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

B53

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

A54

樂美術館
らくびじゅつかん

B55

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

A56

遠藤剛熈美術館
えんどうごうきびじゅつかん

A57

京都市美術館
きょうとしびじゅつかん

D61

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

C62

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

A63

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

C64

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

C65

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

B77

髙津古文化会館
こうづこぶんかかいかん

A82

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

A86

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

A87

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

A88

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

A89

霊山歴史館
りょうぜんれきしかん

E90

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

B83

西川油店
にしかわあぶらてん

A84

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん

D85

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

A78

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

A79

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

A80

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

A81

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん

E66

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

A58

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー

C59

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん

E60

京都青窯会会館
きょうとせいようかいかいかん

A45

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん

B46

清水焼の郷　会館
きよみずやきのさと　かいかん

A47

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん

C36

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

C37

千總ギャラリー
ちそうぎゃらりー

C38

織成舘
おりなすかん

B34

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん

E25

金比羅絵馬館
こんぴらえまかん

E26

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

A27

豊国神社　宝物館
とよくにじんじゃ　ほうもつかん

E28

京都水族館
きょうとすいぞくかん

A16

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

A17

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

A18

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

A13

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

C3

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

B7

高麗美術館
こうらいびじゅつかん

A8

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

A4

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

D14

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん

B69
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

A73

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

A74

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

A75

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

A76

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

A70

細見美術館
ほそみびじゅつかん

D71

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

A72

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー

A67

小堀京仏具工房
こぼりきょうぶつぐこうぼう

A68

いけばな資料館
いけばなしりょうかん

C41

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん

E43

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

B44

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

C42

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

６実施日 ７休み ８開館時間・実施時間 ９入館料・参加費 Ａ実施場所 Ｂ対象 Ｃ定員 Ｄ事前申込 Ｅ申込方法 Ｆその他，備考  ※５６７８９等は，すべて第20回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 
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特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別

特　別 特　別
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１住所 ２電話番号（市外局番“075-”省略） 　 FAX番号（市外局番“075-”省略） 　 Eメール ３電車の最寄駅   ４バスの最寄停留所  特別  20回記念特別企画  展示  展示企画  体験  体験企画 ５休みを除く開催期間 



Pres
ent

スタンプラリープレゼント企画

終点27㊎  28土 　3月1日  2㊊  3㊋  4㊌  5㊍  6㊎  7土  8日  9㊊  10㊋  11㊌  12㊍  13㊎  14土  15日  16㊊  17㊋  18㊌  19㊍  20㊎  21土  22日  23㊊  24㊋  25㊌  26㊍  27㊎  28土  29日

⑤ これは，何通目の応募用紙ですか？　　　　　　通目

① 「第20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？

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

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

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。

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

に当たる
「京都ミュージアム探訪」（下記参照）が

抽選で，

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

第20回京都ミュージアムロード

●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（受付8:45～17:30［平日のみ］）
FAX：（075）213-4650　E-mail：kyohakuren@edu.city.kyoto.jp

●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

※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。

※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もできます。

「第20回京都ミュージアムロード」に関するお問合せ

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！

を 集めると抽選で

を

抽選及び発送について

•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（４月下
旬～5月上旬発送予定）。

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（　）， 
実施日（　），休み（　）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（90館
全てのスタンプを集めると，最大30通まで応募が可能）。ただし，
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
なるかを必ず記入してください。
•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。

記念品及び特別プレゼントについて

•プレゼントは裏面に掲載されている69種，602品の記念品です。
希望する記念品を第１希望から第３希望まで選んでください（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）」が当たりますので，ふるってご
応募ください。（右横参照）（特別プレゼントを記念品として希望す
ることはできません。）

応募方法
•ミュージアムロードの開催期間中，参加館90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
27年4月6日（月）［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）。
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郵   便   は   が   き

お手数ですが，

52円切手を

貼ってください。

応募締切日：平成27年4月6日（月）［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。

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 提供イ
名5ポストカード3枚セット

京都市動物園 提供ヲ
名5オリジナルレターセット

龍谷ミュージアム 提供ム
名10招待券（2枚1組）付

手彫りのミニ置物

京都伝統工芸館 提供ス

名5オリジナル一筆箋
京都府立堂本印象美術館 提供ン

名2「こころの京都」
絵はがきセット

京都文化博物館 提供a

名10ポストカード8枚セット
京都万華鏡ミュージアム姉小路館 提供b

名10オリジナルポストカード
セット

清水三年坂美術館 提供c

名10クリアファイル
ＫＣＩギャラリー 提供d

名10食膳金箔
小堀京仏具工房 提供e

名10永田萠クリアファイル・
ボールペン

中信美術館 提供f

名10年間パスポート
（1枚につき2名利用可）

細見美術館 提供g

名10琳派オリジナル一筆箋
黎明教会資料研修館 提供h

名10バッチ
梅小路蒸気機関車館 提供i

名10オリジナルはがきセット
大谷大学博物館 提供j

名5招待券
小倉百人一首殿堂　時雨殿 提供k

名5オリジナルグッズ
一筆箋2種セット

京都市学校歴史博物館 提供l

名10オリジナルクリアファイル
京都市考古資料館 提供m

名2絵本「千本の赤」
京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」 提供n

名10平安京図会
京都市平安京創生館 提供o

名10オリジナルポストカード
セット（3枚1組）

同志社大学ハリス理化学館同志社ギャラリー 提供p

名10オリジナル
シャープペンシル

琵琶湖疏水記念館 提供q

名10ぶったん付箋・クリアファ
イル・ボールペンセット

佛教大学宗教文化ミュージアム 提供r

名

名

名

10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（２枚１組）

元離宮二条城　築城４００年記念　展示・収蔵館 提供s

10秋季特別展「ピース☆
スタイル」特製バッジ

立命館大学国際平和ミュージアム 提供t

5新選組　飾り手ぬぐい
霊山歴史館 提供u

名10織成舘特製にほひ袋
織成舘 提供ウ

名10ハンカチ「百花」
川島織物セルコン　織物文化館 提供ヰ

名10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 提供ノ

名10西陣織コースター
西陣織会館 提供オ

名5綿ふろしき
宮井ふろしき・袱紗ギャラリー 提供ク

名10花図複製（4枚1組）
いけばな資料館 提供ヤ

名10特製絵はがき（5枚1組）
大西清右衛門美術館 提供マ

名10やき麸1袋
お辨當箱博物館 提供ケ

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 提供フ

名5京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 提供コ

名10井筒八ツ橋（小箱）
ぎをん思いで博物館 提供エ

名10オリジナルクリアホルダー
月桂冠大倉記念館 提供テ

名1コリップシェルセット
（お香立とお香のセット）

香老舗 松栄堂　京都本店 香房 提供ア

名10茶道資料館　
謹製ハガキ

茶道資料館 提供サ

名10十二支守護佛
絵はがきセット

松本明慶佛像彫刻美術館 提供キ

名10生八つ橋手づくり体験
ペアご招待券

八つ橋庵とししゅうやかた 提供ユ

名10絵ハガキ 5枚セット
遠藤剛熈美術館 提供シ

名5ペアご招待券
京都嵐山オルゴール博物館 提供ヱ

名10オリジナルレターセット
京都芸術センター 提供ヒ

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 提供モ

名10一筆せん（20枚入り，木島桜谷
「観月」・土田麦僊「朝顔」のセット）

京都市美術館 提供セ

名10しおり
樂美術館 提供メ

名10絵はがき
一燈園資料館「香倉院」 提供ミ

名10平成27年度展覧会
招待券（2枚1組）

京都大学総合博物館 提供ワ

名10ストロボスコープ
島津製作所　創業記念資料館 提供カ

名10石
益富地学会館 提供ヨ

名10竹のものさし（15cm）
洛西竹林公園　竹の資料館 提供タ

名10栞3枚組
北野天満宮　宝物殿 提供レ

名10宝物ポストカードセット
高台寺「掌美術館」 提供ソ

名

名

名

名

10オリジナル鉛筆
城南宮神苑水石亭 提供ツ

10重要文化財「豊国祭礼図
屏風」大判絵葉書2枚組

豊国神社　宝物館 提供ネ

5勝 絵馬
藤森神社宝物殿 提供ナ

10絵はがき
本能寺 大寶殿 提供ラ

名

名

2手ぬぐい
京都外国語大学 国際文化資料館 提供ロ

10京都国際マンガミュージアム
ペア入場チケット

京都国際マンガミュージアム 提供ハ

名10シルクロードコレクション
カタログ

京都造形芸術大学 芸術館 提供二

名10あぶらとり紙
京都伝統産業ふれあい館 提供ホ

名10手作り絵はがき3枚セット
ユネスコ記憶遺産登録候補「東寺百合文書」他

京都府立総合資料館 提供ヘ

名10金鵄正宗（キンシ正宗）
ロゴ入りぐい呑み

キンシ正宗　堀野記念館 提供ト

名10招待券（年間通期）
高麗美術館 提供チ

名5お守り
西陣くらしの美術館 冨田屋 提供リ

名10オリジナルクリアファイル
京エコロジーセンター 提供ヌ

名10小鳥のペンダント
桂坂野鳥遊園 提供ル


