
令和２年３月１9日１６時現在

パンフレット
掲載Ｎｏ．

施設名 対応 対象事業 期間

1 漢検 漢字博物館・図書館 臨時休館 ―

2020/3/2（月）～2020/3/23（月）
※ ワ ー ク シ ョ ッ プ ・ 講 座 は 2020/4/12
（日）まで中止します。
※休館期間を変更する場合は，ホームペー
ジ等を通してご案内します。

2 京都外国語大学 国際文化資料館 臨時休館 ― 2020/3/9（月）～当面の間

3 京都国際マンガミュージアム 臨時休館 ― 2020/2/29（土）～2020/3/22（日）

6 京都市市民防災センター
一部利用
休止

館内常設の各体験室
2020/3/5（木）～2020/3/31（火）
※期間延長の可能性があります。

7 キンシ正宗 堀野記念館 臨時休館 ―
3/10(火)～当面の間
※3/20までを一応の目安としています。

12 京エコロジーセンター 一部中止
イベント「深海魚ミズウオから学ぼう海の環境
問題！」

2020/2/29（土）

16 京都大学総合博物館 臨時休館 ―

2020/2/29（土）～2020/3/31（火）
※「2019年度特別展 文化財発掘Ⅵ-幕末・
近代の出土文字資料-」の会期を5/17まで
延長します。

17 京都鉄道博物館 臨時休館 ―
2020/2/29（土）～2020/3/31（火）
※休館期間につきましては変更になる可能
性がございます。

19 島津製作所　創業記念資料館 臨時休館 ―
2020/2/28（金）～2020/3/18（水）
※3/19 以降の予定については，今後の状
況を踏まえ改めて決定する予定です。

20 森林総合研究所関西支所　森の展示館 臨時休館 ―
2020/2/27（木）～
※再開は状況を見て判断します。

　第２４回京都ミュージアムロード参加館の「新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止の対応」についてお知らせします。なお，状況が
刻々と変化しており，最新の情報が反映されていない場合がありますので，掲載のない事項につきましては，各館のHP等でご確認の上お出
かけください。
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21 髙田クリスタルミュージアム 一部中止 堆積岩中の微化石を調べよう 2020/3/8（日）

23 益富地学会館（石ふしぎ博物館） 一部中止 体験企画『大文字山“石”見て歩き』 2020/3/8（日）

35 川島織物文化館 臨時休館 ― 2020/4/30（木）まで

39 西陣織会館 臨時休館 ― 2020/3/3（火）3/4（水）

40 いけばな資料館 臨時休館 ―
2020/3/2(月）～2020/3/31(日）
※4/1以降は状況を見て判断します。

41 大西清右衛門美術館 臨時休館 ― 2020/3/7（土）～2020/3/20（金）

43 京菓子資料館 臨時休館 ― 2020/3/19（木）～2020/3/31（火）

45 京都伝統工芸館 臨時休館 ―
2020/3/1（日）～2020/3/18（水）
※3/19以降は未定です。

46 京都陶磁器会館 臨時休館 ―
2020/3/2(月)～2020/3/19(木)
※期間延長の可能性があります。

47 京都當道会会館 臨時休館 ―
2020/3/3（火）～2020/3/22（日）
※3/23以降は状況により判断します。

50 月桂冠　大倉記念館 臨時休館 ―
2020/3/5（木）～当面の間
※3/25までを一応の目安とする。

52 茶道資料館 臨時休館 ―
2020/2/28（金）～ 2020/3/16（月）
※3/17以降の予定については,今後の状況
を踏まえて改めて決定します。
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54 松本明慶佛像彫刻美術館 臨時休館 ― 2020/3/31(火）まで

56 有斐斎弘道館 中止
上巳の茶会
桃の節句に寄せた気軽に参加できるお茶会

2020/3/8（日）

61 京都国立近代美術館 臨時休館 ― 2020/2/29（土）～2020/3/16（月）

62 京都国立博物館 臨時休館 ― 2020/2/27（木）～2020/3/23（月）

65 京都dddギャラリー 一部中止
自分だけの森を作る
ジオラマ模型ワークショップ

2020/3/15（日）

66 京都府立京都学・歴彩館 臨時休館 ― 2020/3/7（土）～2020/3/22（日）

67 京都府立堂本印象美術館 臨時休館 ― 2020/2/28（金）～2020/3/16（月）

68 京都文化博物館 一部閉室 2階総合展示室および3階ﾌｨﾙﾑｼｱﾀｰ 2020/2/28（金）～2020/3/20（祝・金）

69 京都万華鏡ミュージアム 臨時休館 ―
2020/3/3(火)～2020/3/22(日)
※3/24以降は状況を見て判断します。

71 嵯峨嵐山文華館 臨時休館 ― 2020/3/2(月)～2020/3/27(金)

72 中信美術館 休館 小嶋悠司展
2020/2/29（土）～2020/3/13（金）
（会期：2/12～3/13）

77 樂美術館 臨時休館 ― 2020/3/3（火）～2020/3/13（金）
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81 京都産業大学むすびわざ館ギャラリー
開催期間
短縮

所蔵品展「小山家資料に見る桃の節句と婚礼」
2020/3/2(月)～2020/3/7(土)通常開館
2020/3/9(月)以降休館

83 京都市考古資料館 一部中止

①文化財講座「古文書と日記に見る,明智光秀」
②第五回千両ヶ辻ひなまつり
   講演会「遺跡からみた京の酒造り」
③特別展示「光秀と京」展示解説
④特別展示「光秀と京」ミニ講演会「島津家久
が出会った明智光秀」

①2020/2/29（土）
②2020/3/1（日）
③2020/3/1（日）3/8（日）3/15（日）
④2020/3/14（土）

86 京都佛立ミュージアム 臨時休館 ― 2020/3/4（水）～2020/3/23（月）

87 ＫＣＩギャラリー 臨時休館 ― 2020/3/2（月）～2020/3/20（祝・金）

88 京都市平安京創生館 臨時休館 ― 2020/3/5（木）～当面の間

93 佛教大学宗教文化ミュージアム 臨時休館 ― 2020/3/3（火）～2020/3/23（月）

96 柳原銀行記念資料館 中止
令和元年度柳原銀行記念資料館企画展
記念シンポジウム

2020/3/21（土）

97 立命館大学国際平和ミュージアム 臨時休館 ―
2020/3/1（日）～2020/3/21日（土）
※3/22～3/31は春季休館日です。

98 龍谷大学龍谷ミュージアム 臨時休館 ― 2020/3/3（火）～2020/3/22（日）

99 幕末維新ミュージアム　霊山歴史館 臨時休館 ― 2020/3/3（火）～2020/3/22（日）

4/4


