
32

京都水族館
きょうとすいぞくかん

海のいきものはもちろん、美しい河川に恵ま
れた京都ならではの淡水生物を多数展示する
水族館。イベントやワークショップも人気で、
6 月30日までは大水槽を桜の映像で彩るイン
タラクティブアート「桜といわし」を実施する。

いのち育む水の神秘の世界

075-354-3130　 10時〜18時（時期により変動、入館
は閉館の1時間前まで）　 2,050円　 なし

103・104・110・86・88 梅小路公園・京
都鉄道博物館前下車

205・208 梅小路公園前下車

206・207・18・特18・71・特71 七条大
宮・京都水族館前下車

58 梅小路公園・京都鉄道博物館前下車

206・18・特18 七条大宮・京都水族館前
下車

58 梅小路公園・京都鉄道博物館前下車

110・86・88 梅小路公園・京都鉄道博物
館前下車

208 梅小路公園前下車
206 七条大宮・京都水族館前下車

※58・86・88は土曜・休日に運行

日本の海を再現し
た大水槽。魚眼レ
ンズなどのビュー
スポットも

梅小路公園の四季を背景に、イルカのパフォーマンスが楽しめる

「市電カフェ」や「市
電ショップ」を含め
た 4 両の市電が並ぶ

大正時代に造られ
た505号車を改装
した市電カフェ

緑あふれるテラス席

新緑と初夏の花々が彩る池「水鏡」

朱雀の庭
すざくのにわ

京都の作庭技術を活かしつつ、洋花など現
代の美的感覚をも取り込んだ池泉回遊式庭
園。薄く水を張った池「水鏡」や青モミジの
間を流れ落ちる滝など、凝った意匠にも注目。

平成の美意識が生きる庭園

075-352-2500　 9時〜17時（入園は16時30分まで）
200円　 月曜（祝日の場合は翌平日）、12/28〜1/4

075-352-7111
9時〜22時（21時LO）
年末年始

市電ひろば
しでんひろば

大正から昭和に造られた市電車両とプラット
ホームが再現された広場。車両内にある雑
貨店やカフェは、園内散策の休憩に気軽に
利用できる。市電にちなむ一風変わったメ
ニューや商品が一押しだ。

懐かし市電のカフェ＆ショップ

090-3998-8817　 見学自由（カフェ・ショップは10時〜
18時） なし（カフェは年末年始）

通信
コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

ワクワク 駅ナカ ショッピング！

5月8日は「母の日」。感謝の気持ちを伝えられ
る、とっておきの商品をご紹介します。

京 に挑戦都検定
めざせ京都通

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成 26 年度の問題より抜粋しています。
※「京都・観光文化検定試験」・「京都検定」は京都商工会議所の商標です。 ▶答えは裏表紙左下です。

5月5日に上賀茂神社で行わ
れる葵祭の神事はどれか。
（3級）

琴の形をした菓子で、金戒光明
寺にある筝曲家の墓への参拝
者に参道の茶店が出したことが
はじまりとされるものはどれか。
（2級）

下鴨神社で5月5日に行わ
れる歩射神事で、屋越式
や大的式などを奉納する
流派は何か。
（1級）競馬会神事

嘉祥菓子

ア

ア流鏑馬神事ウ

八ツ橋ウ

駈馬神事

州浜
御阿礼神事 吹き寄せ

イ

イ
エ エ

全部で 12 種類あるコースの中から、週替わりでツアーを行います。

120m の藤棚が美しい鳥羽水環境保全センターを公開。4/29・30
は、メガソーラー見学や水質実験などのイベントも開催されます！

「地下鉄・市バスで巡る 春の水道・下水道スタンプラリー」も開催！ 詳しくは、上下水道局ホームページをご覧ください。

地下鉄最寄り駅から歩いて散策　「京都ぐるり」
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暖かくなるこれからの季節は、眺
めの良いテラス席でのランチがお
すすめです。

（スタッフ 原田さん）

年間パスポートを使って何度も足を
運んでいます。サンショウウオの小
さな仲間たちがかわいすぎる！

（25 歳女性 K.S さん 左京区）

京野菜レストラン 梅小路公園
きょうやさいれすとらん うめこうじこうえん

「朱雀の庭」を眺めながら、京野菜をふんだん
に使った料理が味わえる。店内メニューのほか、
デリ弁当（1,000 円）など、園内散策にぴった
りなテイクアウトメニューも人気。

緑あふれる館で京野菜をいただく

懐かしさと楽しさ満点！

“温故知新”の庭

京都の恵みを味わう

新たな集客施設のオープンで
ますます賑わう梅小路公園へは

梅小路公園へのおすすめアクセスは…

NEWS & TOPICS

問 1 問 2 問 3

【費用】500円※小学生以下無料、
但し保護者・引率者同伴（有料）に限る

色とりどりのつつじ約 4,600 本が咲く蹴上浄水場
を公開。5/4・5は、「京

みやこ

の水カフェ」やクイズラ
リーなどの各種イベントも開催されます！

【期間】5月4日（水・祝）〜5月8日（日）
【時間】9時〜16時（入場は15時30分まで）
【お問い合わせ先】  
 ☎075-661-3755（京都いつでもコール）

【アクセス】
蹴上駅下車、2番出口徒歩すぐ

【期間】4月28日（木）〜5月2日（月）
【時間】10時〜16時（入場は15時30分まで）

【お問い合わせ先】  
 ☎075-661-3755（京都いつでもコール）

【アクセス】期間中、直行バスが毎日運行！！
・地下鉄竹田駅（西口）から約10分
  4/28・5/2    ：9時40分、10時〜15時に30分間隔で運行
  4/29・30・5/1：9時40分〜15時15分に10〜20分間隔で運行

・京都駅（八条口G1のりば）から約30分
  4/28・5/2    ：9時40分〜15時に10〜20分間隔で運行
  4/29・30・5/1：9時30分〜15時に5〜20分間隔で運行

＜お申し込み＞
京都市観光協会ホームページ
www.kyokanko.or.jp/gururi　
京都散策愛好会 
☎075-352-5012（平日10時〜17時）　
※前 日々17時までにご予約ください

【出発】10時　【定員】20名

歌や楽器演奏などで山科地域を盛り上げます！
【日時】5月14日（土）16時〜17時　
【出演】日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル
【場所】 山科駅「音の広場」

※ご観覧いただく
際は、通行のお
客様の妨げにな
らないようにご
注意ください。

約 500tの水量を誇る
「大水槽」を泳ぐ約1万匹の
イワシの群れは圧巻です！

（飼育スタッフ 河 誠記さん）

7日（土）

14日（土）

21日（土）

28日（土）

太秦天神川駅

二条駅

二条城前駅

三条京阪駅

コース名出発日 出発駅

「太秦の史跡ぐるり」

「平安宮と源氏物語ゆかりの地ぐるり」

「二条城周辺の史跡をぐるり」

「高瀬川と坂本龍馬ゆかりの史跡ぐるり」

5月のコース

要予約

本誌をご提示いただいた方に、上記店舗にて【特典】をご提供いたします！
期間：平成 28 年 4 月 15 日（金）〜 5 月 31日（火）　※他券・他サービスとの併用不可

17時以降のディナー利用で
ミニデザートを人数分
プレゼント
※ミニデザートの選択不可

特 典

〔曼殊院の霧島つつじ〕
　  まんしゅいんのきりしまつつじ

洛北屈指の名刹・曼殊院は秋の
紅葉で有名だが、実は知る人ぞ知
るつつじの名所。大書院から眺め
られる庭園には、燃えるように鮮
やかな紅色の霧島つつじが咲き誇
り、見る者を圧倒する。つつじと
白砂や青もみじとの対比も、何と
も描きごたえがあることだ。
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京都駅前から 5または 北大路バスターミナルから
北8 一乗寺清水町下車、徒歩約20分

おすすめアクセス

☎075-781-5010　 9時〜17時（受付は16時30分まで）
600円

水中の世界を堪能

バスルートが便利！！

京都駅からのシャトルバスの
増便をはじめ、地下鉄、阪急、
京阪などの各鉄道駅からのアク
セスを強化 !
梅小路公園と四条大宮・二条駅
方面とを結ぶ路線の新設や、“ま
ちなか”四条河原町界隈、東山・
岡崎エリアなどの観光スポットと
を結ぶ路線を増便 !

京都駅前（B3のりば）から

四条大宮から

二条駅前から

七条京阪前から

「京野菜ごろごろピザ」
1,200 円

「ナイス・ミート in
 山科」開催！

「鳥羽の藤」
鳥羽水環境保全センター 一般公開

「蹴上のつつじ」
蹴上浄水場 一般公開

「母への愛」の花言葉を持
つ赤いカーネーションをメ
インに、「BEST MOM（最
高のお母さん）」の言葉を添
えたロゼットリボンをアレン
ジ。渡してすぐに飾れるので、
プレゼントにぴったりです。

青山フラワーマーケット
〈生花・グリーン〉

アレンジメント
“BEST MOM”

各 3,240 円

Kotochika四条

075-353-1120　 10時〜21時　
京都駅北改札口、または中央1改札口すぐ

075-341-1187　 10時〜21時　
四条駅北改札口すぐ

「美人の香り」として
人気なピオニー。ハン
ドクリームやシャワー
ジェルなど、もらって嬉
しい製品ばかりをポー
チに詰め合わせたプ
チギフトです。花のよ
うにみずみずしくなれ
ること間違いなし。

ロクシタン〈コスメ〉

ピオニーガーデン 
プチブルームギフト

3,888 円

※価格はすべて税込

Kotochika京都


