施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

京都市市民防災センター

①「BOSAIサマーフェスタ」
②「防災展」
③「救急展」
④「オータムフェスタ」

①８月４日（日）～８月１２日（月・休）
②８月３１日（土）～９月１日（日）
③９月７日（土）～９月８日（日）
④９月１４日（土）～９月１６日（月・祝）

南区西九条菅田町７番地
075-662-1849

イベント

上京区総合庁舎

1階区民交流ロビーを区民の交流スペースとして開放

７月１日(月)～ ９月３０日（月） 平日8:30～17:00

上京区今出川通室町西入堀出シ町２８５番
075-441-5027

施設

左京区役所１階区民ロビー

１階区民ロビーを区民の交流スペースとして開放

７月１日(月)～ ９月３０日（月）
平日：8:30～21:00
土日祝：8:30～17:00

左京区松ケ崎堂ノ上町７番地の２
075-702-1001

施設

東山区総合庁舎（北館１階交
流ロビー）

交流ロビーでの展示等や区民の交流スペースとして開放

７月１日(月)～ ９月３０日（月）平日8:30～17:00

東山区清水５丁目１３０-６
075-561-9104

施設

コミュニティーサロンふぅ

・地域の交流スペースとして場の提供。
・開所日：火～金15時から19時（土、日、祝日は閉所）
※急遽、貸し切り等で閉所させていただくことがございます。
※8/10（土）～8/19（月）は夏季休業
・毎月、書道教室や手話サークルなどイベントも開催。
・クールスポット期間中は、100円でかき氷をお召し上がりいただけます。

７月１日(月)～ ９月３０日（月）

京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町534
施設
075-353-2145

京都市久世特別養護老人
ホーム

8月1日～15日まで子供達たちを対象に「キッズインターンシップ」を開催いたします。
期間中に来館してくれた子供たちにはドリンクを1本提供させて頂きます。
８月１日（木）～１５日（木） 14：00～17：00
※キッズインターンシップについては別途サイトをご覧ください。
https://kids-jr-intern.kuzehome.com/

京都市南区久世築山町328番地
075-933-5772

施設

いけばな資料館

夏の特別開館「六角堂・池坊 屏風祭」（無料）
祇園祭（後祭）の宵山にあわせ、六角堂・池坊に伝わる屏風を展示。
通常は、要予約で土日閉館ですが、予約不要で日曜日も開館します。
いけばなの作品もご覧いただきます。

京都市中京区六角通東洞院西入 堂之前町248
075-221-2686

イベント

７月２１日（日）～２３日（火） 10:00～17:00

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

城南ホーム

夏の暑い期間中、施設を開放し立ち寄れる休憩所としてクールスポットを行います。
ノボリも立てていますのでお立ち寄りください。
７月１日(月)～ ９月３０日（月）
お茶の提供や、休憩、トイレ等お気軽にお声かけください。

京都市伏見区竹田中内畑町53
075-622-6498

高齢者福祉施設本能

毎週水曜日と金曜日にカフェを開催しています。
水曜日は「いどばたカフェ」として7:30～10:30まで。地域のボランティアの皆様が運営
しています。
福祉施設としては24時間365日運営しております。
金曜日は「えんがわカフェ」として10:00～14:00まで。学区社協と立命館大学の学生
カフェについても年末年始やゴールデンウィークなどの長期
が運営しています。
休暇期間を除いて毎週開催しております。
いずれも地域のお年寄りや子どもたちが遊びに来ています。コーヒーや紅茶など、お
いしい飲み物やパンなどを用意してお待ちしておりますので、気軽にお越しくださ
い！

京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南
施設
町346番地
075-254-0020

京都国立近代美術館

①「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」の開催（観覧料 一般1500円、大
学生1100円、高校生600円 ※中学生以下、心身に障がいのある方と付添者1名は
無料。（入館の際に要証明書））
②「ドレス・コード？――着る人たちのゲーム」の開催（観覧料 一般1300円、大学生
900円、高校生500円 ※中学生以下、心身に障がいのある方と付添者1名は無料。
（入館の際に要証明書））
③「2019年度 第3回コレクション展」「2019年度 第4回コレクション展」の開催（観覧料
一般430円、大学生130円 ※高校生、18歳未満、65歳以上は無料）

京都市左京区岡崎円勝寺町26-1
075-761-4111

イベント

特別養護老人ホーム 淀の里
1階

特別養護老人ホーム 淀の里 1階 開放（土日のみ）
冷水機あり。団体利用の場合は事前申請希望

７月１日(月)～ ９月３０日（月）の土日のみ
時間9：00～18：00

京都市伏見区淀美豆町１０５５
075-631-8834

施設

京都産業大学むすびわざ館

所蔵品展(入場無料)

９月９日(月)～９月２１日(土)
開館時間：月曜日
13：00～16：30
火～土曜日 10：00～16：30
(入館受付は16時まで)

京都市下京区中堂寺命婦町1-10
075-277-0254

施設

大谷大学博物館

①夏季企画展「近代の東本願寺と北海道〓開教と開拓〓」
②秋季企画展「大谷大学博物館の逸品 重要文化財『選択本願念仏集』」
①②共通：入館無料

岩手県名産の南部風鈴を使っ
た納涼企画「悠久の風～南部
風鈴によせて～」

※詳細はHPをご参照ください。

①「風鈴の駅舎」の開催（鞍馬駅）
②「悠久の風号（風鈴電車）」の運行（712号車 三陸鉄道カラー車両）
③「第７回悠久の風フォトコンテスト」の開催
④「悠久の風文庫《プチ図書館》」の開催
⑤うちわ型１日乗車券「悠久の風きっぷ」の販売（大人1､000円）

施設

月曜休館 ただし祝日の場合は開館、翌平日休館
※８月５日（月）～７日（水）は休館
①６月１４日（金）～７月２８日（日）
②８月９日（金）～１０月１４日（月・祝）
③第３回コレクション展６月１２日（水）～８月４日（日）
第４回コレクション展８月８日（木）～１０月２７日（日）

①６月９日（日）～７月２７日（土），８月３日（土）・４日（日）
10:00～17:00
②９月３日（火）～９月２１日（土） 10:00～17:00
京都市北区小山上総町 大谷大学構内
※①,②入館は閉館時間の30分前まで
075-411-8483
※①,②休館日：日曜日・月曜日（ただし、７月１４日（日）・９月
１６日（月・祝）は10:00～17:00開館）
※①８月３日（土）・４日（日）は特別開館

施設

叡山電鉄株式会社
６月１日（土）～９月３０日（月）

京都市左京区鞍馬本町191（鞍馬駅）
075-702-8111（鉄道部運輸課（営業担当））

イベント

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

高齢者福祉施設 西院

毎週水・木曜日（9時～14時）にコミュニティーカフェを運営しています。飲み物やモー
ニングサービスがあります。毎月第3金曜日（17:00～19:30）に多世代交流食堂を開 年中開催
催。いずれも、どなたでも参加可能。

京都市障害者教養文化・体育
会館

会館のロビーの開放

７月１日（月）～９月３０日（月）
9:00～21:00 ※日曜日は17:00まで
（毎週水曜日休館）

京都市障害者スポーツセン
ター

センターのロビーの開放

７月１日（月）～９月３０日（月）
京都市左京区高野玉岡町５番地
9:00～21:00
075-702-3370
（毎週火曜日、毎月第３金曜日及び国民の祝日の翌日休館）

施設

京都市考古資料館

①特別展示「御土居 洛中洛外のはざま―御土居跡（西九条周辺）出土品を中心と
して―」（入館無料）
②企画陳列「日本一！？高い場所から発見された桃山茶陶」（入館無料）
③企画陳列「聚楽第と金箔瓦」（入館無料）
④当館２階常設展示（入場無料）５創立４０周年記念・歴代館長トーク（参加費無料）

京都市内の発掘調査で出土した考古資料によって、京都市
の歴史を紹介、入館料無料で観て体感できます。今年は創
立40周年にあたり、各種イベント盛りだくさん準備中です。
①７月１３日（土）～１１月２４日（日）
②６月１日（土）～８月１２日（月・休）
③７月１３日（土）～９月１６日（月・祝）
④７月１８日（木），８月２９日（木），９月１２日（木）
いずれも14:00から

上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1
075-432-3245

イベント

大阪ガスショールーム
DILIPA京都

「見て、触れて、体感できる」大阪ガスのショールーム
入館無料、相談無料
ガス機器の買替えや新築検討時に是非ご来館ください
大阪ガスの電気も好評受付中

＜休館日＞
水曜日・年末年始・夏期

京都市下京区中堂寺粟田町93 KRPガスビル1F
施設
075-315-8853

京都国際マンガミュージアム

美術工芸資料館

①7月11日（木）～8月27日（火）は無休で開館いたします。
①７月１１日（木）～８月２７日（火）
②「えむえむゆかたウィーク」と題し、開催期間中和装で来館していただきますと入場
②７月１１日（木）～１７日（水）
料が無料になります。

企画展の開催
①近代デザインの誕生－京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 名品展 Part 2〈後
期〉
②図案家の登場－近代京都と染織図案Ⅲ
入館料：
①一般200円、大学生150円、高校生以下無料
（ただし、8/9,10はオープンキャンパスのため、無料）
②無料

①８月１０日（土）まで
②８月２６日（月）から
休館日：日曜・祝日、展示替え期間（８月１１日～２５日）

京都市右京区西院上今田町18番地の3
075-812-6711

施設

京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原３７－４
075-682-7140

施設

京都市中京区烏丸通御池上ル
075-254-7414

施設

京都市左京区松ヶ崎橋上町
075-724-7924

イベント

施設名/イベント名

取組内容
１ 随時開催手作り教室(5名以上の場合は要予約)
ドライタイプ 720円＋税
オイルタイプ 2300円＋税 2400円＋税

京都万華鏡ミュージアム

京都dddギャラリー

京都嵐山オルゴール博物館

２ 特別手作り教室の開催(予約制)
①コカ・コーラ缶万華鏡 4500円
②ペットボトル万華鏡
3500円
③粘土でコネコネ万華鏡 3000円
④ガラス瓶を使った万華鏡 2000円
⑤オイルワンド万華鏡
3500円
⑥ペットボトル万華鏡
3500円
⑦メリーゴーランド万華鏡 7000円
京都dddギャラリーはグラフィックデザインとグラフィックアートにまつわる企画展を開
催するギャラリーです。
①京都dddギャラリー第221回企画展 ヘイセイ・グラフィックス展
②京都dddギャラリー第222回企画展 deValence： Systems as Playgrounds
（ドヴァランス システムを遊び場に）展
※いずれも入場無料

2階博物館にて、アンティーク大型オルゴールの演奏解説をお楽しみ頂けます。
入館料HPにて各種割引あり。

◆企画展「龍谷の至宝 －時空を超えたメッセージ－」
会期：2019年7月13日（土）～9月11日（水）

龍谷ミュージアム

◆秋季特別展｢日本の素朴絵 －ゆるい、かわいい、楽しい美術－｣
会期：2019年9月21日（土）～11月17日（日）
※クールスポット期間は9月29日（日）まで

取組期間

①７月２８日（日）10:30～12:00
②７月２８日（日）13:30～15:00
③８月４日（日）13:30～15:30
④８月１１日（日・祝）13:30～15:00
⑤８月１８日（日）10:30～12:00
⑥８月１８日（日）13:30～15:00
⑦８月３１日（土）13:30～15:00

住所/連絡先

区分

京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町
イベント
706‐3
075-254-7902

①７月１日（月）～８月１７日（土）
②８月２８日（水）～９月３０日（月）
京都市右京区太秦上刑部町10
日・祝日休館 ８月１１日（日・祝），９月８日（日）は特別開館 075-871-1480
開館時間 11:00～19:00 土曜，８月１１日（日・祝），９月８日
（日）は18:00まで
夏は毎年クールスポットとして、お子様からご年配のご家族
皆様でお楽しみ頂けますように、博物館でも解説演奏などで
涼みながらお楽しみ頂けますように参加させて頂いておりま
す。1階オルゴールショップでも本格的な高級オルゴール～ 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町1-38
小さなお子様もお楽しみ頂けます 可愛らしいお土産品まで 075-865-1020
取り揃えております。

施設

施設

７月１３日（土）～９月２９日（日）
京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前）
※休館日（月曜日、ただし祝日の場合は翌日，９月１２日～９
075-351-2500
月２０日）を除く

施設

人権資料展示施設「柳原銀行
記念資料館」

人権に関する資料の常設展示(入館料無料)

７月３日（水）～９月２９日（日）
10:00～16:30
月曜日，火曜日，祝休日は閉館

下京区下之町６－３
075-371-0295

施設

京都市美術館別館

貸館団体による展覧会実施(料金は展覧会によって異なる)

9:00～17:00
※月曜日休館(ただし，祝日の場合は開館)

左京区岡崎最勝寺町１３番地
075-771-4107

施設

施設名/イベント名

取組内容
①テーマ展「京の古今をめぐる―京都市歴史資料館名品展Ⅰ―」
②企画展 京都市の文化財Ⅰ 親子で探そう！ のこしたい京都 －建物とお庭め
ぐり－
③おしえて！建物＆庭博士（小学生にもわかりやすく展示物などを解説します）
④ナイトミュージアム
19:00から，「夜のギャラリートーク」あり（文化財保護技師による一般向けの展示
解説）

取組期間
①４月２６日（金）～７月２３日（火）
展示解説 (学芸員が展示物を紹介しながら解説します)
７月１８日(木) 14:00から30分程度
②７月２６日（金）～８月２５日（日）
③７月２８日（日）・８月７日（水） 14:00から３０分程度
④８月２３日（金） 20:00まで開館
開館時間 9:00～17:00
休館日：月曜日・祝日 臨時休館日７月２４日・２５日

住所/連絡先

区分

上京区寺町通荒神口下る松蔭町１３８-１
075-241-4312

施設

元離宮 二条城

①７月～９月
※最終入城は７月・８月は17:00，９月は16：00
②７月１１日（木）～９月８日（日）
①二条城ミスト※二条城の入城料が必要
③７月１日（月）～９月３０日（月）
②「二条城障壁画 展示収蔵館」令和元年度第2期展示事業 「松鷹（まつたか）～桃
（１） ７～８月
山の遺風（いふう） ～」(200円）※別途二条城の入城料が必要
8：00～18：00（最終入城は17：00まで）
③夏の開城時間延長(一般1,000円，７月～８月の毎週火曜日は，二の丸御殿観覧休
※火曜日は ，二の丸御殿観覧休止
止に伴い600円)
（２） ９月
8：00～17：00（最終入城は16：00まで）
※（１），（２）いずれも二の丸御殿は8：45～

中京区二条通堀川西入二条城町５４１番地
075-841-0096

施設

ウィングス京都

【クールスポット映画会】ウィングス京都2階のビデオシアターで，無料の映画上映を
行います。(各回先着24名，申込不要)
①オフサイドガールズ（92分）
②いつか読書する日(127分)
③サンドラの週末(95分)
④そして父になる(121分)

①②８月８日（木）
③④８月９日（金）
①③10:00開演②④13:00開演
※開場は上映の10分前から

中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地
075-212-8013

イベント

人権資料展示施設「ツラッティ
千本」

人権に関する資料の常設展示(入館料無料)

７月２日（火）～９月２８日（土）
10:00～16:30
日曜日，月曜日，祝休日は閉館

北区紫野花ノ坊町２３-１
075-493-4539

施設

京都市動物園／スパウティン
グウォーター

正面エントランスの芝生広場の一角で，子どもたちの水遊び場としてスプリンクラー
による散水を実施します。

７月２６日（金）～８月３１日（土）の毎日11:00～16:00
（月曜日は休園。月曜日が祝日の場合は，翌平日が休み）

左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
075-771-0210

施設

京都市動物園／図書館カフェ

動物園正面エントランス1階の図書館カフェ。涼しいカフェで動物の本を読みながらリ
9:00～17:00で毎日
ラックスできます。
（月曜日休園 月曜日が祝日の場合は，翌平日が休園）
（カフェ利用料：無料，飲食：有料）

左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
075-771-0210

施設

京都市歴史資料館

※入館料無料，事前予約不要，館内飲食不可

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

京都市動物園／ecoサマー

ecoサマー2019のチラシと引き替えで，入園料を１00円引きします。（一般600円→
500円）

７月２０日（土）～８月３１日（土）の毎日，７月及び９月の土・
左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
日・祝日（月曜日休園 月曜日が祝日の場合は，翌平日が休
075-771-0210
園）

施設

京都コンサートホール

①ノトス・カルテット（3,000円）
②京都コンサートホール・ロビーコンサートVol.2(入場無料)
③第23回京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート(2,000円)
④第9回関西の音楽大学オーケストラ・フェスティバル（一般1,500円／高校生以下
500円）
⑤京都市交響楽団メンバーによる ラ・メリ メロ アンサンブルVol.4（一般3,000円／学
生・シニア1,500円）
⑥オムロン パイプオルガン コンサートシリーズVol.64「オルガニスト・エトワール“冨
田一樹”」(一般1,000円／高校生以下500円)

①７月２日（火）
19：00～21：00
②８月２４日（土）
11:00～11:40
③９月１５日（日）
14:00～16:00
④９月１６日（月・祝）15：00～17：00
⑤９月２５日（水）
19:00～21:00
⑥９月２８日（土）
14:00～16:00

左京区下鴨半木町1番地の26
075-711-3231

イベント

京都市東部文化会館

①『カラフルパズル』ダンセマ・ダンス・シアター from リトアニア（全席自由／おとな
1,000円・こども300円／定員各回50名）
②アニメーションづくりを楽しもう（参加費無料／事前申し込み制／定員24組・１組3名
まで）
③日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブルによる無料公演（全席自由／入場無料／定
員550名）
④京都橘大学吹奏楽部「AUTUMN CONCERT 2019」（全席自由／入場無料・要入場
整理券／定員550名）

①８月１１日（日・祝）
②８月２１日（水）
③９月７日（土）
④９月１５日（日）
９月１６日（月・祝）

山科区椥辻西浦町１番地の８
075-502-1012

イベント

京都市呉竹文化センター

①わおん 夏の音楽会 ～すすめ！みらいへ！～（全席自由／入場無料／定員600
名）
②夏のくれたけロビーコンサート ～Bring a music～（入場無料）
③『カラフルパズル』ダンセマ・ダンス・シアター from リトアニア（全席自由／おとな
1,000円・こども300円／定員各回50名）
④第26回学生お笑い呉竹寄席（全席自由／入場無料／定員600名）
⑤南インド古典舞踊を楽しもう（参加費無料／事前申し込み制／定員50名）
⑥藤森神社 藤森雅楽会による雅楽鑑賞会（全席自由／入場無料／定員600名）

①７月１１日（木） 10:20～11:40
②８月１日（木） 12:20～13:00
③８月１０日（土） 11:00～11:50/15:00～15:50
④８月２４日（土） 13:30～15:30
⑤９月７日（土） 14:00～15:30
⑥９月２９日（日） 14:00～15:45

伏見区京町南七丁目35番地の1
075-603-2463

イベント

京都市西文化会館ウエスティ

①『カラフルパズル』ダンセマ・ダンス・シアター from リトアニア（全席自由／おとな
1,000円・こども300円／定員各回50名）
②夏休みウエスティたんけんツアー（参加費無料／事前申し込み制／定員各回10
名）

①８月１２日（月・休） 11:00～11:50/15:00～15:50
②８月１８日（日）
13:30～14:15
14:30～15:15
15:30～16:15

西京区上桂森下町31番地の1
075-394-2005

イベント

京都市北文化会館

①京都セシリア合唱団演奏会「合唱の魅力 サマーフェスティバル」（全席自由／入
場無料／定員405名）
②『カラフルパズル』ダンセマ・ダンス・シアター from リトアニア（全席自由／おとな
1,000円・こども300円／定員各回50名）
③KITABUN伝統芸能鑑賞会「能楽鑑賞への招待～京都の大学生による能楽演舞
～」（全席自由／入場無料／定員405名）

①７月２８日（日） 14:00～16:00
②８月５日（月） 11:00～11:50/15:00～15:50
③８月２５日（日） 14:00～16:00

北区小山北上総町49番地の2
（キタオオジタウン内）
075-493-0567

イベント

11:00～11:50/15:00～15:50
10:15～11:45
14:00～16:00
18:00～20:00
15:30～17:30

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

京都市右京ふれあい文化会
館

①京都市ジュニアオーケストラ ミュージック・サマー・キャンプ＠UKYO（全席自由／
入場無料・事前申し込み制／定員448名）
②『カラフルパズル』ダンセマ・ダンス・シアター from リトアニア（全席自由／おとな
1,000円・こども300円／定員各回50名）
③市民創造ステージ in 右京 心に響く、おとなBAND SESSION 2019 ～おっちゃん
て言わんといて～（全席自由／入場無料／定員448名）
④NEO吹奏楽団ファミリーコンサート（全席自由／入場無料／定員448名）

①７月１８日（木） 19:00～21:00
②８月４日（日） 11:00～11:50/15:00～15:50
③８月２５日（日） 15:00～17:30
④９月２２日（日） 14:00～16:00

右京区太秦安井西裏町11番地の6
075-822-3349

イベント

ロームシアター京都

①ディミトリス・パパイオアヌー「THE GREAT TAMER」（一般6,000円／ユース(25歳以
下)4,000円）
②プレイ！シアター in Summer ※詳細WEBサイト(https://rohmtheatrekyoto.jp/)
③能楽チャリティ公演～被災地復興、京都からの祈り～（１部1,500円／２部1,500円）
④第346回市民寄席（前売1,800円／当日2,000円／ユース(25歳以下)1,500円
⑤第347回市民寄席（前売2,300円／当日2,500円／ユース(25歳以下)1,500円
⑥パルコプロデュース「人形の家Part2」（8,500円）

①７月５日（金）
19:00～
７月６日（土）
15:00～
②８月８日（木）～８月１８日（日）
③８月２９日（木） 10:30～/18:30～
④７月２３日（火） 19:00～
⑤９月８日（日）
13:30～
⑥９月１４日（土） 18:00～
９月１５日（日） 13:00～
９月１６日（月･祝）13:00～

左京区岡崎最勝寺町１３
075-771-6051

イベント

中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５４６-２
075-213-1000

施設

①展覧会『マルコス・フォレロ展』
料金：無料，予約不要
会場：ギャラリー北・南
内容：フランス、コロンビアを拠点に活動している，マルコス・アヴィラ・フォレロ氏の個
展。過去の映像作品と新作を展示。
①７月１３日（土）～８月１８日（日）

京都芸術センター

②展覧会『二つの部屋、三つのケース』
料金：無料，予約不要
会場：ギャラリー北・南
内容：タカハシ‛タカカーン’セイジ氏，関川航平氏，山中suplexの３組のアーティスト
が，リレー形式で，それぞれ１０日ずつにわたり，実験をもちより，実践を試みる展
示。

②８月２７日（火）～９月２９日（日）
③10:00～20:00
※７月１４・１５・１６日は17:00 まで
※８月１４・１５日は全館休館
※７月３１日，８月３０日，９月３０日は図書室のみ休室

③図書室，情報コーナー・談話室
料金：無料，予約不要
内容：図書室には文化芸術に関する書籍・DVDが，情報コーナー・談話室には，チラ
シがあり，それぞれ自由に閲覧できる。

市バス全線
市内他社路線バス等

・eco(エコ)サマー
保護者同伴で市バス等の対象路線をご利用になる場合，「eco（エコ）サマー」の合言 ７月２０日（土）～８月３１日（土）の毎日
葉で，小学生2名までのバス小児運賃を無料とする。
及び７月と９月の土・日・祝日
https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000253212.html

市バス全線 市内他社路線バス等
075-863-5061

イベント

京の七夕バス（NISHIJIN
BUS）

京の七夕に併せて，市バス(3166号車)車内に七夕装飾や子供たちの願いを書いた
短冊を掲出し，京の七夕を盛り上げるとともに，車両の魅力向上を図り，利用を促進 ６月２３日（日）～８月１５日（木）
する。

市バス車内(1両) 9号系統・37号系統で運行
075-863-5161

イベント

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

アニメ列車「京まふ号」

地下鉄烏丸線１編成を，アニメキャラクターを用いてデコレーションし，運行すること
で車両の魅力向上を図り，利用を促進する。

７月下旬～１０月初旬頃運行予定

地下鉄烏丸線
075-863-5218

イベント

南区役所

１階まちづくり推進担当前ロビーを区民の交流スペースとして開放

７月１日（月）～９月３０日（月） 平日8:30～17:15

南区西九条南田町１-３
075-681-3417

施設

龍谷大学響都ホール校友会
館

「南区人権映画観賞会」
人権の大切さを考えるにふさわしい映画の上映

８月６日（火） 13:30～16:00(開場12:30)

南区東九条西山王町３１（京都アバンティ９階）
（事務局：まちづくり推進担当）
075-681-3417

イベント

京都市内の児童館

「夏のオアシス！クールキッズステーション」
７月２日（火）～９月３０日（月） (日曜・祝日除く)
市内の児童館１３１箇所において，気軽にご利用いただける涼しい環境のスペースを
10:00～17:00
設け，子育て親子や高齢者の方々の憩いの場《オアシス》を提供します。無料

公益社団法人 京都市児童館学童連盟
075-682-6260

施設

こどもみらい館

①こどもみらい館開館２０周年記念「たなばたのつどいと親子のためのたなばたコン
サート」(自由参加，参加無料)
②クールぴよぴよランド(内容：和室の無料開放 ２歳未満乳幼児の親子対象)
③クールサマーイベント赤ちゃんと絵本のふれあい会(内容：たくさんの絵本を囲ん
で，赤ちゃんと保護者がふれあうイベント)
④クールサマーイベントおたのしみ会(内容：大型絵本の読み聞かせ等)
⑤こどもみらい館開館２０周年記念ほっこりミニシアター「人形劇がやってくる！～
ファミリーひみちゃたい～」（自由参加，参加無料）
⑥こどもみらい館開館２０周年記念「親子でほっこり♪音楽をたのしもう～京響ミニコ
ンサート～」（自由参加，参加無料）

保育園(所)，認定こども園

保育園(所)等において，気軽にご利用いただける涼しい環境のスペースを設け，子
育て親子や高齢者の方々の憩いの場を提供し，『涼(りょう)』を感じる取組を実施しま
７月１日（月）～９月３０日（月）の月～土曜日
す。
（民間保育園については，一部施設を除く。）

①７月７日（日）13:30～14:20
②７月１日（月）・１０日（水）・１８日（木）・２５日（木），８月１日
（木）・７日（水）・１６日（金）・２２日（木）・２６日（月）・３０日
（金） 10:00～16:00(12:00～13:00は除く)
③７月１９日（金），８月１６日（金），９月２０日（金）10:30～
中京区間之町通竹屋町下る楠町６０１-１
11:15
075-254-5001
④７月２８日（日），８月２５日（日），９月２２日（日）14:20～
14:50
⑤９月１日（日）13：30～14：10
⑥９月２３日（月・祝）10：30～12：00

京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
075-251-2390

イベント

施設

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

しんらん交流館

５月１７日（金）から７月１５日（月・祝）の期間、
小川 真吾氏【ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス】
「ひとりの力は、微力だけど無力ではない」企画展示を開催。
休館日がありますので、詳しいスケジュールはホームページをご覧ください。

参拝接待所ギャラリー

参拝接待所ギャラリーでは、常設展示「親鸞聖人のご生涯展」の展示を開催しており
７月１日(月)～ ９月３０日（月）
ます。入場料無料。

京都市下京区烏丸七条上る
075-371-9210

施設

京エコロジーセンター

①イベントの開催
夏休み期間中はさまざまなイベントを開催いたします。どれも楽しみながらエコや環
境について学べる内容です。入館料は無料、イベントも多くが無料でどなたでもお楽
しみいただけます。（一部有料、対象限定のイベントもあります。）
①夏季イベント：７月２１日（日）～８月２２日（木）
②特別企画展の開催
②特別企画展：７月１３日（土）～１２月２７日（金）
ICOM京都大会開催記念イベント「特別企画展『環境マンガが捉えた環境と暮らし 今
昔展』」を開催いたします。当館の館長であり環境マンガ家でもあるハイムーン氏の
作品を展示します。入館料は無料です。

京都市伏見区深草池ノ内町13
075-641-0911

イベント

京都市北区紫竹上岸町15
075-491-1192

イベント

京都市左京区静市市原町1278
075-741-2102

施設

高麗美術館

当館が実施するクールスポットの該当日につき（8月～9月末までの該当日7日間）、
入館の際に当館オリジナルはがき1枚プレゼントいたします。（別途入館料が必要で
す。）

７月１日(月)～ ９月３０日（月）

2019年
①８月１日（木）
②８月８日（木）
③８月１５日（木）
④９月５日（木）
⑤９月１２日（木）
⑥９月１９日（木）
⑦９月２６日（木）

京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地 イベント
075-371-9208

以上、上記7日間のみ実施。
開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）
※当館は毎週月曜日開館、毎週水曜日休館
※８月２１日～３１日までは展示替え期間のため休館

介護老人福祉施設 市原寮

ｽﾍﾟｰｽのみを提供させていただきます。

７月１日(月)～ ９月３０日（月）

施設名/イベント名

島津製作所 創業記念資料館

京都市宇津峡公園

取組内容

取組期間

高瀬川一之船入近くにある、島津製作所の創業記念資料館です。館内には、理化学
器械やレントゲン装置、マネキン、産業用機器など、明治8年の創業以来、島津製作
所が作ってきた製品をたくさん展示してあります。自分で道具を手にとって実験できる
体験コーナーも充実しており、大人も子どもも、楽しみながら科学のふしぎを学ぶこと ７月１日(月)～ ９月３０日（月）
ができます。
小学生以下のお子様は、ぜひ記念品付きのワークシートにも挑戦してください。

①鮎つかみ体験
料金：入園料：小学生200円・中学生以上300円
鮎料金：１匹510円
備考：事前予約不要
②ラフティング体験（京都市内ではここだけ！）
料金：入園料：小学生200円・中学生以上300円
体験料：４歳～小学生3,000円・中学生以上4,000円（平成30年改定）
備考：希望日の３日前までに電話で要事前予約
小学生以下は保護者との参加が条件
乳幼児及び酒気を帯びた方は参加不可
③サップ・カヤック体験(新規）
料金：入園料：中学生以上300円
体験料：中学生以上4,000円
備考：希望日の５日前までに電話で要事前予約
中学生以上対象
小学生以下及び酒気を帯びた方は参加不可

①鮎つかみ体験
７月６日（土），７日（日），１３日（土）～１５日（月・祝），
７月２０日(土)～８月２５日（日）
期間中に2回/日(11:00と16:00)
※ 鮎の入荷状況により１～２日程度早く終了する場合有
り。
②ラフティング体験
７月１４日（日），２８日（日）
８月４日（日），１１日（日・祝），１８日（日）
９月１５日（日），２３日（月・祝）
③サップ・カヤック体験
７月２７日（土）
８月１２日（月・休）
９月２２日（日）

住所/連絡先

区分

京都市中京区木屋町二条南
075-255-0980

施設

右京区京北下宇津町向ヒ山１
075-855-1950

イベント

駐車料金は，車種に応じて別途必要となります。

道の駅ウッディー京北

➀ＪＲ西日本バスの「周山フリー乗車券」を利用すると，大人1,850円(通常の往復運
賃：2,360円)，小人930円(通常の往復運賃：1,180円)でウッディー京北に行けます。さ
らに，周山から北野バス停間は当日に限り何回でも乗車可能。さらに特典としてウッ
ディー京北で周山フリー乗車券を見せるだけで今だけ限定のレストランでの食事
10％割引とご当地ソフトクリーム50円割引！
➁さらに，夏といえばミストdeCOOL！毎年恒例のミスト装置による霧で涼しさを演
出！

➀「周山フリー乗車券」
販売場所：京都駅烏丸口駅前広場内の京都バスチケットセン
ター
右京区京北周山町上寺田１-１
➁ミスト実施予定期間
075-852ｰ1700
７月２日（火）～１２日（金），７月２６日（金）～８月５日（月），８
月９日（金）～８月１９日（月）
(天候等により，実施を見合わせる場合あり)。

施設

施設名/イベント名

京都市京北森林公園

京の食文化ミュージアム・あじ
わい館

取組内容
①エコトレッキングIN京北～八丁川コース～
(大人2,500円・小学生1,500円・７月２日（火）より事前予約・先着20名)
②エコトレッキングIN京北～片波伏条台杉コース～
(大人2,500円・小学生1,500円・８月１日（木）より事前予約・先着20名)
③エコトレッキングIN京北～桟敷ケ岳コース～
(大人2,500円・小学生1,500円・９月１日（日）より事前予約・先着20名)
④木工教室と手作りピッツア
（3,500円/１作品＋ピッツア１枚・７月２日（火）より事前予約・先着20組）
⑤木工教室と手作りピッツア
（3,500円/１作品＋ピッツア１枚・８月１日（木）より事前予約・先着20組）
⑥天体観測とナイトＢＢＱ
（大人4,500円・小中学生3,000円・８月１日（木）より事前予約・先着50名又は最大18
組）
⑦天体観測とナイトＢＢＱ
（大人4,500円・小中学生3,000円・８月２０日（火）より事前予約・先着50名又は最大
18組）
⑧流しそうめん体験（3,500円/セット・要予約）

①各種常設展・企画展
②夏休みこども向け料理教室の実施
子ども寿司教室，親子で学ぶ和食，ピッツァ教室，お魚勉強会＆さばき方教室などを
盛りだくさん実施しています。
③夏休み宿題応援ウィーク
あじわい館では小学生の皆さんを対象に，館内で夏休みの自由研究や宿題に取り
組むことができます。
＜学習コーナー（無料）＞（一例）
●おさかなカルタを作ってみよう
●さかなの身体の仕組みを調べよう
●市場の仕組みを調べよう
●京都の行事食を調べよう 他
＜体験コーナー（有料／事前申込＞（一例）
●だしのひき方，飲み比べ、だし巻き作り
●野菜，海藻の色素実験 他

取組期間

住所/連絡先

区分

①７月２８日（日） 9:30～16:00
②８月１８日（日） 9:30～16:00
③９月１５日（日） 9:30～16:00
④７月２７日（土） 10:30～15:30
⑤８月２４日（土） 10:30～15:30
⑥８月１７日（土） 17:00～21:00
⑦９月７日（土） 17:00～21:00
⑧１１月末まで実施
※月曜休園(祝日開園，翌平日代休)
※営業時間9:00～17:00

右京区京北塔町愛宕谷２５-３
075-853-0200

イベント

①随時
②各教室の詳細・申込みはホームページにて御確認くださ
い。
③７月２０日（土）～８月２５日（日）
開館時間：8:30～17:00
休館日：水曜日(祝日を除く)

下京区中堂寺南町１３０番地
京都青果センタービル３階
075-321-8680

イベント

①毎週日曜日 9:30～17:00(受付は16:00まで)
②10:00～16:00
(実施日はウェブサイトで御確認ください)

左京区岡崎成勝寺町９-１
京都市勧業館みやこめっせB１F
075-762-2670

イベント

等，いろいろ御用意しております。
参加費／無料（一部有料・事前申込）

京都伝統産業ふれあい館

①摺型友禅染体験(事前予約不要・有料)
②職人実演(観覧無料)

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

京都伝統産業ふれあい館

ギャラリー「日本のそめおり展」（入場無料）

８月１日（木）～８月２５日（日）

左京区岡崎成勝寺町９-１
京都市勧業館みやこめっせ B1F
075-762-2670

京都伝統産業ふれあい館

特別展示「KIMONO Journey」（入場無料）

９月１日（日）～９月８日（日）

左京区岡崎成勝寺町９-１
京都市勧業館みやこめっせ B1F
075-762-2670

山村都市交流の森

市街地よりも３℃～５℃涼しい，京都の避暑地である左京区花脊にて夏限定のイベ
ントを開催。毎年子どもたちに大人気の１泊２日の野外体験塾では，イカダ作りや，
清涼な桂川源流で川遊び，流しそうめんなどをします。そのほかにも地域の文化を感
じられるイベントも開催。予約方法などの詳細はホームページで。
①北山分水嶺を歩く
②夏の野外体験塾
③星空観察会
④峰定寺護摩供を訪ねて

①７月７日（日）・２１日（日），８月４日（日）・１８日（日），
９月１日（日）・１５日（日）
②７月２７日（土）～２８日（日）
③９月１４日（土）
④９月１７日（火）

左京区花脊八桝町２５０
075-746-0439

イベント

京都市学校歴史博物館

今年は番組小学校創設150周年！常設展の他，特別展や関連講座，子ども向けの
夏休み体験教室も開催！
◆常設展
番組小学校の創設に関する資料をはじめ，京都市の学校に遺された教科書や教
材・教具などの教育資料，卒業生などが学校に寄贈した美術工芸品を展示していま
す。
◆〔7月29日（月）まで〕番組小学校創設150周年記念特別展「番組小学校の軌跡－
７月１日（月）～９月３０日（月） 9:00～17:00(入館は16:30ま
京都の復興と教育・学区－ その1 始動」
で)
◆〔8月1日（木）から〕番組小学校創設150周年記念特別展「番組小学校の軌跡－京
都の復興と教育・学区－ その2 拡大」
※水曜日休館（休日の場合は翌平日）
2019年の番組小学校創設150周年を記念して，これまでに収集，及び寄贈をいただ
いてきた，番組小学校に関する資料を大規模に紹介し，番組小学校の軌跡を詳細に
描き出す，全4回の特別展を開催しています。
※「常設展」「特別展」の入場料：大人200円・子ども(小学生・中学生・高校生)100円，
20名以上の団体は大人160円・子ども80円，京都市内の小中学生は土日無料）
※関連講座や体験教室の日時・参加費・申込み方法等詳細は当館WEBサイトを御
覧ください。

下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３７
075-344-1305

施設

京都まなびの街生き方探究館

【ベンハムの独楽(こま)をＣＤで作ろう！】
白黒の模様をまわすと色が付いて見える不思議なベンハムの独楽の製作。参加費
７月２５日（木） 13:30～15:00
300円。参加対象：小学1～3年(要保護者同伴).要事前申込み，多数抽選，締切７月１
１日（木）

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

京都まなびの街生き方探究館

「京都モノづくりの殿堂」一般公開
京都の企業創業者等の生き方やモノづくりにかける情熱をパネル展示で学び，京都
８月１日（木）～８月９日（金） 11:00～16:00(土日祝休館)
発の最新技術で体感・体験。期間中は，子ども向けクイズラリーや京都の企業創業
者の伝記マンガも展示。(無料，事前申込み不要)

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【ファイナンスパークを体験しよう！】
生き方探究館内に再現された実際の「街」(17ブース19業種)において，税金・保険を
はじめ住宅費や水道光熱費，食費など生活に必要な費用の試算，様々な商品や
７月３０日（火） 13:30～16:15
サービスの購入・契約などを体験し，社会にあふれる情報を適切に活用する力や自
らの生き方につながる生活設計能力などを育成します。参加費無料。対象：小学5年
生以上(小学生は要保護者同伴)，要事前申込み，多数抽選，締切７月９日(火)

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【スチューデントシティを体験しよう！】
生き方探究館内に再現された銀行，商店，新聞社，区役所等(13ブース)からなる実
際の「街」において，接客や販売などの体験を通して，社会の働きや経済の仕組み， ７月３０日（火） 9:30～12:10
社会と自分との関わりなどを学びます。参加費無料。対象：小学３～６年生(要保護
者同伴)，要事前申込み，多数抽選，締切７月９日（火）

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【自転車マイスターに挑戦】
工具の名称・使い方を学び，自転車の点検・調整・分解の作業を体験。
８月１日（木），２日（金）
参加費1,000円。参加対象：小学5～中学3年生。要事前申込み，多数抽選，締切７月 13:00～16:00
１８日（木）

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【からくり人形を作ろう！】
階段を回転しながら下りていく[段返り人形]をプラ板で作成。参加費600円。参加対
象：小学4～6年(要保護者同伴)。要事前申込み，多数抽選，締切７月１８日（木）

８月８日（木） 13:30～15:00

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【親子で作ろう！動くおもちゃ】
第１４回『至高の動くおもちゃづくり』トイ・コンテスト グランプリのビギナー部門の製
作キットを使って，ゴムの力で走る動くおもちゃ(車)を作成。参加費無料。参加対象：
小学3,4年(要保護者同伴)。要事前申込み，多数抽選，締切７月１８日（木）

８月７日（水）
第1部 10:00～12:00
第2部 13:30～15:30

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

京都まなびの街生き方探究館

【動くおもちゃを作ってトイ・コンに出よう！】
第１４回『至高の動くおもちゃづくり』トイ・コンテスト グランプリの出場を目指し，大会
の規則に沿ったゴム動力で動くおもちゃ(車)を製作。【パフォーマンス部門】無料【レー
シング部門】参加費500円。参加対象：小学4～6年，要事前申込み。多数抽選，締切
７月１８日（木）

【パフォーマンス部門】
８月６日（火） 9:30～12:00
【レーシング部門】
８月６日（火） 13:30～16:30

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

堀川御池ギャラリー

展覧会の開催(市立芸術大学，市立学校研究会の他，市民の皆様など)
入場料や事前予約の要否は，展覧会により異なります。
詳細はホームページよりご確認ください。

随時
※月曜日休館

中京区油小路通御池 押油小路町２３８-１
075-255-9023

イベント

京都市青少年科学センター

入場料の割引があります。条件については施設にお問合せください。
大人510円→460円，高校生以下無料

７月１３日（土）～８月３１日（土）
9:00～17:00
期間中は無休

伏見区深草池ノ内町１３
075-642-1601

施設

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）１階/京都市
平安京創生館

①常設展：平安建都1200年記念事業（平成6年）の一環として製作された「平安京復
元模型」（平安京の町並みを縮尺1/1000で再現した模型）を展示
②企画展：「平安貴族と年中行事」（平安時代の貴族たちが一年を通して行ってい
た，政治から仏事・神事，民間習俗にいたるまでの年中行事を紹介しています。）
企画展：「めでたき舞 ―御即位によせて―」（平成2年の大嘗祭後，大饗にて披露さ
れた舞装束を紹介しています。）
③体験コーナー（常設）：平安時代の貴族衣装（普段着）の着付けや遊び体験ができ
ます。
※①②③無料

①常設
②６月１５日（土）～１２月１日（日）
③常設
※開館時間：10:00～17:00（入場は16:50まで）
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌平日）

中京区丸太町通七本松西入ル聚楽廻松下町９
－２
075-812-7222

イベント

①８月７日（水），②８月１４日（水），③８月２１日（水），
④８月２８日（水）
14:00～

中京区丸太町通七本松西入ル
075-812-7222

イベント

夏の節電対策の一環として，８月の毎週水曜日に大人向け映画会を実施していま
す。

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）/京都アス
ニークールスポット映画会

①８月７日（水） 偉大なるアンバーソン家の人々
②８月１４日（水） スターリングラード大攻防戦
③８月２１日（水） 手紙
④８月２８日（水） 宇宙戦争
会場：京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）4階ホール
映開始
定員：400名
入場料：無料

時間：午後2時上

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）/自習室開設

通年
京都アスニーでの貸館利用のない部屋の１室を読書や勉強ができる自習室として開
※開設時間：京都アスニー開館日の9:00～17:00
放しています。
京都アスニー休館日：火曜日（祝日の場合はその翌平日）

中京区丸太町通七本松西入ル聚楽廻松下町９
－２
075-802-3141

施設

京都市生涯学習総合センター
山科（アスニー山科）/アス
ニー山科クールスポット映画
会

【クールスポット映画会山科】
暑い夏のひと時を涼しい室内で名画を見て過ごしましょう。
①「風と共に去りぬ」
②「青い山脈」
定員：100名
入場料：無料

山科区竹鼻竹ノ街道町９２
ラクト山科C棟２階
075-593-1515

イベント

①８月８日（木） 10:00～
②８月１９日（月） 10:00～

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

区分

夏休みの節電対策の一環として，学校休業期間の月曜日に子ども向け映画会を実
施しています。

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）/京都アス
ニークールスポットこども映画
会

①・忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロントNEXT「太陽系のお友だちの
段」
・ねぎぼうずのあさたろう「旅立ちのとうげ」
②・マリンアドベンチャー せんすいかんうーりー！「ミッションを遂行せよ！」
・風のように
③・かえるくんとマックス

①７月２９日（月），②８月５日（月），③８月１９日（月） 14:00
～

中京区丸太町通七本松西入ル聚楽廻松下町９
－２
075-812-7222

イベント

上京区西洞院通下立売下る東裏辻町４０２
075-253-0880

イベント

会場：京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）3階第8研修室
時間：午後2
時上映開始
定員：200名
入場料：無料
対象：幼児・小学生・中学生・保護者

京都まなびの街生き方探究館

【京都モノづくりの殿堂・工房学習を体験しよう！】
京都のモノづくり企業の最新技術や企業創業者等の情報を紹介する「京都モノづくり ７月３１日（水）
の殿堂」における調べ学習と「モノづくり工房」におけるモノづくり体験学習を実施す 第１部 9:00～11:30
る。参加費無料。対象：小学３～６年生(要保護者同伴)，要事前申込み，多数抽選， 第２部 13:30～16:00
締切７月９日（火）

中央図書館・右京中央図書
館・伏見中央図書館・醍醐中
央図書館/７～８月の土曜日
の開館時間延長

【中央図書館】
中京区丸太町通七本松西入ル聚楽廻松下町９
通常，土曜日は夕方17：00で閉館している4つの中央図書館において，7月･8月の
【開館時間の延長】
－２
間，土曜日は19：00まで開館時間を延長します。
4中央図書館（中央図書館・右京中央図書館・伏見中央図書 075-802-3133
【7月･8月の土曜日（祝日は除く）】 開館時間：9:30～19:00（通常は17:00閉館）
館・醍醐中央図書館）
【右京中央図書館】
7月･8月の土曜日（祝日は除く）
右京区太秦下刑部町１２番地 サンサ右京3階
①醍醐中央図書館 【納涼落語会】
075-871-5336
大人のための怪談お噺会。出演：立命館大学落語研究会 立命亭 鯛團。入場無料・ ①醍醐中央図書館 【納涼落語会】
【伏見中央図書館】
先着順（定員50名）
７月６日（土） 17:00～17:30（16:30開場）
伏見区今町６５９番地の１
075-622-6700
②中央図書館 【あたまいきいき音読教室】
②中央図書館 【あたまいきいき音読教室】
【醍醐中央図書館】
昔話や詩などを参加者で声を出して読む。事前申込者優先（15名程度）
７月２７日（土） 17:30～18:30
伏見区醍醐高畑町３０番地の１ パセオ・ダイゴ
ロー西館4階
075-575-2584

京都市図書館（全館）/各種行
事等の実施

○市内図書館全館において，子ども向け・大人向けの絵本の会や，おたのしみ会，
映画上映会などの行事を実施
○学校が夏休みの間には，宿題のお手伝いをする取組を実施
○各図書館ごとにテーマを設け，本の特別展示を実施

７月１日（月）～９月３０日（月）
【休館日】 火曜日（火曜日が祝日のときはその翌平日）
【開館時間】 各館により異なる

各京都市図書館
※京都市図書館ホームページ
施設
（https://www2.kyotocitylib.jp/）「図書館一覧」参
照

京（みやこ）のにぎわいミスト

祇園祭（前祭巡行・後祭巡行）

７月１７日（水）・２４日（水）

上下水道局 075-672-7709

施設

イベント

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

６月２４日（月）～９月３０日（月） 8:00～20:00
(※７月１７日（水）・２４日（水）の祇園祭山鉾巡行時(8:00～
14:00)の間は，稼働を停止)

住所/連絡先

区分

上下水道局 075-672-7709
交通局 075-863-5154

施設

上下水道局 075-672-7709
交通局 075-863-5116
産業観光局 075-746-2255

施設

左京区南禅寺草川町１７
075-752-2530

イベント

京（みやこ）の水・利き水大作
戦

京都の水道水と国産及び外国産のミネラルウォーターを飲み比べる「利き水」や水道
水の「振る舞い」を市内イベント会場などで実施
①「利き水」 場所：みやこめっせ
②水道水の「振る舞い」 場所：京都市役所前
①７月２８日（日） 11:00～15:00
②７月１７日（水）・２４日（水） 9:00～13:00
※詳細は「おいしい！大好き！京の水キャンペーン」特設ホームページ
(https://www.miyakonomizu.jp)で検索してください。

上下水道局総務部総務課
075-672-7810

イベント

ゼスト御池地下街

①期間中，空調のほどよく効いたゼスト御池地下街の広場に椅子を設置し，お買い
物・ご飲食の合間にゆっくり座って涼んでいただけます。
②ゼスト御池地下街の広場で，期間中子供向けのワークショップ「ゼスト寺子屋」を
開催し，楽しんで，遊んで，さらに夏休みの宿題を応援するイベントを開催します。
①７月１日（月）～９月３０日（月）
このイベントに参加すると，１イベントごとにスタンプを１つ押印します。スタンプを２ ②７月２０日（土）～８月１８日（日）
つ集めると「お菓子」をプレゼントします。(イベント例) プラネタリウム体験，科学実
験，ゼスト地蔵盆，手づくり(京うちわ制作等)，京都サンガの選手とのふれあい，プロ
レスイベント等，その他実施に向けて調整中のイベント多数あり

中京区御池通寺町東入ル下本能寺前町４９２-１ イベント
075-253-2771

京都市醍醐交流会館 交流ロ
ビー

・テレビの無料放映を実施(9:00～18:30)
・ベンチや自動販売機を設置
・幼児コーナーと絵本コーナーを設置

伏見区醍醐高畑町３０-１
パセオ・ダイゴロー西館２階
075-575-2580

京（みやこ）のまちなかミスト

四条通バス停（四条高倉・四条河原町）にミスト装置を設置

京（みやこ）の駅ミスト

京都駅前バスのりば（A，Ｂ，C，Dのりば）及び京都駅北口タクシー乗り場にミスト装
置を設置

琵琶湖疏水記念館

①学芸員が語る
②探検！発見！琵琶湖疏水
③自由研究コーナー
※入館及び各事業の参加は無料，事前予約不要

６月２４日（月）～９月３０日（月） 8:00～20:00

①８月３日（土）・4日（日） 14:00から約30分
②③７月２４日（水）～８月２５日（日）
開館時間：9:00～17:00
(入館は16:30まで ※夜間開館時を除く)
※休館日(月曜日，月曜日が休日・祝日の場合は翌平日)は
除く。

７月１日（月）～９月３０日（月） 9:00～21:00

施設

施設名/イベント名

パセオ・ダイゴロー西館 2階
アトリウムステージ周辺

取組内容
①保護司会主催地域4中学校による演奏会
②京都市消防音楽隊によるミニコンサート
③アロハマーケット・ダイゴローの手づくりいち
④フリーマーケット
各イベント 入場観覧無料，事前予約不要

右京区民まちづくり交流拠点
「ＭＡＣＨＩＫＯ(マチコ)」

kokoka京都市国際交流会館

①区民主体のまちづくり活動の拠点(無料wi-fiあり)
②来庁者の交流スペース

①子育てセミナー（入場無料）
②世界の絵本展2019「みつけてみよう！アメリカ・ボストンのフシギとビックリ！」
③子育てステーションホッとチャット「世界を知ろう」（参加無料）
④親子のためのkokoKids「夏休み特別セミナー」（参加無料）
⑤日中書画美術交流展
⑥kokoka京都市国際交流会館 30周年記念イベント（入場無料）
⑦ほっこりBOOKカフェ（参加無料）
⑧ロビーの開放（Wi-Fi可）
⑨図書・資料室の開放

取組期間

住所/連絡先

区分

①７月６日（土）・７日（日） 14：00～
②７月２５日（木），８月２９日（木），９月２６日（木）
15:30～16:00
③７月２０日（土）・２１日（日），８月１７日（土）・１８日（日），
９月２１日（土）・２２日（日） 10：00～16：00
④７月２８日（日），９月２９日（日） 10：00～16：00

伏見区醍醐高畑町３０-１
（地下鉄東西線醍醐駅真上）
075-575-2551

イベント

７月１日（月）～９月３０日（月）
利用可能日時:平日9:00～17:00
※イベント実施時等除く

右京区太秦下刑部町１２ サンサ右京１階
075-861-1784

施設

①7/20(土) 10：00～12：00
②7/31(水)～8/4（日） 11:00～17:00
③8/3(土) 14：00～15：30
④8/3(土) 10：00～15：30
⑤9/11(水)～9/15(日) 10：00～17：00（最終日は15：00まで）
⑥9/22(日) 13：00～16：30
左京区粟田口鳥居町２-１
⑦9/29(日) 14：00～16：00
075-752-3010
⑧7/9(火)～9/29(日) 9：00～21：00
＊月曜休館 (月曜日が祝日の場合は開館，翌平日が休館)
⑨7/9(火)～9/29(日) 9：30～20：30
＊月曜休館 (月曜日が祝日の場合は開館，翌平日が休
館)，7/31(水)・8/31(土)休室日

施設

国立京都国際会館

「乾杯の夕べ2019」の開催
平成9年の地下鉄開通を記念して始まり，今夏で23回目となるイベント。一般の方々
に国際会館を開放してガーデンパーティーを催し，打上げ花火や抽選会を企画し夏
8/10(土)，8/11(日) 17:00～20:30
の夕べのひと時を楽しんでいただく。
(参加チケットを事前に要購入：おとな4,000円，こども2000円)
(詳細は会館HPに掲載，チケット売り切れ次第終了)

左京区岩倉大鷺町４２２番地
075-705-1218

イベント

北区民交流スペース

北区総合庁舎本庁舎２階北区民交流スペースを開放しています。

京都市北区紫野東御所田町３３－１
075－432-1197

施設

通年（８：３０～１７：００まで）

施設名/イベント名

取組内容

取組期間

住所/連絡先

京都市環境保全活動センター
（京エコロジーセンター）

①７月２１日（日）
9:30～11:10，12:45～14:25，15:00～16:40
①映画「オープン・シーズン」上映会 （参加無料・申込先着順）
②７月２４日（水） 10:00～12:30(荒天中止)
②いきもの探偵団 （参加無料・申込多数抽選）
③７月２５日（木），８月１日（木），８月８日（木），８月１５日
③エコセン☆夏休みワクワクひろば ～ミニイベントにみんな集まれ～ （参加無料・申
（木），８月２２日（木） 14:00～15:30
込不要）
④７月２９日（月） 13:30～15:30
④ガラス絵作り～空きびんのリサイクル体験～ （参加無料・申込多数抽選）
⑤８月１日（木） 10:30～11:30，13:00～14:00
⑤地球にやさしい食と環境の世界 （参加無料・申込多数抽選）
⑥８月１日（木） 10:00～10:40，11:00～11:40，13:00～13:40，
⑥みつろうラップをつくろう （参加費500円・申込多数抽選）
14:00～14:40
⑦雲ってなぁ～に？ 雲を知って，お天気博士になろう！ （参加無料・申込多数抽
伏見区深草池ノ内町１３
⑦８月２日（金） 10:00～12:00，13:30～15:30
選）
075-641-0911
⑧８月３日（土） 10:00～11:30
⑧環境マンガからひもとく社会の変遷 （参加無料・申込先着順）
⑨８月４日（日） 10:00～13:30
⑨子どもクッキング教室～自分でつくるカンタンごはん～ （参加費650円・申込多数
⑩８月９日（金），８月１０日（土）
抽選）
各日 10:00～11:15，13:00～14:15
⑩エコ紙芝居 夏まつり！ （参加無料・申込先着順）
⑪８月１１日（日・祝） 10:00～12:15，13:45～16:00
⑪ペットボトルでマイ風力発電機を作ろう！ （参加費500円・申込多数抽選）
⑫８月１８日（日） 10:00～16:00 (12:30～13:30を除く)
⑫深草の竹で遊ぼう！ （参加無料・申込不要）
⑬８月１９日（月） 10:00～12:00，13:30～15:30
⑬京都の木で箸をつくろう！ （参加費200円・申込多数抽選）
※対象，定員，持ち物等の詳細については，センターへお問
合せください。

京都市立芸術大学 芸術資料
館陳列室

芸術資料館収蔵品展
① ROZOME-小合友之助に始まるろう染めの伝統
② 掛図と標本-美術工芸学校の教材
※入場無料

堀川御池ギャラリー（京都市
立芸術大学ギャラリー ＠
KCUA（アクア））

①サンドラ・ビニオン「蒸化（ディスティレ）」
②吉岡俊直「複眼と対象のノード」
③ぼくらとみんなは生きている５「持続可能な愛のステージ」
④芸術資料館収蔵品活用展

①６月２９日（土）～８月４日（日）
②９月１７日（火）～１０月２０日（日）
※月曜日休館(月曜日が祝日の場合，翌火曜日が休館)
※開館時間：9:00～17:00

区分

イベント

西京区大枝沓掛町１３-６
075-334-2232

施設

①７月２７日（土）～８月１８日（日）
②・③８月３１日（土）～９月１６日（月・祝）
④９月２８日（土）～１１月３日（日・祝）
※月曜日休館(月曜日が祝日の場合，翌火曜日が休館)
※開館時間：11:00～19:00

中京区押油小路２３８-１
075-253-1509

施設

８月１０日（土）～８月１８日（日）

京都市下京区観喜寺町
0570-080-462

施設

８月１０日（土）から８月１８日（日）は開館時間を延長します。

京都鉄道博物館

開館時刻 9:30
閉館時刻 19:00(最終入館時刻 18:30)

高齢サポート下京中部

・癒しアートカフェの開催 毎月第2金曜日13：30～、第3火曜日10：00～（参加費無
料）

・通年開催しています。毎月の開催日については、361-2141 下京区西洞院通塩小路上る北不動堂町573
までお問い合わせください。
075-361-2141

介護老人保健施設マリアンヌ

1階ロビーを地域住民の交流スペースとして開放。
ウォーターサーバーあり。
リハビリ見学随時受付。

８月１日（木）～９月３０日（月）平日9：00～17：00

京都市右京区梅津中倉町10
075-865-8500

施設

西本願寺

(1)境内北側銀杏の木陰に椅子を設置
(2)休憩場所の(お茶所・お茶無料提供)
(3)「お西さんを知ろう！」本願寺の僧侶"お西のお坊さんによる境内案内
(受付:お茶所)

(1)７月１日（月）～９月３０日（月）
(2)７月１日（月）～９月３０日（月）
(3)１日４回(①9：30～，②11：00～，③13：45～，④15：30～)
※所要時間30分

下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町
075-371-5181

イベント

施設

