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ワクワク 駅ナカ ショッピング！

人気店のスイーツが気軽に味わえる「駅ナカ
スイーツ♪」の注目店をピックアップ！

堂島スウィーツ

パティスリー ジョリ・クレール

京菓子處 鼓月 

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。

烏丸線松ケ崎駅近くにある
（　　）は、先端科学技術分野か
ら建築・デザインまで、ものづく
りを基盤とした教育研究を行っ
ている国立大学である。 （3級）

安楽寺で7月25日に参詣者
にふるまわれる京野菜は

（　　）である。　　　  （2級）

八臂弁財天像と弘法大師
坐像を本尊とし、7月の第
4日曜日に弁天祭が行われ
る伏見区の寺院はどこか。
　　　　　　　　　 （1級）

京都工芸繊維大学エ

賀茂なすエ

京都嵯峨芸術大学イ

聖護院だいこんイ

京都精華大学ウ

堀川ごぼうウ京都造形芸術大学ア

鹿ケ谷かぼちゃア
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問 1 問 2 問 3

堂島プリン 300 円

※予告なく出店者・出店期間が変更になる場合があります。
※価格は税込みです。

もちもちシュー 3個入570円

千寿せんべい
アイスクリーム 378 円

「日本国内で国際会議を開かなければ真の国
際化は果たせない」との考えから、国際会館
設立が閣議決定された昭和 32 年（1957）。
その後京都と並んで滋賀県の皇子山、神奈
川県の箱根が建設候補地に挙がり、熾烈な
誘致運動が展開されましたが、昭和 34 年

国際化を見据えた 50 年前の京都で、
先陣を託された国立京都国際会館

（1959）に京都・宝ヶ池が建設地として正式
に決定しました。決め手は、「日本の歴史と
文化を象徴する地は京都のほかにない」とい
うこと。こうして日本の国際化の先陣を託さ
れた国立京都国際会館が、昭和 41 年に開
館しました。このエピソードが象徴するよう
に、今も昔も、「京都」に期待されるものは
変わらないようです。

あの頃の京都って…

京都今昔

地下鉄最寄り駅から歩いて散策　「京都ぐるり」
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。

2日（土）　

9日（土）　

16日（土）　

23日（土）　

30日（土）　

竹田駅

くいな橋駅

九条駅

京都駅

北大路駅

コース名出発日 出発駅

「鳥羽離宮ゆかりの史跡をぐるり」

「深草の歴史と史跡ぐるり」

「平安京の玄関と弘法大師ゆかりの地ぐるり」

「新選組ゆかりの地と本願寺周辺をぐるり」

「上賀茂神社と社家町ぐるり」　

7月のコース
歌や楽器演奏などで山科地域を盛り上げます！

【日時】7月9日（土）16時〜17時
【出演】インド音楽ガナパティ（民族音楽）
【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。

「ナイス・ミート in
 山科」開催！

【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

＜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

要予約

6/9（木）〜6/15（水）

6/14（火）〜6/27（月）

6/23（木）〜6/30（木）

表面のパリッと感と生
クリームのなめらかな
口当たりがくせになる、
堂島プリンは必食！

米粉を使用し、しっ
とりもちもち！ クリー
ミーなカスタードのや
わらか新食感。

銘菓「千寿せんべい」
にアイスクリームをは
さんだ、夏にぴったり
のお菓子をご賞味くだ
さい。

四条駅

三条京阪駅

京都市役所前駅

※未就学児は入場無料、ただしお弁当が必要な場合
　は有料
※チケット前売り制。詳細は国立京都国際会館まで
　お問い合わせ下さい

※内容は予定です

トレインシミュレーター 市バス車両の展示！

鉄道模型の展示

交通局掘り出し物市

「地下鉄に乗るっ」手作り市

実際に運転士になって地下鉄を運転している
ような気分になれるトレインシミュレーター。
現役の運転士のアドバイスを受けながら、
運転操作体験ができる！ 参加者は当日、会
場にて要受付（詳細は、7 月から地下鉄の
各駅や市バス車内などで配布するチラシや
ホームページをご覧ください）。

当日は、特別な装飾を施した京都市バスの
車両「京ちゃんバス」と「HAPPY BUS」が
会場に登場。記念撮影もできる。

会場内を鉄道模型が疾走！ 子どもから大人
まで楽しめる鉄道模型が集まる。操作体験
も可能。

お買い得な地下鉄やバスの傘などの忘れ物
に加え、今は使われなくなった地下鉄や市
バスの車両等の部品が並ぶ。交通局オリジ
ナルグッズも販売するので、地下鉄・市バス
ファンは必見！

地下鉄・市バス応援キャラクター「太秦萌」
をはじめとする「地下鉄に乗るっ」のキャラ
クターをテーマとした手
作り市を会場内で開催。
ファンは是非、会場へ！
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NEWS & TOPICS

32

ご家族連れでもおひとり様で
も、1日中楽しめる内容が盛り
だくさんです！

（交通局イベント担当 S）

京都市内で唯一の打ち上げ花火が見ら
れる、毎年恒例のイベント。地下鉄国
際会館駅誕生を記念して始まったため、
今年で 20 回目を迎える。ビール・ジュー
ス飲み放題に加え、豪華賞品が当たる
大抽選会も開催！

地下鉄開業と国際会館開館を記念し、“見る、知る、食べる、
体験する”企画が満載の、楽しいお祭りを開催！ 7 つの見
どころを紹介しながら、イベントを徹底解剖します。

event event

event

駅弁や特製弁当が大集合！
新幹線等の駅弁に加え、地下鉄沿線の飲
食店の特製弁当を限定販売。子どもから大
人まで大満足！

event

ステージイベント
国際会館駅周辺の高校生の管弦楽やダン
ス、地下鉄沿線の団体などによるパフォー
マンスが、ステージを盛り上げる！

event

event

event

運転士に
なりきって
記念撮影を

小さな子ども
でも簡単

N ゲージ模型
地下鉄・市バス応援キャ
ラクター 太秦萌

建設工事中の
国立京都国際
会館

リリシック学園「W7系弁当」

「くまもん弁当」
二胡奏者 
尾辻優衣子

入場無料日 時

会 場

7月30日（土）　11 時〜 16 時
国立京都国際会館イベントホール
☎ 075-863-5056（京都市交通局 営業推進室）

医薬品や日用品な
どを販売。通勤通
学の途中にさっと寄
れて便利です。

8時〜22時

洗練された技術で行う
靴・鞄修理が、親切・丁
寧な仕上がりだと好評。

9時〜20時　 日曜

5 月からKotochika に加わった新店舗 2 店をご紹介します。気軽に立ち寄れる駅ナカのお買い物が、ますます便利になりました！

Kotochika 四条（地下鉄四条駅） Kotochika 山科（地下鉄山科駅）

Kotochika に新店舗がオープンしました！

ココカラファイン〈ドラッグストア〉 BIG リペアサービス
〈靴・鞄修理・合鍵専門店〉

【日時】7月30日（土）・31日（日）
　　　 17時〜20時30分（予定）

【場所】 国立京都国際会館
【料金】 　　　（中学生以上）4,000円
　　　 お弁当＋ドリンク飲み放題＋抽選券
　　　 　　　（小学生以下）1,500円
　　　 お子様弁当＋ジュース飲み放題

国際会館のガーデンパーティ

乾杯の夕べ 2016

子ども

大　人


