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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。

「地下鉄・バス一日（二日）券」
の優待割引情報や、市内の観光
マップ情報についてご案内してい
ます。地下鉄とバスを組み合わせ
て移動時間を短縮し、上手に京
都を巡りましょう！

5日（土）

12日（土）

19日（土）

26日（土）

北大路駅

太秦天神川駅

二条駅

二条城前駅

コース名出発日 出発駅

「上賀茂神社と社家町ぐるり」

「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」

5月のコース 【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

【出発】10時　【定員】20名
【 申し込み】

【問い合わせ】

要予約
HPより

京都ぐるりホームページ　
www.kyokanko.or.jp/gururi　
※前 日々17時までにHPからご予約ください。

賑わいまちづくりコンソーシアム　
☎050-3786-5514（平日10時〜17時）

通信
コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

ワクワク 駅ナカ ショッピング！

厳選された植物素材を使用したフレ
グランスやスキンケア製品を、世界約
90カ国で展開する南仏発のコスメブ
ランド。店内には人気のハンドクリーム
やボディクリームをはじめ、上質なアイ
テムを豊富に取り揃えています。

ネックレスやブレスレット、イヤリ
ングなどのアクセサリーや、シュ
シュ、バレッタなどのヘアアクセ
サリー、バッグなど、その日の気
分やコーディネートで毎日楽しめ
るファッション小物や服飾雑貨
を取り揃えています。

定番から最新トレンドのフレーム、
効果的にブルーライトをカットす
る機能性メガネまで、付けるだ
けで毎日の気分が変わるような
幅広いバリエーションのオリジナ
ルメガネを豊富に取り揃えるアイ
ウェアブランドです。

ロクシタン＜コスメ＞

レシーニュ
＜ファッショングッズ＞

ジンズ
＜メガネ・サングラス＞

NEWS

ピザやランチ BOX がおいし
く、ピクニックにはもってこい
のお店です。

（57 歳女性 T.Y. さん 左京区）

一般公開では坂のある敷地内
を見学し、広場でお菓子など
を食べて休憩できます。

（41 歳女性 M.C. さん 左京区）

NEWS & TOPICS

322

市バス開業 90 周年を記念して、車体前面に掲げる
ヘッドマークのデザインを一般公募します。

【対　　象】京都市内に在住もしくは通勤通学されている方
【応募締切】5月7日（月）必着
【問合せ先】京都市交通局自動車部営業課 ☎075-863-5161
※詳細は市バス車内や地下鉄駅構内等で配架のチラシ
　もしくは交通局ホームページをご覧ください。

「ナイス・ミート in
 山科」開催！

TOPICS

蹴上浄水場
けあげじょうすいじょう

白やピンクのツツジ約 4,800 本が見ごたえあ
る蹴上浄水場。施設の外からでも楽しめるの
で、岡崎公園でのピクニックの合間に立ち寄り
たいスポットですが、5/2〜6の施設の一般公
開では間近に見られるので特におすすめです。

ビビッドなツツジで心も朗らか

075-771-3102（一般公開については京都いつでもコー
ル075-661-3755）

施設外からの見学自由、一般公開
は5/2〜6の9時〜16時（入場は15時
30分まで）※2018年3月現在の情報
です。

蹴上駅下車すぐ
一般公開では普段は見られない景色が見られる

展望台からの迫力ある風景

斜面が鮮やかなピンクや白のツツジで染まる

075-754-8459　 11時〜21時（火曜は〜18時） 水曜
京都駅前から 4･17･205 荒神口下車すぐ

嵐山公園 亀山地区
あらしやまこうえん かめやまちく

船岡山公園
ふなおかやまこうえん

京都でも指折りの観光地である嵐山には、桂川沿いに亀山、中之島、
臨川寺の三地区からなる嵐山公園があります。なかでも亀山地区は、広
場や休憩所、展望台があり、そこから見渡す保津峡の
眺望は圧巻です。

建勲神社に隣接する船岡山一帯を整備した公園。雑木林の遊歩道を進
むと、頂上付近からは市街地が悠 と々望めます。5 月
初め頃には藤棚やツツジなどが見頃を迎えるので、花々
も楽しみながらお弁当を広げましょう。

京都屈指の景勝地でゆったり

頂上からの眺めは最高

075-701-0101　 見学自由

075-882-7019　 見学自由
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SouZai屋

ピンクが鮮やか！

見晴らし抜群！

標高 112 ｍ！

彩りも華やか

京都駅前から 28 嵐山公園下車、徒歩約3分

北大路バスターミナルから 1･204･205･206･北8または
京都駅前から 205･206 船岡山下車、徒歩約3分

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30 年 4月13日（金）〜 5月14日（月）　※他券・他サービスとの併用不可

特 典

9種デリ盛合せ
1,100円を電話注文で
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京都市
動物園 南禅寺

蹴上浄水場
蹴上駅
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地下鉄
東西線

日替わりのおすすめデリが入った
「9 種デリ盛合せ」1,100 円SouZai 屋

そうざいや

本場で修行したシェフが作るイタリアンなお惣菜
が味わえるデリ＆カフェ。数種類の小麦粉を配合
し天然酵母で発酵させたもちもちのピザや、厳選
素材のデリがいろいろ入ったお弁当をテイクアウ
トでき、テーブルとイスのレンタルもできます。

おしゃれにおいしくテイクアウト

鮮やかな青が
目を引く外観

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 28 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。

5月15日に行われる葵祭で、本列や斎
王代を中心とする女人列が京都御所
建礼門前から行列することを何と呼
ぶか。　　　　　　　         （3級）

社頭の儀ア 路頭の儀イ

歩射神事ウ 御阿礼神事エ

問 1

次の琵琶湖疏水に関する史跡のう
ち、山科区内にあるものはどれか。
　  　　　　　　　　　 　  （2級）

水路閣ア
日本最初の鉄筋コンクリート橋イ

疏水第一トンネル西口エ
インクライン跡ウ

問 2

美福門院創建の歓喜光院の鎮守社
として創始されたと伝え、古くは「角
豆祭」の名で知られた神幸祭が現在
は5月の第2日曜日に行われる神社は
どこか。    　　    　　　　  （1級）

問 3

▶答えは裏表紙左下です。

地下鉄京都駅構内のKotochika京都の
３店舗が、装い新たに生まれ変わります！
4/28（土）RENEWAL OPEN

GW のお出かけ
にもオススメ！

面積は約 56,300 平方メートルと広大

市バス 90 周年記念ヘッドマークデザインを募集します！

歌や楽器演奏などで山科地域を盛り上げます！
【日時】5月12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。

あなたの描いたデザインが
京都のまちを走ります！

「地下鉄・バス一日（二日）券」
専用 HP オープン！

【URL】
  https://oneday-pass.kyoto

※画像はイメージです。


