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1 毘沙門堂 徒歩 20 分

2 担々麺　胡 徒歩 20 分

3 平安神宮 徒歩10 分

4 八坂神社 徒歩すぐ

5 メゾンド フルージュ
 苺のお店 徒歩 5分

6 賀茂御祖神社（下鴨神社）
徒歩15 分

7 法輪寺 徒歩 5分

1  毘沙門堂

※山科へは JRでも
　アクセスが可能です。

　第３回目となる「地下鉄・バス一日券でめぐる京都特集」は、「古都京都の朱を巡る旅」です。日本人は、
昔から重厚でありつつも華やかな雰囲気を醸し出す朱色に強いあこがれを抱き、寺社などの建物の塗装に
この色を用いてきました。朱色には「魔よけ」の効果もあるとされ、神事の際にもよく使われました。この
ように朱色は、古来より日本で使用されてきた伝統色です。紅葉の秋である今回は、気品ただよう「朱」
に彩られた、気持ちも華やぐ名所ツアーをご提案します！

平安女学院大学×京都市交通局Presents 地下鉄・バス一日券を
使ってめぐる京都特集
2019.11 月号

発行　平安女学院大学　国際観光学部　〒 602-8013　京都市上京区下立売通烏丸西入　075-414-8150　　　京都市交通局　営業推進室　〒 616-8104　京都市右京区太秦下刑部町 12 番地　075-863-5066

地下鉄とバスを組み合わせて，移動時間を短縮。
予定よりあと１か所多く巡れるかも！？
約６０の施設で優待特典もありますよ。

地下鉄・バス一日（二日）券が

おトク！ 地下鉄・市バス全線，京都バス※・
京阪バス※が900円で一日乗り放題！
（※一部路線を除く）

販売場所や
優待施設情報は

こちら
※二日券、小児用もあります。



バックナンバーはこちらから

三条京阪駅 ついつい目の前のホームに電車が停
まっていると、急いで駆け込み乗車を
してしまいがちです。しかし、駆け込
み乗車は、とっても危険。それだけで
なく、時には発車の時間を遅らせてし
まうこともあります。
紳士淑女の皆様、ばたばたと駆け込ん
だ車内で息を弾ませ、汗を拭く姿に何
を感じますか？
貴品女性は、どこに出かける場合でも、
時間に余裕を持って移動します。

京都市交通局ホームページに
バナーをつけています。

私たち平安女学院大学国際観光学部は、2015 年度から京都市交通局との連携事業として「きゅんきゅん KYOTO」の制作に取り組んできました。21 号までで地下鉄全駅の周辺案内をひと通り終えましたので、22 号からは新企画「地下鉄・バス一日券を使ってめぐる京都」を軸に、公共交通の利用促進と地域の魅力発信をすすめていきます。
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鞍馬口駅 烏丸御池駅

東山・蹴上駅

御陵・山科駅

地下鉄・バスマナーアップ講座
【駆け込み乗車編】

“貴品女性”の

山科駅から 1km ほど山を登り、さらに急な石
段を登ると仁王門と赤い大提灯が見えてきま
す。ここ毘沙門堂は、毘沙門天を祀る天台宗
のお寺で、商売繁盛・家内安全にご利益があ
ります。11 月中旬頃からは素晴らしい紅葉の
景色を楽しむことができる、隠れた名所です。
空気もおいしくリフレッシュでき、運動不足
の方にもオススメ。階段前でカワイイ猫ちゃ
んに出会えるかも！？

坦担麺 胡には、辛党を満足させる「爆辛」
メニューとともに、辛さ控え目のチーズ
担々麺やお子様メニューもあり、辛い物
が苦手な方や親子連れも満足できます。
またお手洗にアメニティを設置するなど、
女性にとってうれしいサービスが充実。
担々麺でスタミナをつけて、エネルギー
を補充しましょう！

つぎも京都三大祭の舞台です。「祇
園祭」でおなじみの八坂神社は、平
安神宮からバスですぐ。四条通に面
していて八坂神社の顔ともいえる朱
色の西楼門は、良縁などのご利益に
あずかろうと参拝に訪れる人で常に
賑わっています。重要文化財の本殿
も鮮やかな朱色で塗られています。

地下鉄鞍馬口から歩いて 15 分ほどで、京
都三大祭「葵祭」の舞台の一つで、世界文
化遺産に登録されている下鴨神社にたどり
着きます。朱色に塗り込まれた大きな鳥居
と楼門が印象的なこの神社は、賀茂建角身
命（かもたけつぬみのみこと）と玉依媛命

（たまよりひめのみこと）を祭神とし、縁
結びをはじめ、子宝、安産、子育などのご
利益があるといわれています。授与所には

「媛守」という女性限定のとても可愛いお
守りがあり、全て異なる柄なのであなた専
用のお守りを選べます！

京都三大祭のひとつ「時代祭」で知ら
れる平安神宮は、平安京を建設した桓
武天皇を祭神とする神社で、明治 28 年

（1895）の創祀です。朱色の美しい大極
殿（本殿）や応天門など、国指定重要文
化財の建造物が多くあります。社殿の背
後に広がる広大な神苑は、木々の紅葉も
美しい、人気の観光スポットです。

西ノ京円町には、達磨大師を祀るユニークなお寺があ
ります。法輪寺は別名達磨寺と呼ばれる臨済宗妙心寺
派の禅寺です。境内一番奥のだるま堂の中へ入ると、
そこは個性たっぷりの朱色のだるま達がところ狭しと
並ぶ、まさに「だるまの世界」。不思議と落ち着く異
質な空気に満ちており、何とも言えない気持ちになり
ます。だるまさんを堪能したら入口横で売られている
かわいい「みくじダルマ」（300 円）をお土産にして
みてはいかがでしょうか？

拝観料 無料　殿舎 500 円 営業時間 11:00 ～ 15:00　17:30 ～ 23:30

営業時間 11:00 ～ 19:00

定休日 無休 定休日 火曜日

定休日 月曜日 ( 月曜日祝日の場合は
営業し、翌日休業 )

住所 京都市山科区安朱稲荷山町 18
電話番号 075-581-0328

電話番号 075-591-6556

電話番号 075-211-4115

拝観時間 8:30 ～ 17:00（受付終了 16:30）

住所 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町 74
アースビル 1 Ｆ

最寄り 地下鉄「山科」駅、徒歩 20 分 最寄り 地下鉄「山科」駅、徒歩 5 分

最寄り 地下鉄「烏丸御池」駅、徒歩 5 分

毘沙門堂01 担担麺 胡   （YEBISU）02

平安神宮03八坂神社04賀茂御祖神社（下鴨神社）06

法輪寺07

メゾン・ド・フルージュ 苺のお店05

拝観料 無料

拝観料 無料

拝観料 無料（一部、有料区域あり）

拝観料 無料（神苑入苑は大人 600 円、
小人 300 円）

定休日 無休

定休日 無休

定休日 無休

定休日 無休

住所 京都市東山区祇園町北側 625

住所 京都市左京区下鴨泉川町 59

住所 京都市上京区下立売通天神道西入
行衛町 457

住所 京都市左京区岡崎西天王町97

電話番号 075-561-6155

電話番号 075-781-0010

電話番号 075-841-7878

電話番号 075-761-0221

拝観時間 ご祈祷などは 9:00 ～ 16:00

拝観時間 6:30 ～ 17:00

拝観時間 9:00 ～ 16:30 ※ 16:00 受付終了

拝観時間 6:00 ～ 18:00（11/1 ～ 2/14）6:00 ～ 17:00

最寄り 市バス「祇園」バス停すぐ

最寄り 地下鉄「鞍馬口」駅、徒歩 15 分

最寄り 市バス「西ノ京円町」バス停、徒歩 5 分

最寄り 地下鉄「東山」駅、徒歩 10 分

住所 京都市中京区東洞院通
三条下ル三文字町 201 1F

お店に入ると、ショーケースの
中に赤い苺スイーツがずらり。
ケーキごと、季節ごとに苺の品
種が違うので、いつ来てもいろ
んな品種のいちごを楽しむこと
ができます。特に 11 月中旬頃
は夏いちごと冬いちごの両方を
楽しめます。見た目も可愛い、
幸せになれる苺スイーツ味わっ
てみませんか。

クリーミーな担々麺♥
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は地図外7


