
 o
ff time

通信
コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

ワクワク 駅ナカ ショッピング！

Kotochikaで秋スタイルに！
夏のダメージケアや秋スタイルの準備は

駅ナカの便利なKotochikaへ！

京 に挑戦都検定
めざせ京都通

慶応3年（1867）11月15日、坂本
龍馬と中岡慎太郎が暗殺され
た場所はどこか。 　　 （3級）

室町通と新町通の間を三条通
から六角通まで抜ける（　　）
は、桃山期の著名な茶人の屋敷
があったことにちなみ名付けら
れた。　　　　　　　　 （2級）

時代祭では、約2000名の市民
が各時代の装束に身を包み
平安神宮へ向かう。この時代
行列が鴨川を渡る時に通る
橋は何か。　　　　（1級）
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明治から昭和後期まで市内を駆け抜けた路面
電車。その架線を修理するために、昭和 2 年

（1927）、車庫を兼ねた「旧京都市電内濱架
線事務所」が建てられました。近年は一切利
用されていなかったこの建物ですが、京都市
保有の土地・建物の活用案を市民から募集す

市電の歴史を刻んだ車庫が
現代のカフェとして再生

改装前

改装後

る「京都市資産有効活用市民等提案制度」
の第 1 号として、手づくり茶筒の老舗・開化
堂の提案を選定。今年 5 月、建物を活かし
て改装された「Kaikado Cafe（開化堂カ
フェ）」がオープンし、伝統と現代の美が見
事に融合した空間に注目が集まっています。

あの頃の京都って…

京都今昔

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成27 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。

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。

この秋、2 つの世界遺産を地下鉄で繋ぐ特別企画が動き出します！
 企画券で醍醐寺と二条城をめぐり、豊臣・徳川時代を体感しましょう。

慶長 3 年（1598）、豊臣秀吉が花見御殿として使った三宝院純浄観
を特別公開。金天目・金天目台、秀吉好みの茶道具、徳川家の書状
なども展示します。霊宝館の関連展示にも注目。

ガイド付き城内ツアーを実施。家康による築城から慶喜の大政奉還に
至る徳川幕府270年の栄光と終焉の歴史を解説します。さらに、二
の丸御殿松鷹図前での記念撮影も行います。
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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」

10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

＜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

秋のコーディネートにおす
すめのミニバッグ。コンパ
クトながらマチがあるので、
意外と容量あり。

塗ってそのまま寝るだけで、
夏の紫外線ダメージをリ
セット。秋に向け、うるお
い肌を手に入れましょう。

今年使った夏の靴をお手
入れし、来年もきれいに使
いたい。そんな時は改札
真横の便利なこのお店へ。

アパートバイローリーズ

ココカラファイン

B I Gリペアサービス

京都駅

四条・烏丸御池駅

山科駅

市内一円が見渡せる大原野の棚田で、希少
な野生種・フジバカマが観賞できる。22・
24・25日には特産品を販売、22日にはフジ
バカマの育成保全を考えるサミットも開催。
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歌や楽器演奏などで山科地域を盛り上げます！
【日時】10月8日（土）16時〜17時
【出演】ラス・マルビータス（民族音楽）
【場所】 山科駅 「音の広場」

【期間】10月15日（土）〜11月20日（日）
【料金】2,900 円（特別公開・ガイドツアー
付き企画券、地下鉄一日乗車券）
※一日乗車券を除く場合は 2,300 円

【販売日】9 月15日（木）〜
【販売場所】京都市交通局市バス・地下
鉄案内所・定期券発売所、京都総合観
光案内所「京なび」、京都市河原町三条
観光情報コーナー、醍醐寺、二条城

醍醐寺

二条城

※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！

秋の特別企画
豊臣　徳川-歴史の舞台をいま巡る

※価格はすべて税込

フロントZIPマイクロ
ミニバッグ6,372円

エリクシール スリーピング
ジェルパック3,024円

レディース 強化
ピンヒール864円

醍醐寺
三宝院

二条城 
大広間四の間

敬老乗車証をお持ちの方に更新申請
書をお送りしています。お手続きがま
だの方はお早めにお手続きください。

【お問い合わせ先】  
TEL：075-661-3755（京都いつでもコール）

敬老乗車証の更新申請書は
ご提出いただきましたか？

大原野ひまわり畑　 11時〜14時

フジバカマ園（サミットは大原野神社）　
10時〜15時（サミットは13時〜）

洛西竹林公園　 14時〜20時30分

石段を上がって拝殿へ

参道には凛とした空気が漂う 「肉そば」650円（税別）

「元祖つけめん」並800円　※写真はイメージです

写真：Kunihiro Fukumori
国道 9 号線に面した店舗

夏の終わりを
告げる大原野
のひまわり

保全のおかげ
で数を増やし
たフジバカマ

飲 食 店が 出
店し夜まで賑
わう

大勝軒 千代原口店
たいしょうけん ちよはらぐちてん

昭和 36 年、東池袋の地でつけ麺の元祖
「特製もりそば」を生んだ山岸一雄氏の弟
子が開いた店。げんこつ・豚足・鳥をベー
スに、ひき肉や魚の風味を加えたスープ
をつけて味わおう。

9 月に見頃を迎える大原野のひまわり畑。
満開のひまわりの中、地元農家が丹精込
めてつくった米や野菜の販売などの企画
が盛りだくさん。

ジャズ演奏やワークショップ、夜のビア
ガーデンなど、竹林を背景に魅力的な企
画が目白押し。向日市のライトアップイベ
ント「竹の径・かぐやの夕べ」と同時開催。

つけ麺の生みの親

9月18日（日） 9月22日（木・祝）〜 25日（日） 10月15日（土）

え！？ 今頃ひまわり大原野 第 3 回フジバカマ祭り 竹結びフェスタ 2016

075-381-2758　 11時〜22時
 （日曜・祝日は20時30分まで）

月曜　
桂駅東口から 69または 五条駅から

73 千代原口下車、徒歩すぐ

桂駅西口から 西2・臨西2 境谷センター前下車、
徒歩約7分

桂駅西口から 西3・西8 南福西町（竹林公園前）
下車、徒歩約5分

東向日駅から阪急バス66 善峯寺下車、徒歩約10分

丸源ラーメン 桂店
まるげんらーめん かつらてん

豚肉をじっくり炊き上げた肉そば
が名物。3種の醤油、鶏・豚ガ
ラ、香味野菜など、20種類以上
の食材を煮込み、15日間熟成さ
せたスープは、濃厚かつすっきり
した味わい。

熟成醤油ラーメンが人気

075-394-1119　 11時〜25時　 無休
075-331-0014　
境内自由 
無休

大原野神社
おおはらのじんじゃ

奈良の春日大社を分祀した、1200 余年の
歴史をもつ神社。狛犬ならぬ狛鹿の愛らし
い姿や猿沢池を模した「鯉沢池」など、見ど
ころたっぷり。晩秋の池を囲む紅葉も絶景だ。

深緑の神山にたたずむ古社

五条駅から 73 上桂前田町下車、
徒歩約2分桂駅西口から 臨西2

南春日町下車、徒歩約10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28年9月15日（木）〜 10月13日（木）※他券・他サービスとの併用不可

メンマ、もみのり、
辛味のうち1つを

サービス

特 典
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現在お持ちの
敬老乗車証の有効期間は

9月30日（金）までです。
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らくさいイベント News 【 問い合わせ 】西京区役所洛西支所 　地域力推進室まちづくり推進担当 　
　　　　　　　 075-332-9318

EVENT1 EVENT2 EVENT3

良縁の神様がまつら
れていて、女性にも
人気だにょん！

お子様メニューが豊
富なので、ご家族
連れにもおすすめ！

もちもちの太麺が
スープにからんで、
食べごたえ十分です！

西京エリア MAP
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