
京都駅、北山駅、今出川駅、丸太町駅、
烏丸御池駅、五条駅、二条駅、京都市役所駅、
東山駅、山科駅、椥辻駅、醍醐駅

月曜～土曜：7時～23時
日曜：7時～21時

営業
時間

発売場所

セット内容

嵐電／四条大宮駅、帷子ノ辻駅、嵐山駅、北野白梅町駅
京都市交通局／太秦天神川案内所、四条駅定期券発売所
大丸京都店　1階サービスカウンター

平成27年10月14日（水）～平成27年11月10日（火）

平成27年10月14日（水）～平成27年11月20日（金）

3,000円
通用期間

発売額

嵐電／嵐山本線・北野線：1乗車
市バス／四条大宮～四条高倉間：1乗車
大丸京都店／お買い物券 3,000円分

詳しくはホームページをご覧ください。
三井住友銀行  ATM 検索

お問い合わせ先◆京都市交通局自動車部営業課　☎075-863-5161

嵐山駅 四条大宮駅帷子ノ辻駅

北野白梅町駅
大丸
京都店

嵐電

市バス

四条大宮
バス停

四条高倉
バス停

3,000円分のお買い物券に
嵐電と市バスの乗車券が付いて、
とってもお得です♪

『嵐電・市バスに乗って大丸に行こう！』発売
発売期間

公共交通利用
促進

お得なきっぷ
三井住友銀行ATMが

！地下鉄駅にオープン

＜お申し込み＞京都市観光協会ホームページ www.kyokanko.or.jp/gururi　
賑わいまちづくりコンソーシアム（近畿日本ツーリスト） ☎075-221-8631（平日10時～17時）　
※前々日17時までにご予約ください

地下鉄最寄り駅から
歩いて散策！ 京都ぐるり
11
月
の
コ
ー
ス

予約制

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。
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） 10時出発

●21日（土）「二条城周辺の史跡をぐるり」 二条城前駅出発

●28日（土）「高瀬川と坂本龍馬ゆかりの史跡ぐるり」 三条京阪駅出発

●14日（土）「平安宮と源氏物語ゆかりの地ぐるり」 二条駅出発
●7日（土）「太秦の史跡ぐるり」 太秦天神川駅出発

お問い合わせ先　
◆京都市交通局高速鉄道部営業課　☎075-863-5218

9月19日から
路線・ダイヤを変更しております！

運行本数の半分が
「五条通経由」となりました。

至京都駅

至岡崎公園・岩倉
至立命館大学前

新経路
旧経路

乗って楽しい
動いて便利！

京都岡崎ループも
運行中

四条京阪・三条京阪経由と
なりました。

地下鉄・市バス
応援キャラクター

太秦 麗

！！
金曜日の地下鉄が

変わる！

毎週金曜日に終電を
30分延長

愛称は地下鉄深夜便

コトキン・ライナーだよ！

通信
コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

ワクワク 駅ナカ ショッピング！
「Kotochika（コトチカ）」でいいね！してね地下鉄烏丸線「北山」延伸 25 周年記念祭

地下鉄に乗って 北山に行くっ！
地下鉄烏丸線「北山」延伸25周年を記念して、企画満載の楽しいお祭りを開催！

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成 24 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。

京 に 挑戦都検定

大村益次郎

佐久間象山ア

ウ

大久保利通イ

坂本龍馬エ

12 月 10 日

11 月 30日ア

ウ

12 月 1 日イ

12 月 13 日エ

めざせ京都通

慶応3年（1867）11月15日、近江屋（醤油
商）で暗殺された維新の功労者で土佐
出身の人物は誰か。　　　       （3級）

問 

1

京都を代表する歌舞伎の劇場である南
座では、毎年（　　）から吉例顔見世興
行が行われる。

問 

2   （3級）

10月24日（土）
11時〜16時30分

10月24日（土）
9時30分〜21時30分

京都府立植物園 
北山門付近

（当日入園無料）
※ただし、観覧温室、
　駐車場は有料

10月25日（日）
9時30分〜17時
京都府立陶板名画の庭

日 時

日 時

会 場

会 場

開催中〜10/25（日）日 時
観覧温室前 鏡池会 場

12 時〜 16 時
（1 名 5 分程度）

時 間

当日の 11 時から受付
定員 80 名

申 込

075-701-0141　 9〜16時（17時閉園）
一般200円／高校生150円／中学生以下無料／

70歳以上無料（要証明）／10/18、10/24、11/23
は入園無料　 12/28〜1/4　 北山駅下車すぐ、
または 北大路駅下車、徒歩約10分

075-863-5056
（京都市交通局 営業推進室）

北山駅下車すぐ

イベント中入園無料（一部有料企画あり）　
北山駅下車すぐ

詳しくは北山ハロウィンHPをご覧ください

秋のイベント

地
下
鉄
烏
丸
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北山駅
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北山通

京
都
コ
ン
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ー
ル

京
都
府
立

植
物
園

京
都
府
立

陶
板
名
画
の
庭

見どころ❶ 見どころ❷あつまれ！ 太秦萌 必見！ ステージイベント

※参加方法については、地下鉄各駅で配布のチラシまたは、
京都市交通局のホームページをご覧ください。

小野 ミサ 松賀 咲

公募で集まった、地下鉄・市バスの応援キャラ
クター“太秦萌”のコスプレーヤーやグッズコ
レクターなどが登場。ダンスや歌など、それぞ
れが考えたユニークなパフォーマンスで「“太
秦萌”らしさ」をPRし、会場を盛り上げる。

交響楽団のミニコンサートやサブ
ウェイパフォーマーによる演奏・ダ
ンスに加え、北山駅周辺地域の学
生、保育園児がダンスや歌などを披
露。地下鉄マスコットキャラクター
“都くん”などゆるキャラたちも登
場するので、ぜひ会いに行こう！

京都市交響楽団 金管アンサンブル［ミニコンサート］
華〜Puspa 〜（Dance World Cup2014 優勝）

［タップダンス］
尾辻優衣子（二胡奏者／サブウェイパフォーマー）

［ミニライブ］
佛教大学よさこいサークル紫踊屋［演舞］
京都3 大学合同交響楽団（府立大・府立医科大・工芸繊維大）

［クラッシック・ミニコンサート］
上賀茂保育園［合唱］
山城高校ダンス部［ダンスパフォーマンス］
紫野高校チアダンスチームBUNNIES［ダンスパフォーマンス］

「太秦萌」のコスプレーヤー、コレクターあつまれ〜 ダンスや歌で北山を彩る！

ハロウィンの時期には、ユニークでかわいい限定商品が目白押し！ 
今回はその中でも特にイチオシの品を、コトチカ通信がお届けします。

アンティ・アンズ ＜ソフトプレッツェル専門店＞

 ☎0120-600-159（お客様相談室） 8時〜20時　 京都駅北改札口すぐ

プレッツェル スティックス 
かぼちゃクリーム：350 円

世界No.1ソフトプレッツェル
専門店から、期間限定フレー
バーがお目見え。北海道産
えびす南瓜のクリームとかぼ
ちゃの種をのせて焼き上げた
プレッツェルは、濃厚なかぼ
ちゃの甘さがたまらない一品
です。ハロウィンパーティーの
お供にぜひ！

Kotochika京都

青山フラワーマーケット ＜生花・グリーン＞

 ☎075-341-1187　 10時〜21時　 四条駅北改札口すぐ

青山フラワーマーケットから
は、ハロウィン仕様のフラワーア
レンジメントが登場。かぼちゃ
の形をしたランタン風の器に、
オレンジのバラ、ダークパープ
ルのリシアンサスをアレンジし
ました。お部屋に飾れば、ハロ
ウィン気分が盛り上がること間
違いなし！

Kotochika四条

ハロウィンアレンジメント：
1,620 円〜

見どころ❸ 地下鉄・市バスファンにはたまらない企画も盛りだくさん！

トレインシミュレータの操作を
現役の運転士がアドバイス

当日は「京ちゃんバス」が
展示される

運転席に座って
記念撮影もできる。

忘れ物の傘や、地下鉄・
市バスの部品などの廃
品を出品。太秦萌などの
交通局オリジナルグッ
ズも販売する。

あなたも地下鉄運転士！ トレインシュミレータ 京都市バス車両も会場内に登場！ 交通局掘り出し物市

尾辻優衣子

華〜Puspa〜

かぼちゃカービン
グではオリジナル
ランタンを作れる

北山通を彩る仮装パレード 
25日（日）13時〜

夜には灯りがともるジャック・オー・ランタン

今年で18回目を迎える京都最大級のハロウィンイベント。仮装パーティー
（24日）、仮装パレード（25日）のほか、会期中にはかぼちゃのカービング
や手作り市なども行われ、北山全体をハロウィン一色に染め上げる。

第18回！ 

紅葉シーズン目前の植物園には、イベ
ントや見頃の花木がいっぱい。今だから
こそ見られる植物園をぜひ堪能しよう。 ヤノベケンジ（現代美術作家）、

増田セバスチャン（アートディレク
ター）、高橋匡太（ライトアップアー
ティスト）による豪華コラボレー
ションが実現。琳派の象徴ともい
える「風神雷神図」などをモチー
フにした巨大彫刻作品は圧巻！

【第 49 回菊花展】
10/20（火）〜11/15（日）

【第 24 回きのこ展】
10/24（土）・25（日）

【秋のものづくりガーデン
＆ミュージックガーデン】
10/31（土）・11/1（日）

【第 31 回菊花切花展】
11/3（火・祝）〜 5（木）

【第 24 回寒蘭展】
11/13（金）〜15（日）

琳派 400 年記念　植物園 de RIMPA
 ｢PANTHEON—神々の饗宴—｣

秋の行楽日和を堪能！

地下鉄に乗って、初秋の北山へ

事前申し込
み不要！参加者大募集！！

平成27年10月24日（土）
午前9時～（受付開始）
午前10時スタート

地下鉄烏丸線
国際会館駅 5番出口

200円（中学生以下無料）

国際会館駅～三宅八幡宮
～実相院～深泥池
～上賀茂神社
～府立植物園（13km）

日　時 参加費

ルート

集　合

お問い合わせ先：NPO法人京都府ウォーキング協会  Tel 075-353-6464

京都府立植物園
北山の秋を探しに

「花の女神フローラ」

大輪の花を
咲かせる菊花

可憐なシクラ
メン・ヘデリ
フォリウム

地下鉄・市バス
応援キャラクター
太秦 萌

“太秦萌”の
コスプレーヤーなど
参加者募集中！

「太秦萌」だけでなく「松賀
咲」「小野ミサ」での参加も
OK！ ステージで“太秦萌”
らしさを表現できる方、ぜ

ひご参加ください！

花だより 10〜11月

販売期間

10/31（土）
まで

販売期間

10/31（土）
まで

※応募多数の場合抽選
　（参加時間も抽選で決定）

画像提供：北山ハロウィン実行委員会

※価格はすべて税込み


