NHK 新京都放送会館が GRAND OPEN ！

再発見！烏丸御池の魅力

京都の新たなおでかけスポット

潜入 ! ! NHK 新京都放送会館
圧巻！ 8K スーパーハイビジョン！

見どころ❷

世界一大きい！ 3.9m のどーもくん
触ることもできる
巨大どーもくん

NHK京都のキャラクター、
ねこまるが画面上でお出迎え

映像とは思えない美しさに
目を奪われる

ボクと一緒に
NHK新京都
放送会館を
盛り上げていく
ニャン！

地下鉄
烏丸線 室町通

NHK の歴史を無料で楽しみ放題

PC端末を使用して大河ドラマなどを
観ることができる

開放感のある 2 階も一般公開部分。
その通路奥にあるのが、NHK 番組公
開ライブラリーだ。およそ 80 年前〜
現代まで、約 9000 本にもおよぶ番組
の映像を無料で視聴できる。ほかにも
2 階通路がギャラリーとなっており、
今後の展開に注目が集まる。

思わず夢中になって体を動かしてしまう

玄関を入ってすぐのところにある
「一緒に遊ぼうキャラクターゲー
ム」には、画面前の人の動きを
検知するカメラが搭載されてい
る。体を動かすことでプレイでき
るゲームを楽しんだ後、記念撮
影もしてくれる優れものだ。

ガーランドオブデュウ ＜アクセサリー＞

発売中

大事 な瞬 間を彩る、素 敵 な
ピアスとネックレスが登場。
小さなお花をぎゅっと集めた
ブーケのようなデザインは、
アンティークな質感と華やか
なボリュームで、
女の子なら誰
もが心ときめきます。

元龍池小学校校舎を利用して
おり、どこか懐かしい外観

☎075-254-7414
10時〜 18時（入館は17時30分
まで）
800円
水曜（祝日
の場合は翌日、4/1は開館）
烏丸御池駅下車すぐ

「Bouquet」ピアス：4,320 円
ネックレス：4,968 円

☎075-353-1166

医師たちのブラック・ジャック展
開催中〜5/10（日）

10時〜21時

京都駅北改札口すぐ

Kotochika 四条

青山フラワーマーケット ＜生花・グリーン＞

連載開始から40年たった今なお、変わらない人気を誇
る、
手塚治虫の名作「ブラック・ジャック」。天才外科医
を題材にしたこの作品のファンである、現役医師たちが
選んだ名シーンのパネル展示や、
手術室を再現したセッ
トでブラック・ジャックとの記念撮影を楽しめる。

青山フラワーマーケットのロ
ゴマークが浮かぶブリキポッ
トがお目見え！ アレンジした
春の花がかわいらしく、渡す
側も受け取る側も心温まる
プレゼントになること間違い
なしです。

3/15（日）〜

伏見稲荷大社や鴨川沿いなど、京都らしい風景の中を歩くウォー
キング大会が 3 月 21 日（土・祝）に開催されます。春の伏見を
気持ちよく歩いて、心も身体もリフレッシュしましょう！

※なくなり
次第終了

☎075-341-1187

竹田公園（

京都五花街の踊りの中で、
「京おど
り」
のフィナーレで歌われる歌には、
2 その主催歌舞会の名前が入ってお
り、
曲名は
（
）
という。
（2級）

くいな橋駅 1 番出口すぐ）

参加費 200 円（中学生以下無料）

発売日 平成27年3月23日（月）

琳派の世界が花ひらく

価

きものでおでかけ・入場無料

発売場所 ●市バス・地下鉄案内所
交通局、京都駅前、コトチカ京都、
北大路駅、烏丸御池駅
●定期券発売所
四条駅、三条京阪駅、山科駅、
竹田駅、六地蔵駅、二条駅
先行販売 3月21日（土・祝）の12時〜16時の間、
コトチカ広場（
京都駅すぐ）にて
先行発売

無料入場券をお持ちのきもの姿の方は、
元離宮二条城な
ど43ヵ所の文化観光施設に無料でご入場いただけます。
きものでおでかけ・乗車無料
無料乗車券をお持ちのきもの姿の方は、市バス・地下鉄
に無料でご乗車いただけます。

詳しくは「伝統産業の日」
※詳しくは、無料入場券・乗車券付のガイドブックやHPをご覧ください。
ホームページ
（http://www.densannohi.com/）
をご覧ください。

格 800円

©TOMY

問い合わせ先

京都市交通局 営業推進室：075-863-5068

平成27年
3月21日
（土）から

◆主要系統や直行系統、観光地へのアクセス系統を増便
●201、205、28、南5号系統や、
「四条河原町ショッピングライナ̶」
を増便します。

i n 山科 」開 催！
！
日時

◆阪急西京極駅など鉄道駅との結節強化、乗継利便性を向上
●84、特27号系統の全便を阪急西京極駅前広場へ乗り入れる経路に変更します。
●23時台の201号系統について、二条駅・四条大宮での鉄道との乗継を便利にします。

◆京都学園大学太秦キャンパス開校にあわせた利便性向上
●11、特71号系統を京都学園大学前経由に変更します。
●「バスの駅」京都学園大学前を設置します。

▶答えは
裏表紙左下です。

ア 万灯流し イ 曲水の宴
ウ 水まつり エ 御手洗祭
ア 宮川音頭 イ 上七軒夜曲
ウ

園東小唄 エ

園小唄

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成 25 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。

！ 「ナイス・ミート
市バス新ダイヤスタート
〜 路 線・ダ イヤ をま す ま す 拡 充！〜

定

集合

検

京 都 観 光の強い味 方 、京 都 市 バスが 、
チョロQになりました！

＜重点期間＞

四条駅北改札口すぐ

に 挑戦

春と秋に、神苑を流れる遣水を前
に、平安王朝の風俗を再現する城
南宮の行事は何か。
（3級）

問

開催日・時間

平成 27 年 3 月 21 日（土・祝）
10 時スタート（受付開始 9 時、雨天決行）

NPO 法人京都府ウオーキング協会
☎ 075-353-6464（土・日・祝除く、10 時〜 16 時）

3月14日
（土）
〜22日
（日）

10時〜21時

都

1

京

通

めざせ京都

お問い合わせ

京都市「伝統産業の日」2015

Flower Bucket：2,160 円

※事前申込制ではありません。当日、直接お越しください

問

烏丸御池駅にある「御池ギャラリー」が、
新会館オープンを機にリニューアルされ
た。京都工芸繊維大学とタイアップ制作
された展示は烏丸御池の新名物になるこ
と間違いなし！

販売 期間

こんなところにもどーもくんが！

階段にうかびあがるねこまる

ねこまるが
烏丸御池駅構内を華やかに

京都市では、
さまざまな伝統
産業製品を全国に発信す
るため平成13年度から春分
の日を
「伝統産業の日」
に制
定。
この日を中心に市内各
地で右記のイベントや、
いろ
いろな催しが行われます。

Kotochika 京都

画面の中に入ってゲームにチャレンジ！

いろいろな表情のねこまるに出会える

今年で

春は出会いと別れの季節。セレモニーに参加したり、大切な人に贈
り物をしたりする機会も多くなりますよね。そんな時は地下鉄直結
の Kotochika に GO！あなたのシチュエーションにぴったりのもの
がきっと見つかるはず。

第29回日本医学会総会 2015 関西・
京都国際マンガミュージアム共同企画展示

体験！一緒に遊ぼうキャラクターゲーム

御池ギャラリーにねこまる登場！

13回目

烏丸 地下鉄東西線
御池駅
三条通

京都文化
博物館

1 階にどんと佇むどーもくんの大きさは、台座も含めるとなんと
4m。お腹のセンサーで周囲の人を感知し「どーも」と挨拶をしてく
れるんだとか。季節に合わせたミニコスプレも予定されているどー
もくんに、ぜひ一度会いに行ってみよう。

御池通
高倉通

大きなどーもくん、コスプレの予定もあり！？

京都
国際マンガ
ミュージアム
烏丸通

ねこまる

見どころ❹

カ

通信

集・保管・展示を行っているマンガミュー
ジアム。マンガに関するワークショップや
セミナーなども多数開催しており、
「マンガ
文化」のメッカとし
て、国内外を問わず
多くの人が訪れる、
人気のスポットだ。

巨大な「火の鳥」のオブジェは
一見の価値あり
©Tezuka Productions

NHK京都のキャラクター

納得！ NHK 番組公開ライブラリー

チ

人気作品まで、さまざまなマンガ資料の収

©Tezuka Productions

見どころ❸

ト

明治や戦後の貴重な歴史的資料から現在の

P
R

今までにない映像・音響体験
NHK 新京都放送会館の正面玄関を入ると、目に飛び込んでくるのが220
インチの8Kスーパーハイビジョン。一般のハイビジョンテレビの16倍の
美しさをもつ8Kの映像は、22.2ch の3次元立体音響設備とも相まって大
迫力だ。紅白歌合戦などの8Kコンテンツが流されるほか、昼休みの時間
帯に連続テレビ小説「マッサン」、夕方6時台には「ニュース610 京いちに
ち」を放映している。会場方向を撮影するカメラも搭載され、画面前に座
れば、ねこまるやどーもくんと画面の中で共演することができる。

コ

〔きょうとこくさいまんがみゅーじあむ〕

ミユも大 好き！マ
ンガミュージアム
に遊びに来てね♪

「Kotochika
（コトチカ）
」で
いいね！して
ね

ワクワク 駅ナカ ショッピング！

京都国際マンガミュージアム

京都国際
マンガミュージアム
キャラクター
烏丸ミユ

見どころ❶

日本が世界に誇る「マンガ文化」発信の地

今年 2 月 21 日（土）
、烏丸御池に誕生した
NHK 新京都放送会館。京都のメディアの中心
地として、また新たな観光スポットとして注
目される新京都放送会館に、おふたいむが潜
入！ その見どころをいち早くお伝えします！

駅を市民の皆様の文化芸術の発表・振興の場
としたいという想いで行われていた「アートパフ
ォーマンス in 山科駅」が、平成27年4月から
「ナ
イス・ミート in 山科」
として生まれ変わります！

平成27年4月以降、
月1回、土曜日に開催
（4月18日、5月9日、6月27日、7月以降は別途お知らせします。
）
16時から1時間程度（4月18日は2時間程度を予定）
こぶ ね

4月18日の Sweet＆Bitter.（Mixed Folk）／よし笛演奏グループ 湖風音（よし笛＆ギター）
出演者 徳山流現代津軽三味線京琵泉（三味線）
（5月以降は別途お知らせします。
）
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。

