
［ ］間時業営 
 Kotochika京都／7時30分～21時
 Kotochika四条／11時～20時
［ ］先せわ合い問お 
 京都市交通局営業推進室 
 ☎075-863-5068

［値段］
 1箱（3個入り）650円（税込）酒粕抹茶ぱん

くるみ白ぱん
酒粕黒ぱん

京都地下鉄限定商品

KOTOCHIKA ORIGINAL! !
志津屋が展開している、京都・佐々木酒造の酒粕を使用したあん
パン「SIZUYAPAN」のうち、コトチカの店舗での限定販売専用
にセレクトした3 種類を販売！

市バス・地下鉄オリジナルグッズ好評発売中

京都市交通局問い合わせ先  京都市交通局協力会 営業課　TEL：075-882-6205
●価格は全て税込です。　●実際の商品は，写真と若干異なる場合があります。ご了承ください。

地下鉄東西線
電車型

目覚まし時計
1,800円

がま口財布
（市バス版，
地下鉄烏丸線版）
各1,800円

京都市バス

800円

「太秦萌」「松賀咲」
「小野ミサ」
ブック型付箋
540円

スルッと
KANSAI
ペンポーチ
800円

© TOMY 「チョロQ」は株式会社タカラトミーの登録商標です

他にもいろんな
グッズがあるよ！

＜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！

5
月
の
コ
ー
ス

京都ぐるり予約制

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

●16日（土）「平安宮と源氏物語ゆかりの地ぐるり」
● 9日（土）「太秦の史跡ぐるり」　
● 2日（土）「上賀茂神社と社家町ぐるり」

●30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
●23日（土）「二条城周辺の史跡をぐるり」 二条城前駅出発

二条駅出発
太秦天神川駅出発
北大路駅出発

風情豊かな十石舟で水面近くから愛でる桜は別格。桜の花が舞い散り、瑞々しい
若葉へと移り変わる景色をお楽しみください。

＜お問い合わせ＞☎075-321-7696（京都府旅行業協同組合）

期　間 運航中～5月6日（水・振休）9時30分発～16時30分発

コース 南禅寺舟溜り乗船場～夷川ダムの往復約3ｋｍ（所要約25分）

優待
京都市交通局発行のカード乗車券提示で十石舟乗船券が割引に♪
期間　4月18日（土）～5月6日（水・祝）
料金　大人1,000円→800円、小人500円→400円
※乗船券（当日券）購入時に、当日ご利用の乗車券をご提示ください。

イベント名 開催日 時間

ごはんですよ〜！
毎週土曜日・
6 日（水・振休）・
7 日（木・臨時開園）

10 時 15 分〜

紙芝居 3 日（日）・5日（火・祝）・
31 日（日）

13 時 30 分〜
（雨天中止）

シマウマさんとなかよし 4 日（月・祝）
※整理券は11時〜配布（30名）。

ヒツジの毛刈り 9 日（土）・16 日（土）
飼育員のお話 10 日（日）・17 日（日）
サルのお勉強のお話 23 日（土）
獣医が行く！ 24 日（日）

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

「家族」をイメージした
カラフルなゾウの
アニマルアート

体は大きくても表情には
子供らしさが残る

水遊びが大好きな子ゾウたち 園の新アイドルとして活躍中 ミワを間近で見られる
オーバーハング

去年の9月に誕生し、今年2月
に待望の公開デビューを果た
したブラジルバクの赤ちゃん。
つぶらな瞳と、お母さんに甘え
る姿が愛らしい。独特のしま模
様が見られるのは生後約1年間
のみなので、この機会にぜひ会
いに行ってみよう。

ブラジルバクの赤ちゃん
しましま模様がキュート！

いつでもお母さんと一緒

アミメキリンの
赤ちゃん

3 月に生まれたばかりのニューフェイス

園の人気者であるアミメキリンの清
きよ みず

水と未
み

来
らい

の間に、オスの赤ちゃんが生まれた。体長は約
180cm、3月15日に生まれたばかりだが、もう
元気に歩き回っているとのこと。今後、愛称な
ども募集される予定で、園の新たなアイドルと
して期待が高まる。

お母さんの隣でしっかりと立ってみせる赤ちゃん

ラオス人民民主共和国から京都市動物園へ、4頭の子ゾウが寄贈され、
今年2月にお披露目された。子ゾウの到着に合わせて整備された「ゾウの
森」エリアでは、まだまだあどけなさが残る子ゾウたちと、園の人気者であ
るゾウの美

み

都
と

がグラウンドやプールで楽しそうに遊ぶ姿を見ることができ
る。子ゾウそれぞれに個性があり、それを観察するのも面白い。

ゾウの森に
4頭の子ゾウがお目見え！

京都市動物園の新しい仲間

去年秋に京都市動物園にやってきたメスのクロジャガー、ミワ。今では
すっかり園に慣れ、春の暖かさもあって元気に動き回る姿が見られるよ
うになった。また、運が良ければオーバーハング（見上げる檻）の下か
ら、お昼寝中のミワを間近で観察できる。目をこらすと見える、黒いまだ
ら模様が美しい。

クロジャガーの「ミワ」
しなやかな黒いからだ

京都市動物園の最寄駅で
ある地下鉄東西線蹴上駅
の中間階に、ゾウのアニマ
ルアートが出現！「家族」
に見立てた色とりどりの 4
頭のゾウと、ゾウの故郷、
ラオスの国旗をあしらった
2 種類のアートが、駅構内
を華やかに彩る。

京都造形芸術大学×蹴上駅
蹴上駅アニマルアート

ゾウのふるさと、
ラオスの国旗が鮮やか

▶答えは裏表紙左下です。

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 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。

三勅祭の一つで、古来、「賀茂祭」
と呼ばれていた祭りといえばど
れか。                          （3級）

問 

1

葵祭ア やすらい祭イ

梅花祭ウ 八朔祭エ

上賀茂神社の摂社の一つ、大田
神社境内東側にあり、国の天然
記念物となっているのは、何の
群落か。                       （3級）

問 

2

カキツバタア キキョウイ

ツツジウ 菜の花エ

来たる 5 月10 日は、母の日です。いつも強くて優しいお母さんへ、
プレゼントと共に日頃の「ありがとう」を伝えてはいかがですか？
コトチカから、母の日のプレゼントにピッタリの商品を紹介します。

075-341-1187　 10時〜21時　 四条駅北改札口すぐ

母の日といえばやっぱりカーネーショ
ン！ペールトーンのリボンを組み合わ
せた器に、色とりどりのカーネーショ
ンをコーディネートしました。

青山フラワーマーケット
〈生花・グリーン〉

アレンジメント＜メルシー＞
M［ソルベ］：3,780 円（写真上）／ S［ベリー］：2,160 円（写真下）

Kotochika四条

075-606-2083　 10時〜21時　 山科駅改札口すぐ

今年注目の柄、ギンガムチェックのお
しゃれな折畳日傘が登場。日差しの強
まる夏に向けて、大活躍すること間違
いなし。母の日ギフトにも最適です。

ココプレス〈服飾雑貨〉

ギンガムチェック折畳日傘
2,700 円

Kotochika山科

075-502-6091　 9時〜21時　 山科駅改札口すぐ

英国名門の香料会社と生み出した、特別な
香りのハンドクリームとボディバターをセッ
トに。現地デザイナーによる気品あるパッ
ケージデザインも魅力。

キットクルール〈コスメ〉

グレースコール
ハンドクリーム＆ボディバターSET1,620 円

Kotochika山科

「美都とラオスからきた子ゾウたち」
トラフィカ京カード

ラオスから子ゾウが寄贈
されたことを記念して、
ゾウの美都と子ゾウたち
をデザインしたトラフィ
カ京カードが好評発売中
です。

販売場所 ●駅券売機（大人1,000円券、3,000円券、小児1,000円券）
●市バス・地下鉄案内所及び定期券発売所 （大人3,000円券のみ）

販売中 !!

飼育員の話を
聞きながら餌やりを
観察できる
 「ごはんですよ〜！」

楽しいイベントが盛りだくさん！
京都市動物園 5 月のイベント一覧

快適！地下鉄で初夏のおでかけ

ワクワク満載の京都市動物園へ遊びに行こう！


