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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。

4日（土）

11日（土）

18日（土）

25日（土）

北大路駅

太秦天神川駅

二条駅

二条城前駅

コース名出発日 出発駅

「上賀茂神社と社家町ぐるり」

「太秦の史跡ぐるり」

「平安宮と源氏物語ゆかりの地をぐるり」

「二条城周辺の史跡をぐるり」

11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

【出発】10時　【定員】20名
【 申し込み】

【問い合わせ】

要予約
HPより

京 に挑戦都検定
めざせ京都通

現在文化庁関西分室が置かれ
ている、明治37年（1904）に竣工
した松室重光設計の重要文化
財の建物は何か。          （3級）

建仁寺再建時のものと伝わる
水墨の「山水図」「花鳥図」「雲
龍図」（いずれも重要文化財）は
誰の作品であることが確実と
されているか。　　　　 （2級）

今年（平成28年）生誕130年の
谷崎潤一郎が、南禅寺の塔頭・
真乗院で書き終えた長編小説
で、主人公の四姉妹が都をどり
や平安神宮など、京都観光を楽
しむ姿が描かれた作品は何か。

　（1級）
京都市考古資料館エ

京都市役所本庁舎イ
京都文化博物館別館ウ

京都府庁旧本館ア

土佐光起エ

海北友松イ

狩野山楽ウ

長谷川等伯ア

問 1 問 2 問 3

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。

通信
コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

ワクワク 駅ナカ ショッピング！

コトチカ京都で
秋色グッズをゲット！

すごしやすく、お出かけが楽しい季節がやって
きました。秋にぴったりのグッズを、アクセス抜
群のコトチカで手に入れましょう！

今年の4月10日から、リニューアルのため本館
が3 年間の閉館中である京都市美術館。昭和
8年（1933）11月、日本で二番目に設立された
公立美術館です。この事業は、京都で挙行さ
れた天皇即位の大典を記念したもの。当時の
名称を「大礼記念京都美術館」といいました。
戦後は一時駐留軍に接収され、昭和 27 年に

パワーアップを図る
京都近・現代美術の殿堂

返還された際、現在の名称に改称。戦後日本
における文化の中心的役割を担いました。現在、
老朽化対策や現代アートの展示に対応するた
めの本館の再整備を行っており、平成 31年度
中のリニューアルオープンを目指しています。な
お別館は開館中です。 昔ながらの背負子をヒントにし

たシンプルながま口リュック。イ
ンディゴとブルーの岡山産デニ
ムを組みあわせた、スタイリッ
シュなバイカラーはコトチカ京
都店限定販売です。
※数量限定、売切れ次第終了。

11/16（木）より関西ではコトチカ京都店のみで販売開始。
コスメポーチは見た目以上の収納力で、普段使いにちょう
どいいサイズ。口が大きく開くので中身が見やすく楽 取々り
出せます。メガネケースは山が2つ並んだようなフォルムが
特徴的で、やわらかいフェルト風の生地がメガネをやさしく
保護します。※数量限定、売切れ次第終了。

AYANOKOJI（アヤノコウジ）
京都駅

京都ぐるりホームページ　
www.kyokanko.or.jp/gururi　
※前 日々17時までにHPからご予約ください。

賑わいまちづくりコンソーシアム　
☎050-3786-5514（平日10時〜17時）

素敵なプレゼントがもらえる！ 国宝スタンプラリー開催
オリジナル商品のメガネ置きがかわいくて
実用的。お気に入りの雑貨のお店です。

（27 歳女性 Y.A. さん 下京区）

細見美術館は展覧会が毎回楽しみ
ですが、併設のカフェで、友人と一
緒にランチをいただくのもおすすめ。

（47歳女性 K.A. さん 山科区）
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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】11月11日（土）16時〜17時
【出演】blacksax
【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。

「ナイス・ミート in
 山科」開催！

車両前方の前扉を乗車口とし、車両中ほどにある広
い後扉からスムーズに降車いただく「前乗り後降り」
方式の実証実験を実施します。

京都国立博物館開設120周年記念特別展覧会「国宝」に合わせ、京都市内の「国宝」ゆかりの地をめぐ
るスタンプラリーを開催します。NHK 京都放送局で、集めた数に応じた国宝展グッズをもれなくプレゼント！

【 実 施 日】10月14日（土）、15日（日）、28日（土）、29日（日）
【対象系統】市バス「洛バス」100 号系統
（京都駅〜五条坂〜祇園〜岡崎公園〜銀閣寺）
【調査項目】
バス停での乗降時間、車内ご利用状況、アンケートなど

【問い合わせ】
京都市交通局自動車部運輸課　☎ 075-863-5123

【 期　　間】開催中〜 11月26日（日）
【参加方法】
①スマートフォンアプリ「京都遺産めぐり」をダウンロード
※「App Store」または「Google play」から「京都遺産めぐ
　り」で検索
②アプリ起動後、国宝スタンプラリーコースを選択
③ポイントに着くとスマートフォンの GPS 機能により自動で
　スタンプを取得（スタンプ取得状況はスタンプ帳で確認）
④ NHK 京都放送局でスタンプ帳の画面を提示

【 ポイント】
三十三間堂、豊国神社、六波羅蜜寺、建仁寺、南禅寺、
永観堂、二条城、大覚寺、清凉寺、京都国立博物館、
NHK 京都放送局（全 11ヶ所）

【プレゼント】

【問い合わせ】NHK 京都放送局 ☎ 075-251-1111
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洛禅 本店04

無鄰菴05

今回の特集で紹介したスポット
を 1日でめぐるには…

細見美術館 ARTCUBE03

京都伝統工芸館02

京都府立 陶板名画の庭01

京都駅

北山駅

北山駅

烏丸御池駅

烏丸御池駅

東山駅

東山二条・岡崎公園口　

知恩院前　

地下鉄烏丸線で約 15 分▼

徒歩すぐ▼

地下鉄烏丸線で約 9 分▼

徒歩すぐ▼

地下鉄東西線で約 5 分▼

徒歩約 3 分▼

徒歩約 10 分▼

市バス201･202･203･206で約4分▼

徒歩約 2 分▼

徒歩約 12 分▼

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん

長きにわたり日本の文化の中心だった京都から、世界に向
けて伝統工芸の情報発信をしています。実演コーナーでは、
京都伝統工芸大学校の卒業生や在校生による仏像彫刻
や陶芸など、伝統工芸の制作実演を毎日見学できます。

工芸の魅力をグローバルに発信

075-229-1010　 10時〜18時（入館は17時30分まで） 無料
水曜（祝日の場合は翌日） 烏丸御池駅下車すぐ

企画展コーナーの
ほか、卒業生の
作品を購入できる
コーナーもある

神坂雪佳、伊藤若冲
らの作品をデザイン
したグッズが評判

広々としたカフェ。
屋外にはテラス席
もある

設立当初の外観

無鄰菴
むりんあん

維新志士・山縣有朋の別邸だった無鄰菴。
11月18 日から 23 日まで、ライトアップされ
た庭園で庭師による日本庭園の解説を楽しむ
イベントが企画されています。庭師と直接語り
合える貴重なこの機会を、ぜひ味わいましょう。

秋の夜長に特別なひととき

075-771-3909　 7時30分〜17時（入場は16時30分まで）、
ライトアップ17時30分〜21時（11/18〜23、入場は20時30分まで）

12/29〜31　 410円（11/18〜23のライトアップは600円）
蹴上駅下車、徒歩約7分、または 京都駅前から 5･100･

110 岡崎公園 美術館･平安神宮前下車、徒歩約10分
★岡崎エリアへは、京都岡崎ループが便利です

細見美術館 ARTCUBE
ほそみびじゅつかん アートキューブ

細見美術館は、併設のカフェやミュージア
ムショップも魅力的。和のテイストを取り入
れたモダンなカフェでいただくパスタやピザ、
細見美術館オリジナルのアートな雑貨など
を、展示作品とともに楽しみましょう。

「見る・買う・食べる」を楽しめる

075-751-8606（CAFÉ CUBE ）／ 075-761-5700（ARTCUBE SHOP）
10時30分〜22時30分・LO22時（CAFÉ CUBE ）／ 10時〜18時（ARTCUBE SHOP）
月曜（祝日の場合は翌日）

地下鉄東西線

細見美術館 
ARTCUBE

丸太町通

東
大
路
通

東山駅 三条通

平安神宮

京都市
美術館

東山二条・
岡崎公園口

京都市
動物園京都市

美術館

地下鉄東西線
蹴上駅

無鄰菴

岡崎公園 美術館・
平安神宮前

仁王門通

多様な作品がずらり
オシャレな空間でイタリアン　

紅葉が幻想的に浮かび上がる！

京都駅前から 206 東山二条・岡崎公園口下車、
徒歩約3分、または 東山駅下車、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29年10月13日（金）〜11月14日（火）　※他券・他サービスとの併用不可

照明デザイナー・
長町志穂氏による

ライトアップ

無鄰菴担当の庭師・出口健太氏他、若手庭師が登壇

特 典

3,000円以上お買い上げで
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和テイストのグッズが目白押し

帆布のバッグやアクセサリーなども人気

075-561-8777　 11時〜18時　 不定
京都駅前から 206･86 知恩院前下車、徒歩約2

分、または 東山駅下車、徒歩約4分
★岡崎エリアへは、京都岡崎ループが便利です
※86は土曜・休日に運行

洛禅 本店
らくぜん ほんてん

和モダンな暮らしのアイテムを集めたセレクトショップ。
縮緬生地でできたブックカバーなど京都らしいグッズが揃
います。知恩院のすぐそばの白川沿いにあるので、東山
散策の際に立ち寄るにはぴったりです。

和のテイストを日常に

知
恩
院
前

地下鉄東西線

東山駅

洛禅
東
大
路
通

華頂道

デニムバイカラーシリーズ
がま口 SHOIKO リュック
21,600 円

ラメツイードシリーズ
TAWARA 型がま口コスメポーチ（中）

（右）3,888 円
山型がま口メガネケース（小）

（左）2,592 円

詳しくは、Kotochika公式ホームページをご覧ください。
※価格はすべて税込

市バス「洛バス」100号系統の
「前乗り後降り」方式
実証実験にご協力ください！

5ヶ所…ポストカード 2 点
8ヶ所…クリアファイル、ポストカード各1点
11ヶ所…トートバック、クリアファイル、　
　　　  ポストカード各 1点


