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地 下 鉄や 市

バ

スに関する
情報満載！

中央のぬいぐるみはオリジナルグッズの
「とことこ京ちゃん・とことこ都くん」。詳細は P3 へ

特集

京都市交通局の
あんなことやこんなこと

の便利な交通手段として市バス・地下鉄を
「市民の足」として、また、京都を訪れる方々
京都市 交通局は、
、元気な交通 局を発 信する取組など、
「愛される市バス・地下鉄づくり」を目指して
運行するだけではなく、
。
します
を紹介
の取組の一部
さまざまな取 組を展開しています。今回は、そ
。
います
ちして
もお待
いつで
利用を
次にご乗車いただく日まで、私たちは皆様のご
－」
「出かけよう 京のまちへ！－市バス・地下鉄で
豆知識

市バス・地下鉄の運行以外にも幅広く活動しています
京都市交通局の取組には、市バ

「地下鉄に乗る っ 」

ス・地下鉄を安全に運行するこ

「地下鉄に乗るっ」を合言葉に、市バス・
地下鉄応援キャラクターの太秦萌、松賀

とに加えて、路線・ダイヤ改正や

咲、小野ミサたちが、地下鉄を PR するプ

IC カードの充実、駅のバリアフ

ロジェクト。萌、咲、ミサは

リー化、さらには、イベント開催、

2010 年に設置された京都市

駅ナカ商業空間「Kotochika（コ

の「若手職員増客チーム」が

トチカ）
」の運営などによる利便

考案。2013 年には、イラス

性・快適性の向上に取り組んで

トレーター・賀茂川氏を起

います。しかし、これも活動のご

用したデザインにてリニュー

く一部。数ある取組のなかから、

アルされ、現在では萌の

今号では多彩な情報を発信する

姉や男子キャラクターも

公式 SNS と、新商品をはじめと

登場。今後も萌たちと

したオリジナルグッズについてご

ともにさまざまな取組を

紹介します♪

展開予定です。ご注目
ください♪

Kotochika 四条（四条駅）
、
Kotochika 京都（京都駅）をはじめ、
地下鉄 12 駅にファッション、
ベーカリー、スイーツ、スーパー、コンビニなど 50 店舗を展開中（写真は、令和 2 年 3 月
31 日に Kotochika 山科にオープンした惣菜店「豆藤（まめとう）
」
）
。

京都市交通局

【凡例】

問い合わせ

時間

料金（基本的に大人 1 名分）

発行：京都市交通局 営業推進室

〒616-8104

休日

地下鉄

市バス

京都市右京区太秦下刑部町12番地

バス停

JR 線

☎075-863-5056

近鉄

阪急電鉄

FAX 075-863-5069

京阪電車

嵐電

京都市交通局 検索

叡山電鉄
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ぜひフォロー

してください
京都市交通局公式 SNS で
運休などの情報や豆知識を発信しています！

公 式 SNS のアカウントから、市 バ

地下鉄の公式アカウント
では、地下鉄で大幅なダ
イヤ乱れや運転取り止め
などが発生した場合にお
知らせを投稿します。

たとえばこんな投稿しています！

ス・地下鉄それぞれのアカウントがあ
る Twitter、2020 年 7 月に 開 設した
Instagram、太秦萌が情報を発信して

意外と知らない！？
交通局の歴史紹介

いずれも市バス・地下鉄に関するお役

京都市交通局の
「へぇ～なるほど」
な歴史を紹介しています。
たとえば「京都市バス誕生の日」
である 5 月10 日には、開業当時
の市バス車両の写真を投稿してい
ます。実は市バスは 1928 年 5 月
10 日から出町柳～植物園間で営
業を開始したのがはじまり。このよ
うに昔の貴重な写真が公開される
ことも！

立ち情報や京都についての豆知識な
ど、多彩な内容をお届けしています。
Twitter（市バス）

【URL】
https://twitter.com/
citybus_kyoto
【アカウント名】
@citybus_kyoto

市バスの公式アカウント
では、災害による運休・
迂回などの運行状況やイ
ベント情報などさまざま
な情報を発信中。

Facebook（太秦萌）

【URL】https://www.facebook.
com/kikaku.j/
【アカウント名】@kikaku.j

コ

ト

チ

Facebook

Instagram も
はじめました！

【URL】
https://www.instagram.com/
kyotocity_bus_subway/
【アカウント名】
@kyotocity_bus_subway

カ

通信

駅ナカスイーツ♪

期間限定の絶品スイーツをご用意しています！
※価格はすべて税込
予告なく出店者・出店時間が変更となる場合があります。
詳しくは、Kotochika公式ホームページをご覧ください。

太秦萌が旬な
トピックスを
お届け

これから市バス・地下鉄を身近
に感じてもらえるような内容を
続々と投稿していく予定です。
もし市バス・地下鉄沿線のすて
きな写真が撮れたら、
【＃京とらん
すぽーと ＃京とら】と【＃撮影場
所（例：＃バス停××、＃××線×
×駅）
】をつけてぜひご投稿くださ
い。公式アカウントでご紹介させ
ていただくことがあります。

8/25（火）～ 31（月）
ソラアオ
京都を代表する佐々木酒造さんとのコ
ラボ商品！ 聚楽第の吟醸香と透き通
る味わい、チーズケーキのやさしい甘
さ。口に入れた瞬間、今まで食べたこ
とがない洗練された味に心躍ります。

11時30分～ 21時30分
（最終日のみ20時30分閉店）
京都佐々木酒造日本酒チーズケーキ
キューブ595円/ホール2,700円

京都駅東店

ました
も販売してい
こんな商品

しています。
※現在完売

京都市バス方向幕タオル

実際にバスで使用している方向幕と
同じサイズです（142cm× 34cm）
。

ボタンを押すと LED ライトが
点灯し、車内アナウンス音や
降車ボタン音などが流れます。
プルバック機能搭載。
【販売価格】1,500 円（税込）

品
オススメ商

とことこ京ちゃん・とことこ都くん

Instagram

Instagram

売
8 月 11日発

3

がま口財布

Twitter（地下鉄）

【URL】
https://twitter.com/
kyoto_subway
【アカウント名】
@kyoto_subway

交通局ならではのオリジナルグッズも
多数販売しています！
京都市バスオリジナル
サウンドバス

Twitter

いる Facebook の 4 つを紹介します。

f ti m e

人気キャラクター・太
秦萌が、市バス・地下
鉄の豆知識やイベン
ト・グッズ情報などを
投稿しています。萌の
京都弁がかわいくて癒
されると好評です。

交通局のマスコットキャラクター「京ちゃん・都くん」がからだを
揺らしながら動きます。プルバックで動くかわいいぬいぐるみです。
【販売価格】各 800 円（税込）

市バス「チョロ Q」

公営交通100 周
年 を 記 念 した
グッズです！

小さいボディとスマートな
走行力の大人気商品です！
【販売価格】800 円（税込）

http://www.kyotoshi-kotsu-kyoryokukai.or.jp/

販売場所など詳細はこちら

グッズ
っ”
下鉄に乗る
地
“
の
中
販売

“地下鉄に乗るっ”とは、
市バス・地下鉄応援キャラクター
「太秦萌」、
「松賀咲」、
「小野ミサ」
らが、
京都市営地下鉄をPRするコンテンツです。
パスケース

通勤・通学が楽しくなるパスケー
ス♪萌、麗、ミサ、咲の 4 種類！
【販売価格】各 1,000 円（税込）

ました
も販売してい
こんな商品

しています。
※現在完売

文庫本型メモ帳

見た目は文庫本、
中身はメモ帳。

（火）～14（月）
9/8
おいしふぉん

京都駅東店

減農薬こめ粉を使ったグル
テンフリー無添加シフォン
ケーキが 10 種類以上。
11時30分～ 21時30分
（最終日のみ20時30分閉店）

カットシフォン
1個350円～

萌、麗、ミサ、咲の 4 種類！
【販売価格】各 1,300 円（税込）

全 10 種類、デザインについては
購入してからのお楽しみっ♪
【販売価格】各 350 円（税込）

“地下鉄に乗るっ”グッズは、Kotochika 御池（烏丸御池駅）の大垣書店で取扱いしています。
店舗情報はこちら

https://kotochika.kyoto/oike/shop.html#shop26

モバイルスタンド

スマートフォン用のア
クリルスタンド！

NEWS & TOP ICS

新型コロナウイルス感染症から皆様ご自身と大切な人の命と健康を守るため，
市バス・地下鉄をご利用の際，ご協力をお願いいたします。
熱中症に
も
ご注意を
！

ブラインドステッカー

アクリルスタンド

NEWS

敬老乗車証の更新申請書は
ご提出いただきましたか？

現在お持ちの敬老乗車証
の有効期間は 9 月30 日ま
でです。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。まだの方は
お早めにお手続ください。
【問合せ】
京都いつでもコール
☎️075-661-3755

「ええやん洛西」Instagram
フォトコンテスト 2020 開催！
あなたの心を動かす、洛西地域の絶景、風物詩、西
山文化ゆかりの名所・旧跡、市民の皆様の大切な足
である市バスの魅力を広く発信するためにInstagram
（以下「インスタグラム」
）を活用したフォトコンテスト
を実施します。ぜひご応募ください！
【募集テーマ】
見つけよう！西山・洛西のインスタ映えするワンシーン
（洛
西地域で撮影したインスタ映えする絶景、
風物詩、
西山文化
ゆかりの名所・旧跡、
市バス・バス停周辺の素敵な写真）
※令和2年1月1日
（水・祝）
～令和3年1月11日
（月・祝）
の間に撮影し
た写真が審査の対象です。

【募集期間】令和2年8月1日
（土）
～令和3年1月11日
（月・祝）
【応募方法】インスタグラムを用いて、
以下の手順で応募
（1）
公式インスタグラム＠eeyan_rakusaiをフォロー
（2）
以下の3つのハッシュタグを付けて写真を投稿。
「＃ええやん洛西2020」
「＃撮影場所」
「＃応募する部門」
（絶景、
風物詩、
西山文化、
京とらのうちから1つ）
【入賞】21名 入賞者には、
西山・洛西の魅力が詰まった
商品をプレゼント！ 最優秀賞には2万円相当！
【問合せ】
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 Mail：raku-chiikiryoku@city.kyoto.lg.jp
応募はこちらから
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問 1

問 2

問 3

問 4

東本願寺の飛地境内地で枳殻邸
（き
こくてい）
とも呼ばれ、
石川丈山らが
作庭に関わったとされる庭園はどこ
か。
（3級）

（
）
は、
織田信長に攻められた石山本
願寺の門徒が兵糧にし、
現在も西本願
寺の御用菓子になっている。 （3級）

明治時代前半に旧財閥が建てたもので、
主屋の望楼が印象的な近代の歴史的建
造物として、
平成23年
（2011）
に国の重要
文化財に指定された建物はどれか。
（2級）

徳川家康に仕え、
初代の京都大工頭と
して、
二条城建設で作事を指示した人
物は誰か。
（1級）

ア 渉成園

イ 有清園

ア 鎌餅

イ 松風

ア 聴竹居

ウ 清流園

エ 白龍園

ウ 鳩餅

エ きつね面

ウ 伊佐家住宅 エ 杉本家住宅

イ 旧三井家下鴨別邸

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成30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。

編集室より
9 月の後半に外を歩いていると、ふいにキンモクセ
イの香りがして、あぁ今年もこの時季が来たんだな。
とうれしくなります。

12 月のテーマは「京都の個性的な商店街を訪ねる」
※予定
2020年8月号の商店街特集の続編です！あなたのお
すすめ商店街や、商店街の中にあるお店…など、
ご意見
をお送りください。おふたいむを一緒につくってくれる情
報を、
お待ちしています！

「トラフィカ京カード」プレゼント

地下鉄・市バスで利用できる
「トラフィカ京カード（1,100円分）」
…10名様

「旅なび」プレゼント

大人も満足できる情報量！
「修学旅行ガイドブック 旅なび」
…5名様

あの頃の京都って…

▶答えは左下です。

お茶席の飾りとして
使われることも。
写真提供：
京都市農林企画課

京都今昔
京の伝統野菜のひとつ
鹿ケ谷かぼちゃ
ひょうたんのようなかたちをした縦長の南瓜「鹿ケ

の津軽から持ち帰ったという南瓜の種をゆずり受

谷かぼちゃ」
。大きさは約 2 ～ 4kg、8 月中旬～

けた愛宕郡鹿ヶ谷村（現・京都市左京区鹿ヶ谷）

9 月中旬が食べごろです。日本南瓜らしい粘質を

の農家が、それを栽培したことに始まるといわれて

もつ果肉は淡白な味わいで、煮崩れしにくく出汁

います。当初は一般的な日本南瓜と同じ扁平な菊

をしっかりと吸いやすいことから煮物に適してい

型だったのが、栽培を繰り返すうちに今のような

ます。天ぷらもおすすめです。

ひょうたん型になったという話も。現在でも栽培が

ルーツは江戸時代にさかのぼります。山城国粟

続けられ、
市場にはほとんど出回っていないものの、

田村（現・京都市東山区粟田口）の農夫が旅先

百貨店や料亭などにおろされています。

・地下鉄魅力探
訪
バス
市

応募方法
トラフィカ京カード、旅なびプレゼントへのご応募は、
下
記の宛先まで（1）住所
（2）
氏名
（3）
年齢（4）
ご希望のプレ
ゼント
（5）
上記テーマへのご意見、
おふたいむへの感想を
記入して、
メールもしくははがきでお送りください。
9/14（月）当日消印有効。
※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせ
ていただきます。

市バス・地下鉄に関する、とっておきの情報をご紹介するコーナー。
洛西エリアにこのようなバス停があるのをご存知でしたか？

京都駅前と洛西バスターミナル間を走行
〒604-8823 京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内「おふたいむ」編集室宛

する73 号系統。途中で停車する「国道

☎ 075-322-3717（土・日曜、祝日休業）
fax 075-322-3719
e-mail hidemi@gold.ocn.ne.jp

塚原」は、国道 9 号線沿い、西京区に
位置するバス停です。住宅街や田んぼが
あるのどかなエリアですが、周辺の大枝塚

市バス・地下鉄に関するお問い合わせは

答え

問１ ア

原一帯は筍の産地としても有名。えぐみが

下記の市バス・地下鉄案内所まで

少なく甘みが強い「白子筍」という最上位

ナビダイヤル

クラスの筍が生産されているそうです。

0570-666-846

問２ イ 問 3 イ 問 4 中井正清

「おふたいむ」は市バス車内、地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所などで配布しています。また、交通局HPでもご覧いただけます。

