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ご利益とパワーを授
かる

御
朱
印
め
ぐ
り

京都 の

2022 No.250

神 社 や 寺 院を 参 拝し た

金 の 箔 で彩られた
白虎の姿が勇ましい

際に
授与していただける御
朱印。
新年の幸運祈願ととも
に、
御 朱 印 めぐ りを 楽し む
のは
いかがでしょう。

「白虎おみくじ」
500円

「白虎朱印」通年授与、500 円

松尾
大社前

松尾大社

まつのおたいしゃ

京都最古級の神社のひとつで、
「酒造の神様」として
篤い信仰を集めています。古くから四神相応の地とさ
れてきた京都において、松尾大社は西を守る白虎にあ
たり、白虎をモチーフとした御朱印やおみくじが人気。
「白虎朱印」には、竹林の緑を背景に、都を守る勇猛
な霊獣・白虎が生き生きと描かれています。

京都市交通局

【凡例】

問い合わせ 時 時間 料 料金（大人1名分） 休 休日 地下 地下鉄

発行：京都市交通局 企画総務部 営業推進課

〒616-8104

桂川

松尾大社

電鉄
阪急

寅年にぴったり

通

四条
松尾
大社駅

075-871- 5016 時 9
時～ 16時（日曜、祝日
は～16時30分） 料 500
円（庭園・神像館共通）
休 無休
京都駅前か
ら 市バ 28または 地下 四
条駅（ 四条烏丸）から
市バ 29 松尾大社前下
車すぐ

市バ 市バス

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲載内容は変更となる場合
があります。
お出かけにつきましては、政府および各都道府県知事から発出されて
いる対処方針等へご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

バス停 JRバス 西日本JRバス ＪＲ JR線 近鉄 近鉄

京都市右京区太秦下刑部町12番地

阪急 阪急電鉄

075-863-5056

京阪 京阪電車

FAX 075-863-5069

嵐電 嵐電

叡電 叡山電鉄

京都市交通局

検索

御朱印も個性豊か

城南宮

地下鉄烏丸線

の風物詩。
力強い
「ゑびす神」
の墨書や、
めで“鯛”朱印があしらわれた存在感
のある御朱印にも注目です。

075-525-0005 時 9時～
17時（御朱印受付は～16
時30分） 料 参拝自由
休 無休
地下 四条駅
（ 四
条烏丸）
から 市バ 201・203・
207・11・12・46 四条京
阪前下車、徒歩約5分

京都の南方に創建されました。物事

が始まる正月（1月）
・伸び行く5月・
しょう ご

く

実を結ぶ9月にお参りする「正 五 九

参り」限定の御朱印があり、その年
の干支と、太陽・月・星を表す三光
の紋が押印されています。

城南宮

近鉄京都線

日ゑびす大祭（初ゑびす）
」は京都の1月

建仁寺

平 安 遷 都の際、国の守 護 神として

城南宮東口

大ゑびすのひとつ。商売繁盛を願う
「十

京都
ゑびす神社

卍

「えべっさん」
の名で親しまれる日本三

四条
京阪前

大和大路
通

きょうとえびすじんじゃ

河原
町通

四条通

京
祇園 阪電車
四条
駅 鴨川

阪急電鉄
京都河原町駅

南座

京都ゑびす神社

京都南
IC

城南宮

名

じょうなんぐう

新春に社寺めぐりへ

竹田駅

第二京阪道路

道路

速
神高

コ

伏見五福めぐり
ふしみごふくめぐり

075-623-0846 時 参拝自由
（神苑は9時～16時） 料 神苑
800円 休 無休 地下 竹田駅
下車、徒歩約15分、または
竹田駅西口から 市バ 南1・南2・
特南2・南3 城南宮東口下車、
徒歩約3分、または 京都駅
八条口から 市バ 19 城南宮下
車、徒歩約2分

075-611-0559（御香宮内洛南保勝会）

名水と酒蔵のまち・伏見を代表する五社寺を参拝する

「伏見五福めぐり」
。御香宮神社、長建寺、藤森神社、
大黒寺、乃木神社をお参りして御朱印を集めると、最後

の社寺で干支の土鈴が授与されます（先着2,000名）
。

ト

【御香宮神社】 竹田駅東口から 市バ 南8
御香宮前下車すぐ 【長建寺】 竹田駅東
口から 市バ 81・南5・南8または 竹田駅
西口から 市バ 南3 中書島下車、徒歩約3
分 【藤森神社】 竹田駅東口から 市バ 南
8・臨南5 藤森神社前下車すぐ 【大黒寺】
竹田駅東口から 市バ 南8 板橋下車、徒
歩約8分 【乃木神社】 竹田駅東口から
市バ 南8 御香宮前下車、徒歩約12分

チ

カ

通信
京都駅

四条駅

御香宮神社の表門

十日ゑびす大祭（1月8日～ 12日）
「京都ゑびす神社御朱印」通年授与、
300円 ※御朱印は2020年のもの

かわいい干支
の
デザインが
福を呼ぶ

平安後期の建築様式を今に伝える本殿
「正五九参り限定御朱印（正月）」1月授与、
300円 ※御朱印は2021年のもの

干支があしらわれた
おめでたい御朱印

縁起のよい鯛に
あやかろう

京都五社めぐり

正式に国指定名勝となったことを記念し、
らい こう

いんじょう

引接」が授与されています。

公父子を祀る通称“ 萩の宮”
。境内の

「染井の水」は京の三名水のひとつに

数えられています。季節ごとの御朱印

が人気を呼び、
なかでも最近の注目は

「アマビエ御朱印」
。愛らしいアマビエ

府立医大
病院前
京都
御苑

075-211-0885 時 9時～ 17
時 料 参拝自由 休 無休
京都駅前から 市バ 205・4・
17または 地下 四条駅（ 四条
烏丸）から 市バ 3 府立医大
病院前下車、徒歩約3分

に悪疫退散を祈願しましょう。

京都御苑の東側に鎮座する
「アマビエ御朱印」通年授与、500円

江戸初期に作庭された方丈庭園
「来迎引接」2022年3月31日までの授与、
300円

かわいいアマビエが
御朱印に

方丈庭園
国指定名勝記念

の五社（上賀茂神社・八坂神社・城南宮・

印だったという御朱印。寺院名や本尊名に加
え、宗派の教えによる言葉が書かれているこ
ともあり、各派に特色があります。意味を調
べてみるのも興味深くおすすめです。
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納経の証・御朱印が神仏習合により神社にも

引き継がれました。
「慎んで拝みました」を意

味する「奉拝」が寺院同様に記されており、山
手の社では「登拝」と書くことも。神紋の朱印

が押されることも多いです。

※価格はすべて税込。
※営業時間は変更となる可能性があります。
詳しくは、店舗にお問い合わせください。

松尾大社・平安神宮）へ、初詣を兼ねて

訪れましょう。すべての御朱印を集めた
場合には、最後の社寺で満願記念品の
しおりを授与していただけます。

京都観光には欠かせない

『地下鉄・バス1日券』
市バス・地下鉄の時刻表・

通年授与、色紙初穂料1,000円、朱印料各300円

満願記念品のしおり

路線図、地下鉄・バス

【上賀茂神社】 京都駅前から 市バ 4 上賀茂神社前または
市バ 9 上賀茂御薗橋下車、徒歩約3分 【八坂神社】 京都
駅前から 市バ 206・86 祇園下車すぐ 【城南宮】
【松尾大社】
前述のアクセス参照 【平安神宮】 京都駅前から 市バ 5
岡崎公園 美術館･平安神宮前下車、徒歩約5分、または
地下 東山駅下車、徒歩約10分

1日券HPはこちら
地下鉄と
市バスをうまく
組み合せて
効率良く移動
しましょう！

大人 1,100円

変わりダネ！？バスめぐりも
スルッとKANSAI

もとは写経を仏様に納めた時に授与する納経

【四条烏丸店】
075-342-3577 時 7時30分～ 22時
【コトチカ京都店】
075-353-3305 時 7時～ 22時30分

075-623-0846（城南宮）

感じる
京の歴史を
の
四神ゆかり
五社詣で

2022年3月まで特別な御朱印「来 迎

075-531-2111 時 9時～
16時 料 500円（ 方丈 庭
園・友禅苑共通） 休 無休
京都駅前から 市バ 206・
86 知恩院前下車、徒歩
約5分、または 地下 東 山
駅下車、徒歩約8分

さねとみ

冷凍していない国産豚肉を100％使用
し、ソーセージの本場であるドイツの
伝統製法に従って作られています。

方角を司る四神に守られた平安京ゆかり
鴨川

物が並びます。2021年に方丈庭園が

八坂神社

さんじょうさねつむ

明治維新で活躍した三條実万公・実美

きょうとごしゃめぐり
府立医科大
附属病院

は御影堂や三門、大方丈など見事な建造

知恩院

なしのきじんじゃ

卍

により壮大な伽藍が形成され、境内に

知恩院前

東大路通

浄土宗の総本山。徳川家康公らの外護

梨木神社

廬山寺

ちおんいん

河原町通

三条通
地下鉄東西線

梨木神社

東山駅

寺町通

知恩院

成城石井自家製ポークウィンナー
（化学調味料不使用）
453円

1月1日～ 15日（伏見五福めぐり開催期間）の授与、色紙初穂料1,000円、
朱印料各300円 ※御朱印は2021年のもの

参加バス社局でバス印帳をご購入いただき、各バス社局

の指定場所にて記帳料をお支払いいただくと「バス印」を
記帳します。参加17社局すべての記帳を終えたバス印帳

詳しくはこちら

をお持ちいただくと、社局ごとにコンプリート特典を受け

られます（すでに特典が終了している社局もあります）
。
開催期間 2021年4月2日（金）～ 2022年3月31日（木）まで
バス印帳販売価格 2,000円（税込）
京都市交通局ではバス印帳販売・記帳とも北大路案内所で取り扱いしています。

バス印帳記帳料

300円（税込）
御朱印帳のバス版
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Subway Therapyを京都市役所前駅で実施中！
～烏丸御池界わいを中心にコロナ禍の癒しを～

自分の悩みや願いを付箋に貼って表現し、だれかと共有することで
不安やストレスをやわらげる取組で、アメリカ・ニューヨーク発の
アートプロジェクト。誰かのひと時に変化をもたらし彩りを与えら
れるような空間を地下鉄駅に。
テーマ

今、またはアフターコロナに、地下鉄・
バスに乗っていきたいところは？

場

京都市役所前駅 改札外

所

付箋紙とペンを用意していますので
想いを書いて壁に貼り付けてくださいネ

あの頃の
京都って…

平安京の時代から

サブウェイ・セラピー

四 神 が守護する京の都

S & TOPICS
NEW

701年創建と
伝わる
松尾大社

し じん そう おう

今から遡ること約1200年、平安京は
「四神相応の地」に造
げん ぶ

営されました。
「四神相応の地」
とは、方角を司る四神、玄武
そ う りゅう

す ざく

びゃっ こ

初 詣 にも！

（北）
・蒼龍（東）
・朱雀（南）
・白虎（西）が守護する土地のこ

市バスの環境定期券制度をご利用ください

とで、風水において好適地とされるその地に住むと、長く繁

～お財布にも！環境にも優しい～

土日・祝日、年末年始（12月29日から1月3日）などに市バスに乗車

される場合、市バスの通勤定期券をお持ちのご

本人と一緒に市バスに乗車されるご家族の運賃

栄すると考えられてきました。具体的には北に高くそびえる
山、南に広く開けた湖沼、東に清く流れる川、そして西には
大きな道が続くという自然豊かな土地を指し、これらの条件

が、大人は100円、小児は50円になる制度です。

を満たした京都にかつての都が誕生したのです。

※同居のご家族に限ります。 ※お支払いは現金に限ります。

市バス・地下鉄を
ご利用の皆様へ

めざせ
京都通

京都検定に 挑戦！

問1 正月を祝うお節料理の中

で重要な料理を「三種」とい

う。京都で
「三種」
といえば、
ご

まめ、たたき牛蒡とあと一つ
はどれか。

（3級）

ア 数の子

イ にらみ鯛

ウ 丸小餅

エ 七草粥

問2 中国の都城制にならって

平安京で採用された、碁盤目
状の都市区画制度は何か。

（2級）

ア 郡県制

イ 条里制

ウ 班田制

エ 条坊制

問3 四条寺町の御旅所に隣接

する八坂神社の境外末社で、

「誓文払い」の神として信仰さ
れている神社はどこか。

（1級）

※本問題は「京都・観光文化検定試験」第
16回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。
▶答えは左下です。

2022 年も引き続き、
「おふたいむ」

は市バス・地下鉄や京都に関する情

報をお届けしていきます。これからも

「おふたいむ」
をよろしくお願いします！
4月のテーマを大募集！！
京都市の春について、あなたのおす

すめの場所や好きな行事、あわせて

プレゼント
地下鉄・バス1日券

地下鉄・市バスで効率よく
市内を巡ろう！…8名様

旅なび

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

立ち寄りたい飲食店などご意見をお

〒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

つくってくれる情報を、お待ちして

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

送りください。おふたいむを一緒に

います！

地下鉄・バス1日券、旅なびプレゼントへ
のご応募は、右記の宛先まで（1）住所（2）
氏名（3）年齢（4）ご希望のプレゼント（5）

※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。

京都市交通局公式SNSも要チェック！
Twitter

を記入して、メールもしくははがきでお送
りください。1/13（木）当日消印有効。
市バス・地下鉄のご利用に関するお問い合わせは、ナビダイヤル
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答え 問１ ア 問 2 エ 問 3 冠者殿社

Instagram

上記テーマへのご意見、おふたいむへの感想

0570-666-846

「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。

