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アクセスが便利に

青もみじ のの
高雄エリアへ
「神護寺」の金堂

今春、西日本 J R バスとの連携により、
高雄地域がバス均一運賃区間になるなど

「夏季限定御朱印」500円
睡蓮はご住職の手彫り。
7月1日から8月末までの予定。
さ

ん

利便性がアップしました！ 高雄地域は
風情ある寺社が点在しているエリアです。

び

まずは高雄三尾めぐり
高雄山 神護寺

毘沙門堂、
五大堂
たかおさん じんごじ
わ けの きよ

奈良時代末期～平安時代初期の廷臣・和気清
ま

ろ

麻呂により建立された真言宗の寺院。緑豊か
な境内は約20万㎡にも及び、境内奥の地蔵院

平安時 代に空海が14年間住
持した古刹。夏には境内一円
の青もみじも楽しむことがで
きます。
（神護寺 広報担当）

きん うん けい

からは清滝川が流れる錦雲渓の絶景を望めま
す。厄除けの願いを込めて素焼きの皿を投げ
る「かわらけ投げ」の発祥の地ともいわれ、今
でもその風習は続いています。

075-861-1769
9時～16時 料 600円 休 無休
地下 四条駅
（ 四条烏丸）
から 市バ 8 高雄下車、
徒歩約20分。または 地下 京都駅
（ 京都駅前）
から JRバス 高雄・京北線 高雄下車、徒歩約20分
時

※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。
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〒616-8104

市バ 市バス

バス停 JRバス 西日本JRバス ＪＲ JR線 近鉄 近鉄
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阪急 阪急電鉄
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FAX 075-863-5069

嵐電 嵐電

叡電 叡山電鉄
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検索

高 雄 地 域へは 便 利な市バス・西日本
利な 市バス・西日本 J R バスで
バスで！
「バス一日券」が
高雄地域でも利用可能に

市バス8号系統が
栂ノ尾まで延伸

これまで最大530円だった高雄

「バス一日券」が新たに高雄地域でも利用可能

「 高雄」
までの運行であった市バス

地域（ 栂ノ尾）～京都駅・四条駅

になりました。また、
「バス一日券」
、
「地下鉄・

8号系統を延伸し、新たに「

間の運賃が市バス・西日本JRバス

バス一日券」で西日本JRバスにも乗車できる

ノ尾」と「 栂ノ尾」を設置。高雄

ともに一律230円になりました。

ようになりました（京都駅前～栂ノ尾間）
。

地域への交通利便性がアップ。

槇

きれいやなぁ〜

高雄地域が
バス均一運賃区間に

こちらも名所

075-871-2084
10時～16時
（受付は～15時30分）
料 参拝自由
休 無休
地下 四条駅
（ 四条烏丸）か
ら 市バ 8 平岡八幡前下車、
徒歩約3分。
または 地下 京都駅（ 京都駅
前）
から JRバス 高雄・京北線 平
岡八幡前下車、徒歩約3分
秋の紅葉が有名だが
緑の時期も良い

四条烏丸から
一本で行ける

平岡八幡宮

京北地域へ
常照皇寺

時

京北地域

高雄地域

もう少し
足を伸ばして

じょうしょうこうじ
こう ごん

光 厳 法皇によって1362年に開かれ、歴代天皇の
帰依を得た皇室ゆかりの禅宗寺院。門前には大堰川
（桂川）が流れ、周辺を山々に囲まれた自然豊かな
場所にあります。夏ならではの青々としたもみじや
苔、風情ある茅葺きの方丈など見どころ多数です。
075-853-0003 時 9時～16時 料 志納
（500円程） 休 無休
京都駅（ 京都駅前）から JRバス 高雄・京北線 周山下車、京北ふるさと
バスに乗り換え 山国御陵前下車、
徒歩約10分 ※京北地域では、
「バス一日券」
や
「地下鉄・バス一日券」はご利用いただけません。
地下

ひらおかはちまんぐう

809年、
弘法大師が大分県にある宇佐八幡宮
から勧請し、神護寺の守護神として創建。

コ

ト

チ

カ

通信

弘法大師自ら描いた僧形八幡神像を御神体
としています。古くからもみじの名所とし
ても知られ、室町時代には初代将軍・足利
尊氏や3代・義満がよく参拝や紅葉狩りに

市内では数少ない切妻造の本殿

訪れたという話もあります。

高雄エリアへ の
アクセスにも便利！

大龍寺
だいりゅうじ

す

さ

こだわりの商品を多数取り揃えています♪

AYANOKOJI
大晦日の晩に
のみ撞かれる
梵鐘

京都駅

表と裏のユニークな絵柄が可愛らしい、丸いミニ
財布。かさ張らないスマートさと、取り外しできる
革ヒモが持ち歩きに便利です。
075-342-2020

1586年、都に疫病が流行した際に然誉上人が
う

夏の新作アイテム登場

時

10時～ 20時

ま みょう おう

烏 樞 沙 摩 明 王 を祀ったことが興り。烏樞沙摩
明王はこの世の一切の汚れを焼き尽くす功徳を
地下鉄・バス一日券

槙尾山 西明寺

烏樞 沙摩明王を祀る
「うすさま堂」

目の前に
が
じ
み
青も
石水院
宝
国
る
広が

まきのおさん さいみょうじ

天長年間（824 ～834年）
、空海の
ち せん

弟子・智 泉 が神護寺の別院として
創建。現在の本堂は1700年に5代

ご利益のほか、穢れを浄化する意味合いから
トイレの神様としての信仰もあります。

バス一日券

梵鐘は毎日朝夕に
打ち鳴らされる

持つと伝わる神様で、安産守護、下半身の健康の
075-881-1121 時 9時～16時
参拝自由 休 無休
地下 四条 駅
（ 四条 烏丸 ）から
市バ 8 高 雄 病院 前 下車、徒 歩
約5分。または 地下 京都駅（ 京
都駅前）から JRバス 高雄・京北線
高雄病院前下車、徒歩約5分
料

まつりシリーズ 丸型がま口財布
2,310円

※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、各店舗にお問い合わせください。

将軍 綱吉の母・桂昌院の寄進により
再興されたもので、御本尊に「釈迦

歌舞伎役者・2代目中村鴈次郎
が奉納した木彫りの河童

如来像」を祀ります。
紅葉の名所として知
られ、夏は境内一帯

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。

に広がる青もみじが
見事です。
075-861-1770
9時～17時
料 500円
休 無休
地下 四条駅
（ 四条烏丸）
から
市バ 8 槇ノ尾下車、徒歩約5分
または 地下 京都 駅（ 京都 駅
前）から JRバス 高雄・京北線 槇
ノ尾下車、徒歩約5分

栂尾山 高山寺

時

静かで
落ち着く…
2

とがのおさん こうさんじ
みょう え

774年に創建し神護寺の別院であったのが、1206年明恵上人

熱中症に
も
ご注意を
！

が後鳥羽上皇より帰依を得て「高山寺」と改称して再興。
国宝「鳥獣人物戯画」を所蔵することで知られる寺院（複製を
常時公開）
。実は宋から伝わったお茶を日本ではじめて栽培した、
お茶の発祥地でもあります。
075-861-4204 時 8時30分～17時 料 参拝自由（石水院800円） 休 無休
四条駅（ 四条烏丸）
から 市バ 8 栂ノ尾下車すぐ。または 地下 京都駅
（ 京都駅前）
から
JRバス 高雄・京北線 栂ノ尾下車すぐ
地下

本堂より古く江戸時代前期に移築された客殿

3

NEWS & TOPICS
市バス・地下鉄の各種割引乗車券等の抜本的見直しを行います
令和3年

一日券類の価格が変わります！
乗車券

9 月 30 日までの価格

10月1日

10 月 1 日からの新価格

バス一日券

600円（300円）

700円（350円）

地下鉄一日券

600円（300円）

800円（400円）

地下鉄・バス一日券

900円（450円）

1,100円（550円）

地下鉄・バス二日券

1,700円（850円）

廃止
※（

旧券の取扱い
令和3年9月末
まで発売
※1
※2

）は小児券

交換場所 市バス・地下鉄案内所、定期券発売所

令和9年3月末
まで新券交換可※2

令和4年3月末
まで利用可※1

利用期限内の払戻しには手数料（200円）が必要。
旧券と差額現金お支払い→新券に交換可能（手数料不要）。
令和4年3月31日に使用開始した場合、令
和4年4月1日は利用不可。新券と交換す
る場合は、地下鉄・バス一日券2枚と交換。

京都観光一日（二日）乗車券の
利用期限は令和4年3月末までです！

3月31日
利用期限

令和4年

令和4年4月1日以降はご利用いただけ
ませんのでご注意ください！！
※新券との交換及び払戻しは、発売終了当
時
（平成30年3月）にお知らせしたとおり平成
31年3月末で終了しているため、行いません。

トラフィカ京カード、
昼間回数券の発売を終了します！

令 和4年3月31日に使 用開始した
場合、令和4年4月1日は利用不可。

9月30日
発売終了

令和3年

令和5年4月1日に、各種割引乗車券等を廃止し、市民を中心とした利用頻度の高い
方を優遇するポイントサービスへの転換を図ります。このポイントサービスの導入に
先立ち、トラフィカ京カード及び昼間回数券の発売を終了します。

発売終了後の取扱い

払戻し場所 市バス・地下鉄案内所
定期券発売所（地下鉄昼間回数券は地下鉄各駅のみ）

●トラフィカ京カード、バス昼間回数券

令和3年9月末
まで発売

令和5年3月末
まで利用可

令和10年3月末まで
払戻し可（手数料不要）

・トラフィカ京カードは、利用期限内の払戻し不可。
・バス昼間回数券の払戻しを利用期限内にする場合、手数料
（200円）が必要。
●地下鉄昼間回数券

利用期限 発売日の翌月から3箇月目の末日まで

払 戻 し 利用期限内は手数料（200円）が必要（利用期限後の

払戻し不可）

詳細については、京都市交通局ホームページをご覧ください。
【問合せ】京都市交通局

めざせ
京都通

京都検定に 挑戦！

京ことばの
「ハンナリ」
と
はどういう意味か。 （3級）
問1

ア 野暮ったい イ 上品で明るい
ウ つまらない エ ゆっくりと

日本最初の公立の美術
学校である京都府画学校の
創立を建議し、竹内栖鳳や
上村松園といった画家を育
てた人物は誰か。
（2級）

京扇子の一種で、
畳んで
も先端が広がる形状をしてお
り、
儀礼での必需品として主
に寺院で大切に扱われるもの
は何か。
（1級）
問3

イ 横山華山

ウ 幸野楳嶺

エ 中村大三郎

※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。

075-863-5022

最近はフルーツがたくさん乗った
おしゃれ なかき氷も多いですが、
昔ながらのシロップをかけただけの
かき氷も良いものです。
秋のテーマを大募集！！
「京都市の秋」に関する、あなたの
おすすめの場所や「こんな情報知り
たい！」というご意見をお送りくだ
さい。おふたいむを一緒につくって

問2

ア 浅井忠

企画総務部営業調査課

プレゼント
京都市交通局オリジナル
「とことこ都くん」
プルバックで動く可愛い
ぬいぐるみです。…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
〒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

くれる情報を、お待ちしています！

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

京都市交通局オリジナルグッズ、旅なび

※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。

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）
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。8/10（火）当日

京都市交通局公式SNSも要チェック！
Twitter

答え 問１ イ 問 2 ウ 問 3 中啓

Instagram

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

4

FAX 075-863-5069

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。

