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緑に包まれる

私が紹介します！
東西線運輸事務所
烏丸御池駅 駅職員

藤原

奈央

1 非日常を味わう

安らぎを求めて…

癒やし のの京都

京都市内や大文字山の眺望が楽しめる

私が紹介します！

東西線運輸事務所
太秦天神川駅 駅職員

冨田

信彦

なにかと忙しい春先におすすめの、自然の多い
スポットを交通局職員がご案内！緑にふれあい
心穏やかなひとときを過ごしましょう。

茂庵 もあん
もとは大正時代、数寄者の谷川茂次郎によ
り、茶の湯を楽しむ場としてつくられた山
居。現存する当時の食堂棟がカフェとして、 時075-761-2100
茶席二棟が茶道のお稽古の場所として活用
されています。眼前に広がる緑を眺めなが
ら、季節替わりのスイーツなどをゆったり
と味わえると人気。吉田山山頂にあり、道
中はハイキングも楽しめます。

11時30分～18時（17
時LO） 休 月・火曜（祝
日の場合営業）※臨時
休業あり
京都駅前
から 市バ 5・17 浄土寺
または 銀閣寺道下車、
徒歩約15分
※マップはP2参照
当日の混雑状況は
公式HPで確認できる

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。
「茂庵」で緑を見渡しながらの贅沢なティータイム

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

市バ 市バス

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

3 緑あふれる嵐山へ

吉田山界隈へ

法然院

常寂光寺

ほうねんいん
ろく じ らい さん

鎌倉時代、法然上人が弟子とともに六時礼讃
ち、緑に囲まれた境内は静謐な空気に包まれ
かや ぶき や

ね

ています。茅葺屋根の山門や、山門を入った
びゃく さ だん

両側に盛られた白砂壇なども見どころ。

ト

じょうじゃっこうじ

チ

カ

通信

にっしん

075-771-2420 時 6時 ～
16時 料 参拝自由 休 無休
京都駅前から 市バ 5 浄土
寺下車、徒歩約10分、また
は 四条烏丸（ 地下 四条駅）
から 市バ 32 南 田 町 下 車、
徒歩約5分

を唱えたと伝わる旧跡。善気山のふもとに立

コ

慶長年間（1596 ～ 1614）に日禛上人によ

京 都 駅 南改札すぐ そ ば に

り開創した日蓮宗寺院。境内に公家・歌人の
藤原定家の小倉山荘跡と伝えられる場所があ
ることで知られるほか、モミジの名所として
ギフトや部屋に飾りやすい大きさの植物がたくさん

観葉植物専門店
LITTLE FANTASY

かんようしょくぶつせんもんてん りとる ふぁんたじー

も有名。
春には豊かな緑に包まれ癒されます。
075-861-0435 時 9時～17時（受付は
16時30分まで） 料 500円 休 無休
京都駅前から 市バ 28または 四条烏
丸（ 地下 四条駅）から 市バ 11 嵯峨小学
校前下車、徒歩約10分

常寂光寺

通

丸太町
竹林の道

天龍寺

境内からは
京都市 街を
一望できます。

大小さまざまな観葉植物が店内
にずらり。植物は室内用・屋外

2/25（金）NEW OPEN !

嵯峨
小学校前

卍

や
銀閣寺
い、
も
道 近
哲学の
ろの
見どこ
。
アで す
リ
多 いエ

嵐電
駅

嵐山

店舗イメージ

用ともに専門店ならではの充実
した品揃えで、鉢カバーなどの
銀閣寺道

茂庵

関 連 商 品 も 販 売 し て い ま す。

法然院

せに迷ったら、知識豊富なスタッ
フさんへ相談を。

緑に囲まれ心穏やか
に過ごそう
本尊阿弥陀如来坐像
を祀る本堂

東天王町

東山駅

地下鉄東西線

京都観光には欠かせない

075-752-5227 時 10時30分 ～ 16時30分
休 不定休
地下 蹴上駅から徒歩約15分、また
は 京都駅前から 市バ 5 東天王町下車すぐ

観葉植物専門店
LITTLE
FANTASY

お気に入りの植物を
探すのも楽しい♪

蹴上駅

3月下旬頃に満開となるしだれ桜

2 街中で緑にであう
花屋Noix

画像提供：環境省京都御苑管理事務所

植物から小さなポット苗まで多様な植物が
揃います。好みや予算にあわせて作ってく
れる、オーダー制の花束やアレンジメント
もおすすめ。季節の植物が暮らしを豊かに

075-203-5550
火・水・土曜 8 時～
19時、月・金曜11時～
19時、日曜・祝日8時～
17時 休 木曜
京都
駅前から 市バ 9・50 堀
川下長者町下車、徒歩
約3分
時

今出川駅
堀川通

猪熊通

下長者町通

地下鉄烏丸線

京都御苑では
3月 中 旬 ～4月
上 旬に 桃 の 花 も
見頃に！

さまざまな品種の桜約1,000本が約1か

丸太町駅
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公家の邸宅が集まっていた地が、現在は公

月にわたり順次花開きます。
075-211-6348
（
（一財）国民公園協会）
時 料 休 入苑自由
地下 今出川駅または
地下 丸太町駅から
徒歩約5分

桜は例年4月下旬
頃まで楽しめる

堀川
下長者町

かつては京都御所とその周辺一帯に宮家や

あふれる約65ヘクタールの広大な敷地で
京都御苑

派遣されておられたとか？

すでに地下鉄の運行をしていた大阪市交通局
に半年間派遣され、駅業務の研修を受けまし
た。大阪市交通局に採用された職員と同じ研
修を受けたうえで、堺筋本町駅で地下鉄の駅
業務や助役業務の経験を積みました。大阪市
は路線も多く駅数も非常に多いため、とにか
く覚えるのに必死でした。
大阪市交通局での
研修風景
（1980年2月）

されていましたか？

園として整備され憩いの場に。春には、緑
中立売通

Q2 開業にあたり、他社局へ

Q1 入局時はどのようなお仕事を

きょうとぎょえん

創業時からの秘伝のレシピでつくる代表的な
『オリジナル・グレーズド®』
を中心に、
高品質
なドーナツを提供しています。
地下鉄京都駅
をご利用の際はぜひお立ち寄りください♪
時

10時～ 21時

※営業時間は変更となる可能性があります。

あのときの地下 鉄って…？

開業 40 周年 企 画
地下 鉄

武田 芳彦

アレンジメントは
プレゼントにぴったり

大人
1,100円

発売場所 市バス・地下鉄案内所、地下鉄駅ほか

1964年に交通局に入局。市電
の車掌・運転士を経て、その後
定年までの20年以上にわたり、
地下鉄の駅運営業務などに従事。

京都御苑

花屋Noix

市バス・地下鉄の時刻表・
路線図、地下鉄・バス
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！

準備業務にも携わり、
地下鉄烏丸線開業前の
務一筋の武田さん。
理業
開業後は駅の運営や管
開始間もないころの
烏丸線開業当時や営業
。
お話をうかがいました

彩ってくれます。

やすい
ンジし
あり
チャレ
イズも
ミニサ

『地下鉄・バス1日券』

職員インタビュー

はなやのあ

生花は1本から販売、鉢植えは大きな観葉

グランドオープン
記念ボックス（6個）
価格 1,200円
（税込）
期間 2/25 ～ 3/3
数量 各日50セット

均整のとれた美しい佇まいの多宝塔
本堂は桃山城客殿を移築したものと伝わる

植物選びや植物と鉢の組み合わ

南田町

哲学
の道

白川通

浄土寺

銀閣寺
卍

市電の九条営業所に配属され、車掌を経て運
転士の仕事をしていました。市電が廃止にな
ることを受けて本局の市バス・市電の事故対
応を行う事故係に配属されました。そこから
高速鉄道開業準備室へ異動となり、その後は
地下鉄の駅業務を担当していました。
四条河原町東行
（1970年代）
同僚：東さん撮影

Q3 烏丸線開業当時のエピソードは？
地下鉄は今では6両編成ですが、開業時は4両
編成で運行していました。そのため京都駅では
朝のラッシュ時に、駅の改札口に続く階段にま
でお客様の列ができるほど、ホームにはお客様
が。車両の扉を閉めようにもなかなか扉が閉ま
らなかったので、
「扉が閉まりまーす！」と声を
かけながらお客様の背中を押したことも思い出
です。また、竹田延伸当初のころには4両編成
と６両編成を混合で運行していたので、ホーム
でのお客様の誘導も非常に大変でした。

Q4 印象的な出来事は？
祇園祭の巡行の日の四条駅での業務ですね。
改札機が連続使用でモーターが熱をもったた
め動かなくなり、大変困りました。モーター部
分を水で濡らしたぞうきんで無理やり冷やした
り、帽子に切符を直接入れてもらったりして対
応しました（笑）。その時はホームへの入場規
制では追いつかず、隣の五条駅や御池駅での
降車のご案内をしたこともありました。

Q5 駅の運営でいちばん大切なことは？
やはり、安全に気持ちよく利用してもらうこと
だと思います。合わせて、親切・丁寧な対応
をすることも大切だと思います。駅窓口に来
られた方には、まずはお話を聞く姿勢を大切
に。現場で解決できることは、極力現場で解
決できるように心がけていました。

Q6 地下鉄の運行に従事する職員へひとこと
毎日の勤務、本当にご苦労様です。新型コロ
ナウイルス感染症で、日々の業務に神経を使
うことも増えているかと思います。お客様の
数も減っており、今は大変な状況ですが、こ
こ一番、市民の足を守るべく頑張ってほしい
と思います。
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京の冬の旅
デジタルスタンプラリー

公民連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」

電照広告の空き枠を使った地下鉄の賑わい創出
この度、公益財団法人京都伝統伎

第56回「京の冬の旅」の「非公開文化財特別公開」箇所をは

芸振興財団様からの連携提案のも

じめ、観光地、寺社、店舗などのスポットを公共交通機関

と、京の花街のおもてなし文化が

で快適・便利に周遊することができるデジタルスタンプラ

日本遺産候補地域認定されたこ

リーです。3つのスタンプを

とを受けたＰＲ活動の一環として、

集めると抽選で計36名様に

地下鉄駅の電照広告枠にPR広告

素敵な賞品が当たります。

を掲出し、駅賑わい創出

期間 開催中～ 3月18日
（金）

とおもてなし文化継承の

生活移動ナビアプリ

機運醸成につながる取

参加 『WESTER』の
方法 「おトクにGO」から

組みを実施します。

ご参加ください

（ビジュアルはイメージです。）

掲出期間

令和4年 2 月 4 日（金）～令和 5年 3 月頃（予定）

実施場所

烏丸御池駅、四条駅、京都駅

詳しくは

京の冬の旅

検索

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 赤貝ととり貝のてっぱ

いや、ばら寿司、引千切、菱
餅、白酒などで祝う行事は
何か。

（3級）

ア 節分祭

イ 雛祭り

ウ 祇園祭

エ 瑞饋祭

問2 舞妓が芸妓になる前の

約2週間しか見ることがで

きない髪型は何か。（2級）
ア 奴島田

イ 先笄

ウ 割れしのぶ

エ おふく

問3「月はおぼろに東山」
で

始まる歌詞の碑が円山公園

にあり、舞妓の舞でもおな
じみの歌の題目は何か。

（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。

幼少期はありがたみに気づかなかったひ

なまつり人形。いま見ると細かい造形が

かわいくて見入ってしまいます。キャラ

クターモノのひな人形も、また違ったか
わいさがありますね。

6月のテーマを大募集！！
2022年はおかげさまで京都市の公営交

通110周年！市電や市バス・地下鉄に関

するあなたの思い出や知りたいことなど

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
〒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

ご意見をお送りください。
お送りいただい

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

交通局公式SNSなどで紹介する場合が

※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。

た思い出などは、
適宜編集のうえ、
本誌や

あります
（お名前の掲載はいたしません）
。
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）

京都市交通局公式SNSも要チェック！
Twitter

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。3/14（月）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 イ 問 2 イ 問 3 祇園小唄

Instagram

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。

