


2



3



 住所   電話番号（市外局番“075-”省略）   FAX番号（市外局番“075-”省略）    Eメール   電車の最寄駅   バスの最寄停留所   展示企画   体験企画   休みを除く開催期間   実施日 

1月  22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）　 2月  1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 9（日） 10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 

暮らしを感じる施設

漢検 漢字博物館・図書館
かんけん  かんじはくぶつかん・としょかん

1
E

東山区 園町南側551 757-8686 京阪：
祇園四条駅から5分 市バス：祗園すぐ

触れる・学ぶ・楽
しむ 展 示を通し
て，いくつもの驚
きや発 見を生み
出す体験型ミュー
ジアムです。日本
の漢字文化を世
界へと発信し，「漢字って面白い！」と感じる人
が増えるよう，未来につながる知的好奇心を
刺激します。

全日 月曜（祝日の場合は翌平日） 9：30〜
17：00（入館16：30まで） 一般800円，高・大学生
500円，小・中学生300円※障がい者は無料※親子
割引，団体割引等あり 団体のみ必要 電話他

企画展「カンジ・ムジカ」－春と愛と漢字
に溺れる，音とアートの企画展（「見ること」

「聞くこと」を通して漢字を感じるアート
な企画展です）

展示

土・日曜 午前・午後各1回 館内 種類によ
り異なる 各回10名程度 300円（別途入館料
が必要） 当日先着順 詳細はホームページを
ご覧ください

各種ワークショップ（粘土・アイロンビー
ズ・消しゴムハンコ・瓦当拓本など）

体験

右京区西院笠目町6京都外国語大学第二分館
10号館3，4階 864-8741 嵐電：天神川駅，
地下鉄：太秦天神川駅から7分

建学の精神「言語
を通して世 界 の
平和を」に基づき，
博物館活動を通
した国 際 理 解の
深化を目的として
1991年に開館。
イスラム文化や中南米の民俗資料のほか，新
収蔵品であるアンデスの美術工芸品などを展
示しています。

京都外国語大学 国際文化資料館
きょうとがいこくごだいがく　こくさいぶんかしりょうかん2 A

2月17日～3月21日 日曜，祝日 10：00〜
17：00（入館16：30まで） 無料

国際文化資料館新収蔵品展展示

図書館機能と博
物館機能を兼ね
備えたマンガの総
合博物館。元小
学校の建物を改
修した施設に，マ
ンガ 資 料など約
30万点所蔵。うち5万冊は，総延長200mに
わたる書架「マンガの壁」に開架。自由に手に
取り読むことができる。

3
C

京都国際マンガミュージアム
きょうとこくさいまんがみゅーじあむ

中京区烏丸通御池上ル 254-7414 地下
鉄：烏丸御池駅から2分

～3月15日 水曜,2月6日 10：00〜18：00
（入館17：30まで） 一般・大学生800円，中・高

校生300円，小学生100円

「地球環境とマンガ」展～未来の担い手が
描く持続可能な世界

展示

平安時代から現
代までの京 都の
町 づくりの 歴 史
を，模型や映像，
パネル等で展示し
ています。また，
安土桃山から江
戸時代の京の市街と郊外の風俗を描いたとさ
れる洛中洛外図屏風の実物大複製パネルを
地下1階で展示しています。

京都市景観・まちづくりセンター
きょうとしけいかん・まちづくりせんたー 

下京区西木屋町通上ノ口上ル梅湊町83-1「ひ
と・まち交流館京都」地下1階 354-8701 地
下鉄：五条駅から10分 市バス：河原町正面すぐ

4
A

全日 毎月第3火曜日 9：00〜21：30（日曜・
祝日は17：00まで） 無料

「ミニチュアハウスと紙彩画による
着物づくりと京町屋」展

展示

kokoka京都市国際交流会館
ここかきょうとしこくさいこうりゅうかいかん

京都の国際交流･
多文化共生の拠
点として，世界の
文化を体験するイ
ベントや講座，企
画 展 示などを実
施しています。常
設展では京都市の姉妹都市及びパートナーシ
ティーを紹介する，写真パネルや工芸品等を
展示しています。

左京区粟田口鳥居町2-1 752-3010 地
下鉄：蹴上駅から6分

5
D

2月1～28日 月曜（休日の場合は翌日），2月
18日 9：30〜20：30（入館20：00まで） 無料

京都につながる世界歴史都市絵本展
「イランの歴史都市」

展示

6 A

災害の疑似体験
を通じて，防災に
関する知識や技術
を身に着けていた
だき，防災行動力
を向上してくださ
い。館内には，「地震体験室」や「強風体験室」
のほか，自由体験コーナーなどがあります。

南区西九条菅田町7番地 662-1849 近
鉄：十条駅から8分

京都市市民防災センター
きょうとししみんぼうさいせんたー

①全日②（中京区・下京区の応募作品展示）2月
1，2日，（右京区の応募作品展示）2月８，9日 

月曜，第2火曜日 9：00〜17：00（入館16：00
まで）  無料

①常設展②園児の描く消防の図画展示会展示

7 B

1781年創業の造
り酒 屋の酒 蔵や
酒造道具・古文書
などを保存した博
物館で，洛中の
商 家である旧堀
野家本宅も見学できます。国の登録有形文化
財であり，中庭にある「桃の井」は酒造りに使
用された名水で試飲頂けます。

キンシ正宗 堀野記念館
きんしまさむね ほりのきねんかん

中京区堺町通二条上ル亀屋町 172 223-
2072  地下鉄：丸太町駅から7分

全日 火・水曜 11：00〜17：00（入館16：30
まで） 一般500円

常設展示展示

8
B

明治 18年呉服商
としての店舗およ
び住居として建て
られました。国の
登録有形文化財。
京都市景観重要建
造物に指定されている。代々受け継がれた商家
のしきたりや暮らしのあり様に触れて頂けます。

上京区大宮通一条上ル 432-6701 432-
6702 info@tondaya.co.jp 市バス：一条戻
橋・晴明神社前から3分

西陣くらしの美術館 冨田屋
にしじんくらしのびじゅつかん　とんだや

全日 なし 9：00〜18：00（入館17：00まで） 
一般1,100円 必要  電話，FAX,メール 
所要時間20分程度

町屋見学展示

全日 9：00〜18：00（入館17：00まで） 館内 
6歳以上 50名 2,200円 必要 電話，FAX,

メール 茶道，着物，書道，折紙，華道体験他多数
あります。お問い合わせください。伝統弁当あり。

町屋見学＋しきたりの話体験
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 休み   開館時間・実施時間   入館料・参加費   実施場所   対象   定員   事前申込   申込方法  その他，備考  ※      等は，すべて第24回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。

21（金） 22（土） 23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）　 3月  1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

全日 日曜，祝日 10：00〜16：00 中学生
以上500円，小学生300円

常設展展示

9 C

ブリキ玩具人形，
企業キャラクター，
レトロな品物，ミ
ニカー，古い織物
など約3,000点を
展示・販売してい
ます。また，人形
供養や上記の品々の寄贈も受け付けています。
http://kyoto-tintoy.jp/

下京区四条堀川南側バス停前 223-2146 
阪急：大宮駅から3分

ブリキのおもちゃと人形博物館
ぶりきのおもちゃとにんぎょうはくぶつかん

自然と科学を楽しむ施設

10 A

西京区御陵北大枝山町1-100 332-4610  
市バス：桂坂小学校前から5分

自然に恵まれた野鳥遊園では，これまで非常
に多くの野鳥が観測されています。敷地内の
観鳥楼では目の前にやってくる野鳥の観察も！
また春には山桜，秋には紅葉など四季折々に
楽しめる草木も見どころ。

桂坂野鳥遊園
かつらざかやちょうゆうえん

①2月23日②3月1日  ①10：00〜12：00
②10：00〜14：00 桂坂野鳥遊園ものづくり
体験館 幼児・小学生とその保護者 各30名 

①700円②1,000円 必要  電話（090-
7884-2001）

①しいたけ栽培 ②雛団子作り体験

上京区京都御苑3 211-6348 地下鉄：丸
太町駅から5分 市バス：烏丸丸太町から5分

日本唯一の公家
町跡は，蛤御門・
土御門第跡・近衞
邸跡など，平安時
代〜幕末の歴史縁
の地であり，樹齢
100年を超す巨木や野鳥なども観察できる国
民公園。閑院宮邸跡収納展示館には，歴史
や自然に関する解説スタッフが常駐。

京都御苑
きょうとぎょえん

11
B

全日 京都御苑は無休，閑院宮邸跡収納展示
館は月曜（祝日を除く） 9：00〜16：30（入館
16：00まで） 無料

公家町跡の歴史と自然展示

  

見て・触れて・感
じる体験型のエコ
展示を通して，地
球規模での環境
問 題 から，京 都
ならではのエコロ
ジーの知恵まで学ぶことができます。環境に
関する雑誌や絵本などの図書，映像資料等も
充実しています。イベントも多数開催。

京エコロジーセンター
みやこえころじーせんたー12 A

伏見区深草池ノ内町13 641-0911 641-
0912 京阪：藤森駅から5分，近鉄：竹田駅から
12分 市バス：青少年科学センター前から2分

全日 木曜（祝日の場合は翌平日） 9：00〜
17：00 無料

企画展示「海でつながる世界の環境展
～SDGsと海洋環境～」

展示

2月29日 ①10：00〜11：30②14：00〜16：00 
館内 ②のみ小学3年生〜中学生（小学生

以下は要保護者同伴） ①先着20名②先着
15名 ①無料②200円 必要 電話，FAX，
HP(https://www.miyako-eco.jp/event/）

イベント
「深海魚ミズウオから学ぼう海の環境問題！」

体験

京都市青少年科学センター
きょうとしせいしょうねんかがくせんたー

13
A

伏見区深草池ノ内町13 642-1601 京阪：
藤森駅から5分，地下鉄・近鉄：竹田駅から15分

「ティラノサウルス」
「みらい地球儀」
など大 迫力の体
験型の展示品を
通して楽しみなが
ら理科・科学を学
べます。「チョウの
家」や乳幼児向けの「親子ふれあいサイエンス
ルーム」も人気です。

自然のふしぎ・科学のおもしろ体験展示

全日 木曜 9：00〜17：00（入館16：30まで）
一般・大学生520円，中・高校生200円，小学生

100円※土・日曜は，京都市内に住所又は通学先
を有する小・中・高・総合支援学校・民族学校の児
童・生徒の入場料は無料

2月2日 10：00〜16：00 同館及び京エコ
ロジーセンター 無料※入館料は別途必要（京
エコロジーセンターの入館料は無料）

科博連サイエンスフェスティバル体験

京都市動物園
きょうとしどうぶつえん

14
D

左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内 771-
0210 市バス：岡崎公園 動物園前から2分

平成 27年秋に再
整備工事を終えグ
ランドオープン。
現在は約 120種
を飼育しており，
それぞれの生態を
活かした展示方法
で，動物たちのいきいきした姿を観察できます。

「近くて楽しい動物園」をご堪能ください。

①ごはんですよ～　②サルのお勉強
③飼育員のお話（ロバ）
④ゾウ温泉　⑤獣医が行く！
⑥キリンさんのお宅拝見
⑦美都の日

体験

①1月25日，2月1，8，15，22，29日，3月7，14，21日
②1月26日，3月22日③2月2日④2月8日⑤2月16日
⑥3月1日⑦3月10日 ①（1〜2月）9：40〜，11：00
〜,13：10〜，14：00〜，15：40〜，16：10〜（3月）
9：20〜，10：00〜，10：30〜，11：50〜，13：10〜，
14：00〜②14：00〜③⑤⑥⑦13：30〜④11：00〜 

園内 無料※入園料は必要（高校生以上620
円） ①動物がごはんを食べる様子を観察して
いただけます②マンドリルやシロテテナガザルが
頑張っているお勉強について，生き物・学び・研究
センターの田中センター長がお話しします※スケ
ジュールは当日の動物の状態により前後したり，
場合によっては中止する場合があります④ゾウが
お湯を入れたプールで遊ぶ様子をご覧いただけ
ます⑤獣医師から動物の話や苦労話などが聞け
ます⑥普段は入ることのできない，キリンのお部
屋をご覧いただけます⑦3月10日をアジアゾウ美
都の日として，特製ケーキのプレゼントや，飼育員
によるガイド等を行います

京都賞ライブラリー
きょうとしょうらいぶらりー15 A

左京区吉田下阿達町46 京都大学「稲盛財団
記念館」1階 753-7741 京阪：神宮丸太町
駅から5分

科学技術の進歩
発展，思想や芸
術の分野で社会に
大きな貢献をした
人に贈られる国際
賞「京都賞」。受賞
者ゆかりの寄贈品
の展示や受賞者からのメッセージ映像の上映
を行い，「京都賞」の理念をわかりやすく伝える。

～3月20日 土・日曜，祝日 10：00〜16：00
（入館15：30まで） 無料

京都賞受賞者ゆかりの常設展展示

京都大学総合博物館
きょうとだいがくそうごうはくぶつかん

16
A

左京区吉田本町 753-3272 京阪：出町柳
駅から15分

ナウマンゾウの化
石，恐竜の足跡
化石，熱帯雨林
のジオラマ，古文
書，考古学資料，
木製蒸気機関車
など，他では見ら
れない展示品が数多くあります。

常設展展示

全日 月・火曜（平日・祝日にかかわらず） 9：30
〜16：30（入館16：00まで） 一般400円，高・大
学生300円，小・中学生200円

京都鉄道博物館
きょうとてつどうはくぶつかん

17
A

下京区歓喜寺町 0570-080-462 JR：梅
小路京都西駅から2分

蒸気機関車から
新幹線まで 53両
を展示・収蔵する
博物館です。本
物の SLがけん引
する客車への乗車
体験や日本最大級の鉄道ジオラマなど，ここで
しかできない体験がもりだくさん！何度来ても
楽しく学べる博物館へ，どうぞご来館ください。

全日 水曜 10：00〜17：30（入館17：00まで）
※開館時刻の繰り上げ，閉館時刻の繰り下げを実
施する場合があります 一般1,200円，高・大学生
1,000円，小・中学生500円，幼児（3歳以上）200円

収蔵写真展「関西の路面電車」展示

京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん

18
A

左京区下鴨半木町 701-0141 地下鉄：北
山駅すぐ

１年で最も寒いこ
の時期，ロウバイ，
ツバキ，ウメ，フ
クジュソウ，セツ
ブンソウ，クリスマ
スローズ，クロッ
カスなどが見頃を
迎えます。また，2月14日から開催の「早春の
草花展」会場では，色鮮やかな 1万株の春の
草花が咲き揃います。

5



 住所   電話番号（市外局番“075-”省略）   FAX番号（市外局番“075-”省略）    Eメール   電車の最寄駅   バスの最寄停留所   展示企画   体験企画   休みを除く開催期間   実施日 

1月  22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）　 2月  1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 9（日） 10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 

京都府立植物園18
早春の草花展展示

2月14日～3月15日 なし 9：00〜17：00（入
館16：00まで） 一般・大学生200円，高校生150円

  

科学と共に歩んできた歴史に触れる展示

全日 水曜（祝日の場合は開館） 9：30〜
17：00（入館16：30まで） 一般・大学生300円，
中・高校生200円※20名以上の団体は2割引

全日（休館は展示と同じ） 9：30〜16：30 
館内 小学生以下 無料

ワークシートに挑戦してみよう！
記念品がもらえるよ！！

体験

島津製作所 創業記念資料館
しまづせいさくしょ　そうぎょうきねんしりょうかん

19
A

明治時代の創業
以来，製造してき
た理化学器械や標
本，マネキン，X
線 装 置などを展
示しています。京
都の近代化と共に歩んだ歴史を学べたり，実験
コーナーで科学の不思議も体験いただけます。

中京区木屋町二条南 255-0980  地下
鉄・市バス：京都市役所前駅から3分

森林総合研究所
関西支所で行って
いる森 林や林 業
に関する研 究の
紹介のほか，森
林に生 息する動
物の標本，重い木・軽い木，木材の顕微鏡で
の観察などの展示を行っています。

森林総合研究所関西支所
森の展示館

しんりんそうごうけんきゅうしょかんさいししょ　もりのてんじかん

20
A

伏見区桃山町永井久太郎 68 611-1201  
近鉄・京阪：丹波橋駅から10分

竹資源は可能性ダらケ展示

～3月19日 土・日曜，祝日 9：00〜16：00
（12：00〜13：00は除く） 無料

髙田クリスタルミュージアム
たかだくりすたるみゅーじあむ

21
A

西京区大原野灰方町 172-1 331-0053 
takadacrystal.ev2@gmail.com 阪急バス：

灰方から2分

京都西山の麓にあ
る鉱物・岩石・地
質の博物館です。
博物館ではかつて
日本にあった鉱山
や日本列島の地
質・岩石・鉱物の展示があり，さらに西山の地
質・岩石・鉱物・化石を通して日本列島形成の
歴史を知ることができます。

全日 月･火･水曜 10：00〜16：00（入館
15：00まで） 一般300円，高・大学生200円，
小・中学生100円

日本の水晶展示

3月8日 10：00〜12：00 館内 小学生
（中・高学年）保護者同伴 30名 親子で3,000
円※資料代含む※大人単独の参加は2,500円 

必要 電話，メール，HP(http://www7b.
biglobe.ne.jp/~takada-crystal/）

堆積岩中の微化石を調べよう体験

京都市洛西竹林公園 竹の資料館
きょうとしらくさいちくりんこうえん　たけのしりょうかん22 A

西京区大枝北福西町 2丁目300-3 331-
3821 市バス：南福西町（竹林公園前）から5分

古くから日本人の
暮らしに関わって
きた竹。意外と知
られていないその
不思議な生態を
再認識できる，全
国でも珍しい施設
です。回遊式の庭園には普段目にすることの
ない100種もの竹・笹が植栽されています。

全日 水曜 9：00〜17：00（入館16：00まで） 
無料

『竹の地下世界』土中にあって見えない，地
下茎と竹との関係が分かる実物標本の展示

展示

全日（休館は展示と同じ） 9：00〜17：00（入
館16：00まで） 館内テラス 無料 施設外へ
の持ち出しはできません　

竹のおもちゃ貸し出します！体験

 

益富地学会館（石ふしぎ博物館）
ますとみちがくかいかん（いしふしぎはくぶつかん）23 B

上京区出水通烏丸西入中出水町394 441-
3280 441-6897 info@masutomi.or.jp 

地下鉄：丸太町駅から7分

世界中の鉱物・化
石・岩石などが展
示室いっぱいにあ
ふれています。石
のおもしろさやふ
しぎさを体感して
ください。京都府
下の鉱物や化石の常設展示の他，期間中は，
益富地学賞受賞作品の展示を行っています。

全日 平日（展示室は土・日曜，祝日のみ見学
可能） 10：00〜16：00 18歳以上300円

益富地学賞受賞作品展示

3月8日 10：00〜15：00 左京区 大文字山 
小学生以上（小学生は保護者同伴） 40名 
1,000円 必要 要連絡。後日送付する専用

の申込用紙で別途申込

大文字山“石”見て歩き体験

 

社寺を巡る施設

北野天満宮 宝物殿
きたのてんまんぐう　ほうもつでん24 A

上京区馬喰町 461-0005 市バス：北野天
満宮前から5分

平安京の北西（乾）
の方角，「天門」に
鎮座し，日本文化
の礎となった天神
信仰発祥の神社
です。宝物殿では，
千有余年の天神
信仰を物語る貴重な神宝類・奉納品を多数収
蔵しており，天神美術の殿堂と呼ばれる所以
がここにあります。

2月上旬～3月下旬 なし 9：00〜16：00 
一般・大学生800円，中・高校生400円，小学生

250円

刀剣を含む御神宝類展示

高台寺「掌美術館」
こうだいじ　しょうびじゅつかん25 E

東山区高台寺下河原530 京・洛市「ねね」2階 
561-1414 市バス：東山安井から7分

高台寺とその関連寺院
に伝来した宝物を展示
公開しています。豊臣家
関連の品物は，桃山文
化を伝える当時の最高
級の品々で，歴史資料と
共に紹介します。小さい
ながらも，美術工芸品と
歴史を充分に味わうことができる館です。

全日 なし 9：30〜18：00※3月6〜22日
は，高台寺夜間拝観期間中のため22：00まで（入
館は閉館15分前まで） 一般300円，中・高校生
250円（中・高校生は高台寺の拝観料も含む）

高台寺の名宝―桃山の美展示

相国寺承天閣美術館
しょうこくじじょうてんかくびじゅつかん26 B

上京区今出川通烏丸東入 241-0423 地下
鉄：今出川駅から8分 市バス：同志社前から6分

相国寺は室町時代
に夢窓疎石を開山
とし，三代将軍足
利義満によって創
建されました。そ
の境内に建つ承天
閣美術館では相国
寺とその塔頭，鹿苑寺（金閣寺）や慈照寺（銀閣
寺）等に伝わる美術品を展示公開しております。

全日 なし 10：00〜17：00（入館16：30まで） 
一般800円，大学生600円，高校生300円，中学

生300円，小学生200円　

茶の湯―禅と数寄 Ⅱ期展示

城南宮神苑水石亭
じょうなんぐうしんえんすいせきてい27 A

伏見区中島鳥羽離宮町7 623-0846 近
鉄・地下鉄：竹田駅から15分

しだれ梅や椿，ツ
ツジ，萩，藤袴，
紅葉と１年を通じ
て美しい神苑「源
氏物語花の庭」の
一角にあるギャラ
リー水石亭では，
王朝の雅を伝え，また伏見鳥羽の歴史を物語
る企画展を開催。見所豊かな庭園と共にお楽
しみください。

～3月15日 なし 9：00〜16：30（入館16：00
まで） 一般（高校生以上）600円，小・中学生400円

源氏物語絵くらべ―白描画と版画―展示

醍醐寺霊宝館
だいごじれいほうかん28 A

伏見区醍醐東大路町22 571-0002 地下鉄：
醍醐駅から10分 京阪バス：醍醐寺，醍醐寺前すぐ

醍醐天皇の時代
から祈り続けられ
てきた五 大 力尊
仁王会（五大力さ
ん）。2月 15日〜
21日には，延べ
約 1,000人の僧
侶が熱祷を奉げる前行法要が，2月23日には，
大法要が営まれます。霊宝館では，五大力尊
像をはじめ，「五大力尊仁王会」にまつわる文
化財をご覧いただけます。
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 休み   開館時間・実施時間   入館料・参加費   実施場所   対象   定員   事前申込   申込方法  その他，備考  ※      等は，すべて第24回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。

21（金） 22（土） 23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）　 3月  1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

本䏻寺 大寶殿
ほんのうじ　だいほうでん32 A

中京区下本能寺前町522 231-5335 地
下鉄：京都市役所前駅すぐ

戦国の世から国を統一
するというビジョンは，
信長公から始まり秀吉公
で実現，そして運営は家
康公に任されました。信
長公は，光秀の裏切りに
より本能寺で亡くなりま
した。この歴史の舞台で
ある本䏻寺と数多の宝物を楽しんでください。

全日 なし 9：00〜17：00（入館16：30まで） 
一般・大学生500円，中・高校生300円，小学生

250円※30名以上の団体は2割引き

常設展展示

染・織物に親しむ施設

全日 なし 10：30〜18：30（入館18：15まで） 
無料

昭和初期手ぬぐい展展示

永楽屋細辻伊兵衛商店
町家手拭ギャラリー

えいらくやほそつじいへえしょうてんまちやてぬぐいぎゃらりー33 C

元和元年（1615
年）創業の老舗綿
布商。明治〜昭和
初期にかけて自社
で製造していた当
時の手ぬぐいを展
示。現代でも通用
する美的センスとユーモア，当時でしか表現で
きなかったデザインなど，歴史的価値も高い。

中京区室町通三条上ル役行者町３６８ 256-
7881 地下鉄：烏丸御池駅から３分

織成舘
おりなすかん34 B

昭和11年に西陣織
の店兼住まいとして
建てられた，梁や
柱・明かり取りの天
窓など西陣の伝統
的な家屋を活かした
織のミュージアム。時代衣装・全国の手織物・復原
の能装束の展示。工場見学，手織り体験もできる。

上京区浄福寺通上立売上ル大黒町693 431-
0020 415-2590 市バス：今出川浄福寺から8分

全日 月曜 10：00〜16：00 一般・大学生
500円，小・中・高校生350円※10名様以上団体割引 

必要（10名様以上の場合） FAX

通常展示展示

川島織物文化館
かわしまおりものぶんかかん

35
F

1889年（明治22年）
に開館。収蔵品は
織物文化の歴史を
物語る染織品，古
書類，美術工芸織
物の原画類，試織
を合わせて約16万点に及びます。日本の織物文化
の歴史を楽しんでご鑑賞いただければ幸いです。

左京区静市市原町265 741-4120 叡電：
市原駅から7分 京都バス：小町寺から5分

2月1日～3月1日 なし 9：00〜16：30（入館
16：00まで※受付は15：30まで） 一般・大学生
800円，中・高校生600円※伽藍・三宝院もご覧い
ただけます※2月23日は霊宝館と伽藍は無料。た
だし，館内ワークショップは有料※団体割引あり

祈りの伝承―五大力尊仁王会展示

2月23日 10：00〜16：00随時 館内 主に
小学生 各回10名 1,000円 複数教室参加可

ファミリーフェスin醍醐寺
（念珠教室，お香教室，折形教室など）

体験

総本山智積院
そうほんざんちしゃくいん29 E

東山区東山七条下ル東瓦町964 541-5361  
541-5364 kyoukabu@chisan-ha.org 京

阪：七条駅から7分 市バス：東山七条すぐ

全国に三千の末寺を抱える真言宗智山派の総
本山智積院は，他宗派の僧侶や一般の学徒
もいた「学問寺」として栄えた「智慧を積む寺」。
長谷川等伯一門による国宝障壁画は必見。ま
た，国の名勝に指定されている庭園は，東山
随一と言われています。

①2月3日②2月14（お逮夜法要），15日 ①
11：00〜（※法要に先立ち10時半より法話）②14
日15：00〜，15日10：00〜 無料 ②お釈迦さ
まの徳を偲び感謝を捧げるための法要です。「古
代・中世日本の音楽が，今日に生きている」とも称
される智積院が誇る聲明をお聞きいただけます

①節分会 ②常楽会（じょうらくえ）展示

1月26日，2月15日，3月14日 13：00〜14：30
頃  智積院金堂地下ホール  各40名程度 

1,500円※うでわ念珠代を含みます 必要 
電話，FAX，メール，HP(http://www.chisan.

or.jp） 作っていただいた念珠を僧侶の読経ととも
にお加持いたします。また，智積院僧侶の案内付きに
て名勝庭園および国宝障壁画をご覧いただけます

うでわ念珠づくり体験と，
名勝庭園と国宝障壁画拝観

体験

全日 なし 9：00〜17：00（入館16：30まで） 
一般300円，高・大学生200円，小・中学生100円

※期間中，別途特別展を開催の場合，特別拝観料
が必要です

豊臣秀吉公と豊国社の遺宝展示

豊国神社宝物館
とよくにじんじゃほうもつかん

30
E

豊臣秀吉公の遺
徳・業績を顕彰す
るため大正 14年
に開館。桃山絵
画の傑作「豊国祭
礼図屏風」を始め，
豪華な高台寺蒔
絵が施された調度類等，桃山時代の様々な
美術工芸品・歴史史料を展示している。

東山区茶屋町530 561-3802 京阪：七条
駅から10分 市バス：博物館三十三間堂前から5分

藤森神社宝物殿
ふじのもりじんじゃほうもつでん

31
A

伏見区深草鳥居崎町609 641-1045 ＪＲ：
JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から7分

藤森神社は平安遷都以前より深草に鎮座する
古社であり，勝運の神として信仰篤い。宝物
殿には大鎧や刀，大筒等戦に因んだ社宝百点
余りを展示し，中でも南北朝時代に高貴な武
将が用いた紫絲威大鎧（重文）は格調が高い。

全日 なし 9：00〜17：00（入館16：45まで） 
志納金

社宝と馬のミニチュア展郷土玩具展示

全日 土・日曜，祝日 10：00〜16：30（入館
16：00まで） 無料 必要 電話：741-4323

①「皇室のしつらえⅡ」
②「華麗なる旧東宮御所の美」
③「日本×菊³」日本の菊づくし

展示

①期間中毎週月・金曜（2月24日，3月20日を除く）
②３月６，13日 ①13：30〜15：00②15：30〜16：
30 ①川島織物セルコン市原事業所（織物文化館
隣接）②本館２Fショールーム内 ①中学生以上推
奨②10歳以上 ①各日12名②各日10名 ①無料
②1,500円 必要 HP（https://bit.ly/2oNa59r)

①非公開手織工場と織物文化館ガイドツアー
②絹製タッセル型チャームづくり体験

体験

ギャラリー紫織庵
ぎゃらり－しおりあん

36
B

1920年代，友禅
染め全盛期のきも
のや面白柄と呼ば
れる長じゅばん。
裏地，復刻品の
展示と伝統的手
摺り友禅染め技法やビロード織物の紹介。

上京区浄福寺通上立売上ル大黒町 709 
241-0215 241-0265 info@shiorian.

gr.jp  市バス：今出川浄福寺から５分

RARTⅠ～１月28日，PARTⅡ2月19～25日 日曜 
10：00〜17：30 （入館17：00まで） 無料

大正期のレトロでモダンな面白柄と
呼ばれる長じゅばん展

展示

1月24，25日，2月21，22日 11：00〜，14：00〜
館内 中学生以上 各回3名 1,500円 必要 
電話，FAX，メール，HP（http://www.shiorian.gr.jp/）

自分で染める摺り友禅半襟製作体験体験

京都絞り工芸館
きょうとしぼりこうげいかん37 C

オリンピック開幕
目前，カエルやウ
サギといった動物
が ，森の中でス
ポーツを楽しむ姿
をデザイン。「辻が
花」等，絞り染めの技術を駆使して完成させ
ました。全長75mの大作を一挙公開します。

中京区油小路通御池南入 221-4252 
221-4253 mail@shibori.jp 地下鉄：二条

城前駅から5分

全日 2月3日，3月2日 9：00〜17：00 一
般・大学生800円，中・高校生500円，小学生300円

全長75ｍ絞り鳥獣戯画展展示

全日（休館は展示と同じ） 9：00〜17：00 
館内 小学２年生以上 40名まで 3,500

〜5,000円（税別） 必要 電話，FAX，メール，
HP（http://shibori.jp/）

絞り染めシルクスカーフ制作体験

西陣織あさぎ美術館
にしじんおりあさぎびじゅつかん

38
C

世界最高の織技
術， 1,800口織
ジャガードを駆使
して，先人が遺し
た名作を国内外
の作品を問わず
西陣織で精緻に織り上げました。様々な織の
世界がお楽しみいただけます。絢爛豪華な非
日常を体感ください。

下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町661ツカ
キスクエア7F 353-5746 地下鉄：四条駅，
阪急：烏丸駅から3分
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 住所   電話番号（市外局番“075-”省略）   FAX番号（市外局番“075-”省略）    Eメール   電車の最寄駅   バスの最寄停留所   展示企画   体験企画   休みを除く開催期間   実施日 

1月  22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）　 2月  1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 9（日） 10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 

西陣織あさぎ美術館38

全日 月曜（祭日の場合は翌火曜日） 10：00
〜17：00（入館16：30まで） 一般500円，高・大
学生400円

若冲展（仮）展示

西陣織会館
にしじんおりかいかん

39
B

きものショーや西
陣織展示品の観
覧 ，職 人による
実演の見学，マフ
ラーやミニテーブ
ルセンターの手織
体験，十二単・芸妓・舞妓の着付体験のほか，
レンタルきもので街を散策するなど，さまざま
なことをお楽しみいただけます。

上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町 414 
432-6130 432-6156 info@nishijinori-

kaikan.eonet.jp 市バス：堀川今出川から1分

全日 なし 10：00〜17：00（3月は18：00まで）
（入館は閉館15分前まで） 無料

西陣織資料による所蔵品展展示

～1月31日，3月21，22日 受付時間13：00〜
16：00 館内 中学生以上 4名 一般6,000
円，中・高・大学生5,000円 必要 電話（451-
9231），FAX，メール，HP(www.nishijinori.jp）

西陣手織体験
国産絹糸でマフラーを織ってみませんか！

体験

伝統文化に触れる施設

いけばな資料館
いけばなしりょうかん40 C

550年以上の歴史
を持ついけばなに
関する花伝書・絵
図・花器や，池坊
が住職を務める六
角堂（頂法寺）の古
文書，発掘調査の出土品などを展示しています。

中京区六角通東洞院西入堂之前町248 221-
2686 kengaku@ikenobo.jp 地下鉄：烏丸
御池駅から3分

①全日②2月8，9日 2月8，9日以外の土・日曜，
祝日 9：00〜16：00 無料 2月8，9日のみ予
約不要 電話，メール

①特集展示「江戸・東京と池坊」
②特別展示「東海道五十三次漫画絵巻
　（大正時代）全場面公開」

展示

令和２年春季企画展展示

3月7日～（予定） 月曜（祝日の場合は翌日） 
10：00〜16：30（入館16：00まで） 一般900

円，大学生700円，高校生400円※障がい者手帳
提示の方と同伴者１名は無料※薄茶とお菓子
700円 10名以上の団体での呈茶は要予約 

電話，FAX，メール

大西清右衛門美術館
おおにしせいうえもんびじゅつかん41 C

三条釜座でおよそ四百年にわたり‘茶の湯釜 ’
の伝統と技を守り続ける千家十職の釜師・大西
家。美術館では，大西家に伝わる茶の湯釜を
はじめとする茶道具類を公開。会期中には釜に
触れて鑑賞する茶会・鑑賞会等も開催。

中京区三条通新町西入釜座町18-1 221-
2881 211-0316 webmaster@seiwemon-
museum.com 地下鉄：烏丸御池駅から7分 

市バス：堀川三条から5分

お辨當箱博物館
おべんとうばこはくぶつかん42 E

五条大橋の麸屋・
半兵衛麸の２階で
江戸時代のお弁当
箱を多数展示して
おります。職人の
遊び心や技ととも
に伝統的な食文化
の素晴しさをご覧ください。喫茶スペースでは，
甘味もご用意しております。

東山区問屋町通五条下ル二丁目上人町433半兵衛
麸本店内 525-0088 京阪：清水五条駅から1分

全日 なし 9：00〜17：00 無料

お弁当箱から知る江戸時代の食文化展示

京菓子資料館
きょうがししりょうかん

43
B

京菓子作りには欠
かせない木型や図
案帳の他，糖芸
菓子も多数展示。
京菓子職人の華
やかで繊 細な匠
の技を御覧いただ
けます。併設の茶室では，季節の京菓子とお
抹茶もご用意しております（有料）。

上京区烏丸通上立売上ル柳図子町 331-2 
432-3101 地下鉄：今出川駅から5分

全日 なし 10：00〜17：00 無料

常設展「和菓子のあゆみ」展示

全日 10：00〜16：30 館内1F祥雲軒 33名 
700円 5名以上の場合は必要 電話

落ちついた和の空間で京菓子とお抹茶を頂く体験

京都造形芸術大学芸術館
きょうとぞうけいげいじゅつだいがくげいじゅつかん44 A

詩人・宗左近氏寄贈の縄文時代の土器類，考古
学者・江上波夫氏寄贈のシルクロード沿道の工
芸品，京都芸術短期大学の元学長である大江
直吉氏寄贈の浮世絵師・豊原国周の作品，伏見
人形をはじめとする全国の郷土人形を収蔵。

左京区北白川瓜生山 2-116 791-9182 
市バス：上終町京都造形芸大前すぐ

～1月31日 日曜，祝日，1月29，30日 10：
00〜17：00（入館16：30まで） 無料

芸術館コレクション展展示

京都伝統工芸館
きょうとでんとうこうげいかん45 C

京都が世界に誇る伝統工
芸品。その美しさ，素晴ら
しさを広く発信すべく，各
工芸を代表する作家作品
ならびに京都伝統工芸大
学校学生の作品を常設展
示しています。また，工芸
品の制作工程を見られる
実演コーナーもあります。

中京区烏丸三条上ル 229-1010 地下鉄：
烏丸御池駅すぐ

①全日②2月8～24日 火・水曜，祝日（祝日の
みイベント期間中は開館） 10：00〜17：30（入
館17：00まで） 一般300円，中・高・大学生・シニ
ア100円※団体200円※着物着用の方無料

①常設展示
②京都伝統工芸大学校卒業制作展
③伝統工芸作家作品展示

展示

  

京都陶磁器会館
きょうととうじきかいかん

46
E

清水寺の近く，東
山五条に位置す
る京都陶磁器会
館では，京 都で
活躍する若手から
名工までの作家・
窯元の作品を，常設で展示販売しております。

東山区東大路五条上ル遊行前町 583 -１ 
541-1102  京阪：清水五条駅から10分 
市バス：五条坂すぐ

全日 木曜（祝日の場合は開館） 10：00〜
18：00 無料

常設展示展示

京都當道会会館
きょうととうどうかいかいかん47 B

明治の初期に京
都當道会は仏光
寺より現在地に移
転しました。館内
には楽器，古文
書や御木像等の
所蔵品をいろいろと保存展示しており，この
機会にご覧いただけるようにしております。

上京区出水通室町東入近衛町47-2 441-
5640 441-5311 地下鉄：丸太町駅から10分

3月3～20日 日曜 11：00〜15：00（入館
14：30まで） 無料 必要 電話，FAX

當道の世界展示

京の食文化ミュージアム・
あじわい館

きょうのしょくぶんかみゅーじあむ・あじわいかん

48
A

京の食 文 化にま
つわる様々な展示
や，その食文化を
支え続けてきた京
都市中央市場の
役割の解説のほ
か，実際に参加・体験出来る料理教室や講演
会などを開催。京都府内の名産加工品や市場
内の商品を集めた物販コーナーもあり。

下京区中堂寺南町130京都青果センター3階 
321-8680 JR：丹波口駅から3分 市バス：

京都リサーチパーク前から2分

全日 水曜（祝日の場合は開館） 8:30〜
17:00 無料

京の食文化展示
・京料理のサンプル展示（有職，本膳，懐石，川
魚，精進）・京の食文化 映像視聴（約20分）・市場
の仕組み紹介・水産物，青果物のパネル展示・行
事食，おばんざいのパネル，サンプル展示等

展示

2月9日，3月8日 10：30〜12：00 館内 
各日先着300名 無料

京都市中央市場「食彩市」連携
京都の行事食や郷土料理，または市場流
通食材を使用した料理の試食会

体験

清水焼の郷会館
きよみずやきのさとかいかん

49
A

京 焼・清 水 焼 の
生産地「清水焼団
地」にあるアンテナ
ショップ 。京 焼・
清水焼を展示販
売しているほか陶
芸体験の予約も受け付けしています。「清水焼
団地」のマップも配布しています。

8



 休み   開館時間・実施時間   入館料・参加費   実施場所   対象   定員   事前申込   申込方法  その他，備考  ※      等は，すべて第24回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。

21（金） 22（土） 23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）　 3月  1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

山科区川田清水焼団地町10-2 581-6188  
京阪バス：清水焼団地から４分

全日 なし 9：00〜17：00（土・日曜，祝日は
10：00〜）（入館16：55まで） 無料

清水焼団地の至宝展示

月桂冠 大倉記念館
げっけいかん　おおくらきねんかん

50
A

笠置屋の屋号で
寛永14年（1637
年）に創業した月
桂冠の資料館。
明治 42年築の
酒蔵を利用し，
酒造りの工程と
月桂冠の歴史を紹介している。館内には酒造
りの歌が流れ，中庭の井戸ではまろやかな名
水も味わえる。

伏見区南浜町247 623-2056 京阪：中書
島駅から5分

全日 なし 9：30〜16：30（入館16：15まで） 
一般・大学生400円，中・高校生100円 「月桂

冠酒香房」見学は要予約（ご見学可能時間は日に
よって異なります） 電話　

常設展展示

香老舗 松栄堂 薫習館
こうろうほ　しょうえいどう　くんじゅうかん51 B

薫習館は日本の
香り文化の情報
発信拠点として，
多くの皆様に立
ち寄っていただけ
る建物を目指し
て2018年 7月に
オープンしました。香りの世界への第一歩として，
様 な々出会いをお手伝いできればと考えております。

中京区烏丸通二条上ル東側 212-5590 
地下鉄：丸太町駅から3分

全日 不定休 10：00〜17：00 無料

お線香の作り方
―お線香ってどうやって作るの？―

展示

茶道資料館
ちゃどうしりょうかん

52
B

茶碗や掛軸など
の茶道具や美術
工芸品，裏千家
を代表する茶室
のひとつ「又隠（ゆ
ういん）」の原寸
大の写しを展示
する美術館。入館者には呈茶があり，抹茶と
和菓子を楽しめる。茶道関係の図書や雑誌を
集めた図書館「今日庵文庫」が併設されている。

上京区堀川通寺之内上ル寺之内竪町682番地 
裏千家センター内 431-6474 431-3060 

gallery@urasenke.or.jp 市バス：堀川寺ノ内
から3分

（前期）～2月2日（後期）2月28日～ 月曜 
9：30〜16：30（入館と呈茶は16：00まで） 一

般700円，大学生400円，中・高校生300円※有料
入館者20名以上団体割引

新春展「近代の博覧会と茶の湯」
併設展「印籠-Inrō-の世界」

展示

展示と同じ 10：00〜16：00 館内呈茶席 
無料（入館料は必要） 必要（10名以上の場

合） 電話，FAX，メール

初めての茶道体験
－お抹茶を飲んでみよう－

体験

寛政二年（1790年）創
業の老舗茶舗・福寿
園の京都本店。オリ
ジナル商品の宇治茶
や茶器のショップ，茶
を使ったフレンチレス
トランや茶寮もあり，
自分好みのお茶づくり
体験や茶室での抹茶
体験も楽しめる。

下京区四条通富小路角 221-2920 地下
鉄：四条駅，阪急：烏丸駅から10分，京阪：祇園四
条駅から15分

福寿園京都本店（福寿園京都ギャラリー）
ふくじゅえんきょうとほんてん53 C

全日 2月19日，3月18日 11：00〜19：00  
5階「京の茶具」 無料

早春の京都，宇治茶を愉しむ器展展示

全日（休館は展示と同じ） ①11：30〜16：30 
②11：00〜19：00（最終入室18：00） 館内①
地下1階「京の茶蔵」②４階「京の茶庵」 ②の
み小学生以上 ①1回1〜6名②1回2〜8名 

①1,980円②2,750円 必要 ①電話（221-
6170），FAX（221-6150），HP(www.fukujuen-
kyotohonten.com）②電話（221-6174） ①オ
リジナルブレンド茶一煎パックをプレゼント②懐
紙一巾プレゼント※①②ともにご予約時またはご
来店時に「京都ミュージアムロードを見た」とお申
し出いただいたお客様限定

①季節のおすすめ 宇治茶3種飲み比べ体験
②茶室で学ぶ茶道体験

体験

松本明慶佛像彫刻美術館
まつもとみょうけいぶつぞうちょうこくびじゅつかん54 B

平成令和の大佛師，
松本明慶造佛の作品
約 180体を展示。木
彫による高度な技を通
して表現される多様な
佛像は温かい。また２
階展示室は壮大な憩
いの空間として，安ら
かな時を体感できる。

上京区下長者町通室町西入上ル西鷹司町16 
332-7974（松本工房） 地下鉄：丸太町駅か

ら12分 市バス：堀川下長者町から7分

2月1，2，15，16日，3月7，8，21，22日 10：00〜
17：00（入館16：30まで） 無料 必要 電話

昭和 平成 令和を活きるみほとけ展示

八つ橋庵とししゅうやかた
やつはしあんとししゅうやかた55 A

京都 京菓子カル
チャー体験館。
千年の京都のし
しゅう美術の技
術を受け継いだ
美術刺繍の展示
施設です。華や
かで緻密な絹糸の世界に，ただたださわやか
な感動を覚えます。

右京区西京極西衣手町 36 313-2151 
315-9706 info@yatuhashian.jp 阪急：

西京極駅から20分 市バス：西京極午塚町から
7分，西京極から10分

2月1～28日 なし 9：00〜17：00（入館16：
30まで） 無料

いまだかつてご覧になった事のない感動
をお目にかけます

展示

展示と同じ 9：00〜17：00 八つ橋庵かけ
はし（右京区西京極郡町8・市バス西京極すぐ） 

小学生以上のお子様と保護者 1,230円 
必要  電話（316-0415），FAX，メール，

HP(http://yatuhasian.jp）

京菓子カルチャー体験・生八つ橋づくり体験

有斐斎弘道館
ゆうひさいこうどうかん56 B

江戸中期の儒者・
皆川淇園が創設
した学問所址。文
化講座，展覧会
等を催し，現代の
学問所として再興
を行っている。

上京区上長者町通新町東入元土御門町524-1 
441-6662 地下鉄：今出川駅から12分

3月8日 9時より複数席 お問い合わせください
館内 各席20名程度 3,500円 必要 
電話

上巳の茶会
桃の節句に寄せた気軽に参加できるお茶会

体験

名品に出会う施設

全日 日曜，第2・4土曜，祝日 10：00〜17：
00（入館16：30まで） 一般500円，中・高・大学
生400円※障害者手帳の提示で250円 事前予
約にて，休館日の観覧も可能です

一燈園ゆかりの書と美術展示

一 燈 園 の 創 始
者，西田天香は
平和を追求・実
践した人で，日
本のガンディー，
トルストイと云
われた。その墨
跡，遺品等や，ガンディー愛用の手紡車，アウ
シュビッツの聖人コルべ神父から信託されたマ
リヤ像，棟方志功の「釈迦十大弟子」等を展示。

山科区四ノ宮柳山町8 595-2090 京阪：
四宮駅から7分

一燈園資料館「香倉院」
いっとうえんしりょうかん　こうそういん57 A

京都嵐山オルゴール博物館
きょうとあらしやまおるごーるはくぶつかん58 A

世界最古のオル
ゴールをはじめ，
大型アンティーク
のオルゴールや
オートマタの演
奏解説を聴いて
いただく博物館。
オルゴールショップ，オルゴールカフェも併設し
ております。癒しのひと時をお過ごしください。

右京区嵯峨天龍寺立石町1-38 865-1020 
ＪＲ：嵯峨嵐山駅から5分

全日 不定休があるため電話，ＨＰで要確認 
10：00〜17：00（入館16：30まで） 一般

１,０００円，大学生７００円，中・高校生６００円，
小学生３００円※修学旅行・遠足等500円，シニ
ア・カップル・着物 その他割引有 団体のみ必要 

電話

世界最古のオルゴールを展示展示

9



 住所   電話番号（市外局番“075-”省略）   FAX番号（市外局番“075-”省略）    Eメール   電車の最寄駅   バスの最寄停留所   展示企画   体験企画   休みを除く開催期間   実施日 

1月  22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）　 2月  1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 9（日） 10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 

受付15：30）②10：15〜12：30，14：00〜16：15 
館内 ①幼稚園以上（小学2年生以下保護者

同伴）②小学生以上（小学1・2年生は保護者同
伴） ①30名②各回15名 ①500円②1,000円 

②のみ必要 HP(http://www.dnp.co.jp/
gallery/ddd/) 協力：京都市動物園

京都府立京都学・歴彩館
きょうとふりつきょうとがく・れきさいかん66 A

京都に関する資料
の公開，文化・学
習交流拠点として
講演会やセミナ―，
展示等，多数開催
しております。企画
展では，京都の二
人の陶芸家，市川廣三と宮下善爾が生み出した，
陶芸にみる心象風景の魅力をお楽し頂けます。

左京区下鴨半木町1-29 723-4831 地下
鉄：北山駅から4分

～3月8日 祝日，第2水曜 9：00〜18：00
（土・日曜は17：00まで） 無料

やわらかい陶ー
市川廣三・宮下善爾の心象風景

展示

1月23，2月6，27日 14：30〜（30分程度） 
館内 20〜30名 無料

ギャラリートーク体験

京都府立堂本印象美術館
きょうとふりつどうもといんしょうびじゅつかん

67
A

堂本印象美術館
は 1966年に日本
画家・堂本印象が
設 立した美 術 館
です。外観はもち
ろん，ドアノブや
ライトに至るまで
印象自らがデザイン。展示室では印象作品の
ほか近現代日本画の展覧会も楽しめます。

北区平野上柳町26-3 463-0007 市バス：
立命館大学前すぐ

全日 月曜（祝休日の場合は開館，翌火曜日
休館） 9：30〜17：00（入館16：30まで） 一般
510円，高・大学生400円，小・中学生200円※65
歳以上の方（要公的証明書），障害者手帳をご提
示の方（介護者1名を含む）は無料

DOMOTO INSHO　
―驚異のクリエイションパワー―

展示

京都文化博物館
きょうとぶんかはくぶつかん

68
C

京都ゆかりの優品
を折々の企画にあ
わせて紹介する他，
京都府所蔵の名作
映画を上映。また，
年間を通して多彩
な特別展を開催。
別館は旧日本銀行京都支店の建物で国の重要文
化財。ろうじ店舗では食事や買物も楽しめる。

中京区三条高倉 222-0888 地下鉄：烏丸
御池駅から3分

①Kyoto Art for Tomorrow 2020
　ー京都府新鋭選抜展
②伊藤久三郎展
③BEACON 2020
④雛祭り（雛人形名品展）

展示

①1月25日～2月9日②～3月８日③～3月8日
④2月15日～ 月曜（祝日の場合は開館，翌日休
館） 10：00〜19：30（特別展は18：00，金曜は
19：30まで）（入場は閉室30分前まで） 一般500
円，大学生400円※特別展は別途料金が必要

京都芸術センター
きょうとげいじゅつせんたー59 C

元明倫小学校の
建物を活用し若手
芸術家の支援等
を行う京都におけ
る芸術振興の拠
点施設。展覧会，
伝統芸能，演劇，音楽，ダンス等様々な催し
を開催。芸術文化関連の図書室や情報コー
ナー，教室の雰囲気を残したカフェもある。

中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2 213-
1000 地下鉄：四条駅，阪急：烏丸駅から5分

～2月16日 なし 10：00〜20：00 無料

TRA-TRAVEL『ポストLCC時代の　　』展示

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館

きょうとこうげいせんいだいがくびじゅつこうげいしりょうかん

60
A

昭和55年に設立さ
れ，本学前身の京
都高等工芸学校創
設時（明治35年）か
ら教材として収集し
てきた資料約5,100
件（約54,000点）を所蔵し，所蔵資料について教育
研究を行い，さらに展示を目的とする施設です。

左京区松ヶ崎橋上町 724-7924 地下鉄：
松ヶ崎駅から10分

①～2月1日②～2月22日 日曜，祝日 10：00
〜17：00（入館16：30まで） ①無料②一般200
円，大学生150円（京都・大学ミュージアム連携所
属大学の学生・院生は学生証の提示により無料）

①「Al + Byobu：アート･デザインの新たな
挑戦」展②ジャパニーズ・モダンデザイン
の誕生ー1940年代から70年代ー

展示

京都国立近代美術館
きょうとこくりつきんだいびじゅつかん61 D

緑豊かな岡崎公園
内にある京都国立近
代美術館は，関西の
美術に比重をおきつ
つ，国内外の近・現
代美術作品の収集，
保管，調査研究，展示を行っています。特に京都の
近代日本画や工芸作品は優品がそろっています。

左京区岡崎円勝寺町 761-4111 地下鉄：
東山駅から10分 市バス：岡崎公園 美術館・平
安神宮前すぐ

①～2月16日②3月6日～ 月曜（祝休日の場
合は開館，翌火曜日休館） 9:30〜17:00（金・土
曜は20：00まで）（入館は閉館30分前まで） ①②
で料金が異なる※中学生以下無料

①記憶と空間の造形 イタリア現代陶芸の
　巨匠　ニーノ・カルーソ　
②チェコ・デザイン100年の旅

展示

京都国立博物館
きょうとこくりつはくぶつかん62 E

国 宝・ 重 要 文 化
財を多数含む館
蔵・ 寄 託 の 文 化
財約 14,500件を
収蔵しています。
2014年9月にオー
プンした平成知新館では名品の数々をご覧い
ただけます（明治古都館は当分の間展示を行っ
ておりません）。

東山区茶屋町527 525-2473 京阪：七条
駅から7分 市バス：博物館・三十三間堂前すぐ

①②～2月2日③全日④2月15日～ 月曜（祝
休日の場合は開館，翌火曜日休館） 9:30〜
17:00（3月6，7，13，14日を除く金・土曜は20:00
まで）（入館は閉館30分前まで） 一般520円，
大学生260円※高校生以下および18歳未満，満
70歳以上無料（年齢の分かるものをご提示くださ
い）※障害者の方とその介護者各1名は無料（障
害者手帳などをご提示ください）

①特集展示 京都御所障壁画 紫宸殿
②新春特集展示 子づくし ―干支を愛でる―
③特集展示 神像と獅子・狛犬
④特集展示 雛まつりと人形

展示

全日（休館は展示と同じ） 10：15〜16：15 
館内 無料（入館料は必要）

さわって発見！ミュージアム・カート体験

京都市美術館 別館
きょうとしびじゅつかん　べっかん63 D

京都市美術館は
昭和８年，昭和天
皇の即位の大礼
を記念し，国内２
番目の大規模公
立美術館として開
館しました。現在，本館は令和2年3月21日に
リニューアルオープン予定であり，別館で展示
しています。

左京区岡崎最勝寺町13 771-4107 市バス：
岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前すぐ

全日 月曜（祝日の場合は開館） 9：00〜
17：00（入館16：30まで） 展覧会により異なる

美術団体等による様々な展覧会を開催展示

   京都精華大学
ギャラリーフロール

きょうとせいかだいがく　ぎゃらりーふろーる64 G

京都精華大学展示コミュニケーションセン
ターが運営する大学ギャラリー。所蔵品や学
外の作品を紹介する企画展，在学生および卒
業生や教職員による申請展などを開催し，学
内のみならず広く一般へ公開しています。

左京区岩倉木野町137 702-5263 叡電：
京都精華大学前駅すぐ

①～1月24日②1月28日～2月1日③2月6，7日④
2月12～16日 日曜，祝日（展示によって異なる） 

10：00〜18：00※展示によって異なる 無料

①タイカン後期学修成果発表2020
②2019年度「大学院1年生研究制作展（M1展）」
③修了発表会　④ 卒業制作展

展示

京都dddギャラリー
きょうとでぃーでぃーでぃーぎゃらりー

65
A

国内外の優れたグ
ラフィックデザイ
ンとアートにまつ
わる企画展を開催
するギャラリーで
す。時代の流行
や風俗を反映する優れた作品の展示とあわせ
て，デザイナーやアーティストによる講演会や
ワークショップ等を行っています。

右京区太秦上刑部町10 871‐1480 地下
鉄：太秦天神川駅から3分

～3月21日 日曜，祝日※3月15日は特別開館 
11：00〜19：00（土曜，3月15日は18：00まで） 無料

京都dddギャラリー第224回企画展
DesignZOOいのち・ときめき・デザイン展

展示

①2月1日②3月15日 ①10：30〜16：00（最終

①京都の植物，ぎゅっと詰めて，キラキラ
万華鏡ワークショップ②自分だけの森を
作るジオラマ模型ワークショップ

体験

10



 休み   開館時間・実施時間   入館料・参加費   実施場所   対象   定員   事前申込   申込方法  その他，備考  ※      等は，すべて第24回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。

21（金） 22（土） 23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）　 3月  1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

京都万華鏡ミュージアム
きょうとまんげきょうみゅーじあむ

69
C

電動式や，オル
ゴール付き，壷
などユニークな
万 華 鏡 を 常 時
50点程展示し，
手にとり自由に
見ることができ
ます。部屋全体に映る投影式万華鏡（毎時 5
分間）や世界に一つ，あなただけの万華鏡が
作れる教室も随時開催しています。

中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 
254-7902 254-7902 地下鉄：烏丸御池

駅から3分

1月25日～ 月曜（祝日の場合は開館，翌平日
休館） 10：00〜18：00（入館17：30まで） 一
般・大学生500円，高校生300円，小・中学生200円 

5名様以上の場合必要 電話，FAX

科学と芸術の子 万華鏡展示

①1月26日②2月23日 ①13：30〜15：00②
13：30〜16：30 館内 各20人 ①7,000円
②9,000円 必要 電話，FAX

①梅・桜万華鏡
②デコパージュ装飾万華鏡

体験

清水三年坂美術館
きよみずさんねんざかびじゅつかん70 E

幕末・明治期に
作られた金工，
七宝，彫刻，漆
工，京薩摩，刺
繍絵画などの海
外に流出してい
た美術工芸品を
常設展示する日本で初めての美術館。館長の
村田理如が20年余に渡って収集した収蔵品は，
質量共に世界屈指を誇る。

東山区清水三丁目337-1 532-4270 市
バス：清水道から7分

～2月2日 月・火曜（祝日は開館） 10：00〜
17：00（入館16：30まで） 一般800円，中・高・大
学生500円，小学生300円※中・高・大学生は学生
証を提示，障害者・療育手帳の提示で本人と付添
者1名まで半額 団体で来館の場合は要連絡

装剣金工の名匠 後藤一乗展示

嵯峨嵐山文華館
さがあらしやまぶんかかん

71
A

古来，貴族や文
化人に愛されて
きた嵐山。当館
はこの地で誕生
したと伝えられ
る百人一首の歴
史やその魅力と，
日本画の粋を伝えるミュージアムです。

右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 11 882-
1111 嵐電：嵐山駅から5分

1月29日～ 火曜（2月11日は開館，2月13日
は休館） 10：00〜17：00（入館16：30まで） 一
般・大学生900円，高校生500円，小・中学生300円
※20名以上の団体は団体割引あり※障害者手帳
をお持ちの方と介添人1名まで各500円

THE 百人一首展示

中信美術館
ちゅうしんびじゅつかん72 B

京都中央信用金庫や公
益財団法人中信美術奨
励基金に関係する芸術
家の企画展を年5回程開
催。小さな美術館ならで
はの特長を生かし，鑑賞
者自身のペースでゆっく
りと楽しめます。外観・
内装も印象的で建物探
訪も楽しみの一つに。

上京区下立売通油小路東入西大路町136-3 
417-2323 市バス：堀川下立売から2分

2月12日～3月13日 月曜 10：00〜17：00
（入館16：45まで） 無料

小嶋 悠司 展展示

野村美術館
のむらびじゅつかん73 D

当館は，野村證
券・旧大和銀行

（現りそな銀行）
等の創業者であ
る野村徳七（号
得庵）のコレク
ションをもとに
昭和59年（1984）に開館。茶の湯と能楽にか
かわる美術品を中心に収蔵。今春は，懐石の
際に使用する鉢・向付・椀等を展示。

左京区南禅寺下河原町61 751-0374 地
下鉄：蹴上駅から10分 市バス：南禅寺・永観堂
から5分

3月7日～ 月曜 10：00〜16：30（入館16：
00まで） 一般800円，高・大学生300円※団体

（20名様以上）600円

2020年春季特別展 懐石のうつわ展示

白沙村荘 橋本関雪記念館
はくさそんそう　はしもとかんせつきねんかん74 A

近代の日本画家，
橋本関雪が30年
の歳月をかけ造
営した邸宅 白沙
村荘の庭園を公
開する美術館。
併設の美術館で
は，橋本関雪の作品や蒐集品また内外の現代
作家の作品なども合わせてご紹介致します。

左京区浄土石橋町37 751-0446 市バス：
銀閣寺前すぐ

～3月18日 なし 10：00〜17：00 一般
1,300円，大学生500円

白沙村荘 新春展展示

博物館 さがの人形の家
はくぶつかん　さがのにんぎょうのいえ

75
A

日 本 唯 一 の 古
人形（江戸期か
ら昭和期）を展
示している博物
館。春季にはお
雛様を展示する
とともに，御所
人形，嵯峨人形，賀茂人形，伏見人形，から
くり人形，郷土人形など，日本の珍しい古い
人形を多く展示しています。

右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12 882-1421 
JR：嵯峨嵐山駅から15分 市バス：嵯峨釈迦

堂前から10分，京都バス：護法堂弁天前から5分

2月20日～ 月曜（祝日の場合は翌日） 10:00
〜17:00 一般・大学生800円，中・高校生500
円，小学生200円※身障手帳の提示で本人と付添
者1名まで半額

①特別展“春らんまん！雛，ひな，ヒナ”展
②常設展 日本のお人形・全国の郷土人形

展示

細見美術館
ほそみびじゅつかん

76
D

四季 折々の企 画
展示で日本美術
の優品をご紹介。
館内には，ショップ
やカフェ，茶室を
併設。

左京区岡崎最勝寺町6-3 752-5555 地
下鉄：東山駅から10分 市バス：東山二条・岡崎
公園口から3分

（前期）～2月16日（後期）2月18日～ 月曜
（祝日の場合は翌火曜日） 10：00〜18：00（入

館17：30まで） 一般1,400円，中・高・大学生
1,100円※団体（20名様以上）100円引

華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化展示

樂美術館
らくびじゅつかん77 B

樂焼 450年の伝
統を今日に伝え
る窯元・樂家に隣
接して設 立 。歴
代作品を中心に，
茶道工芸美術等
約 1,200点を収蔵，年 4回の展覧会で公開。
実際に手に取り鑑賞できる「手にふれる樂茶
碗鑑賞会」「特別鑑賞茶会」も定期的に開催。

上京区油小路通一条下ル油橋詰町87-1 414-
0304 市バス：堀川中立売から3分

①～3月8日②3月14日～ 月曜（祝日は開館） 
10：00〜16：30（入館16：00まで） ①一般

900円，大学生700円，高校生400円②一般1,000
円，大学生800円，高校生400円※現金のみ

①新春展 ことのはの宴
②春期特別展

展示

2月9日，3月15日 13：20〜 館内 19名 
8,000円※現金のみ 必要 電話 懐紙と

菓子切をご持参ください

特別鑑賞茶会体験

黎明教会資料研修館
れいめいきょうかいしりょうけんしゅうかん

78
A

琳派を中心に展示
する美術館です。
展覧会は，季節や
テーマ別 に年 間
6〜 7 回開催して
おり，茶室，図書
室，ショップ，喫茶
コーナーもあります。洛東をご散策のおりには，
当館でゆったりとした時をお過ごしください。

左京区吉田神楽岡町3-6 751-0369 市
バス・京都バス：銀閣寺道から10分

①1月23日～2月4日②3月5日～ 火・水曜
（2月4日は開館） 10：00〜16：00（入館15：30
まで） 無料

①ReimeiArt2020季節展 新春
②ReimeiArt2020季節展 春季

展示

3月20日 12：00〜，13：30〜，15：00〜 館内 
中学生以上 各回10名 1,000円

琳派の掛物の茶室で濃茶・薄茶をいただく体験
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 住所   電話番号（市外局番“075-”省略）   FAX番号（市外局番“075-”省略）    Eメール   電車の最寄駅   バスの最寄停留所   展示企画   体験企画   休みを除く開催期間   実施日 

1月  22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）　 2月  1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 9（日） 10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 

歴史を知る施設

大谷大学博物館
おおたにだいがくはくぶつかん

79
A

大谷大学博物館
では，年5回の展
覧会を行っていま
す。収蔵品には，
真宗・仏教文化財
を中心に中央アジ
アから東アジアに
わたる様々な資料があり，毎回の展示テーマ
に合わせて公開しています。

北区小山上総町 411-8483 地下鉄：北大
路駅すぐ

～2月8日 日・月曜 10：00〜17：00（入館
16：30まで） 無料

うつりかわる京（みやこ）のすがた展示

おもちゃ映画ミュージアム
おもちゃえいがみゅーじあむ80 A

産業革命の所産
として映 画 が 誕
生しました。その
元になった光学玩
具，写真，幻灯機
の数々を展示し，
手回し映写機で動
く映像を楽しんだおもちゃ映写機にも触れて
映写体験できます。これ迄復元した貴重な映
像も自由にご覧いただけます。

中京区壬生馬場町29-1 803-0033 803-
0034 info@toyfilm-museum.jp JR・地下鉄：
二条駅から8分，阪急：大宮駅から７分 市バス：
みぶ操車場前すぐ

①全日②2月16日 月・火曜 10：30〜17：00 
①一般・高・大学生500円，中学生300円②一般

1,000円，高・大学生800円，中学生500円 ②の
み必要（先着30名） 電話，FAX，Eメール

①アニメーション作家 岡本忠成 没後30年
　記念ミニ資料展
②アン・ヘリング氏（日本児童文化史研究家）
　の講演と岡本忠成作品上映

展示

京都産業大学むすびわざ館
ギャラリー

きょうとさんぎょうだいがくむすびわざかんぎゃらりー

81
A

壬生の地に本学と
社会を結ぶ「知」の
発信拠点として開
館したむすびわざ
館内にギャラリー
があります。歴史，
文化，芸術，民俗，
産業，自然科学に関する展示を企画して，調
査資料を公開し，会期中には関連した講演会
を開催します。

下京区中堂寺命婦町1-10京都産業大学むすび
わざ館2階 277-0254 ＪＲ：丹波口駅から4分，
阪急：大宮駅，京福：四条大宮駅から7分

①1月27日～2月8日②3月2日～3月14日 日
曜，祝日 10：00〜16：30（月曜は13：00〜）（入
館16：00まで） 無料

①京都産業大学ギャラリー所蔵品展
②京都産業大学ギャラリー所蔵品展

展示

京都市学校歴史博物館
きょうとしがっこうれきしはくぶつかん

82
A

京都では明治 2年
に番組小学校とよ
ばれる日本で最初
の学区制小学校
がつくられました。
当館は，学校の創
設に関する資料や歴史的な教育資料，寄贈され
た美術工芸品を展示し，学校の創設と運営に力
を注いだ町衆の英知と情熱，京都の教育の独自
性や学校と地域のかかわりを紹介しています。

下京区御幸町通仏光寺下ル橘町437 344-
1305 市バス：四条河原町から10分

①1月23～27日②2月1日～ 水曜（休日の場
合は翌平日） 9：00〜17：00（入館16：30まで） 

一般・大学生①200円②300円，小・中・高校生
①②100円※20名以上の団体は2割引き※京都
市内の小・中学生は土・日曜は無料

①特別展「国宝・旧開智学校校舎の学校資料」 
②企画展「京都府画学校への道」

展示

京都市考古資料館
きょうとしこうこしりょうかん

83
B

京都市内の発掘
調査でみつかった
土 器や瓦など本
物の考古資料約
1,000点によって
京都の歴史をわ
かりやすく解説している常設展示と，特別展示

「光秀と京〜入京から本能寺の変〜」を実施
しています。各種イベントもご用意しています。

上京区今出川通大宮東入元伊佐町 265-1 
432-3245 市バス：今出川大宮すぐ

2月7日～ 月曜（祝日の場合は翌火曜日） 
9：00〜17：00（入館16：30まで） 無料

特別展示「光秀と京～入京から本能寺の変～」展示

京都市歴史資料館
きょうとしれきししりょうかん

84
A

京都の歴史に関
する資 料の保 存
と活用を図り，市
民の文化の向上
及び発展に役立
てることを目的に
昭和57年に開館しました。歴史資料の展示，
京都の歴史についての相談や図書の閲覧・刊
行も行っています。

上京区寺町通丸太町上ル 241-4312 市
バス：河原町丸太町から5分

①～2月2日②2月7日～ 月曜，祝日，2月3〜6日 
9：00〜17：00  無料

①特別展「上京と下京―京都の成り立ち
と町衆―」 ②特別展「光秀と京～信長，義
昭，そして町の人びと～」

展示

京都大学百周年時計台
記念館歴史展示室

きょうとだいがくひゃくしゅうねんとけいだいきねんかんれきしてんじしつ

85
A

創立から百有余年
の京都大学の歴
史を様々な資料に
より分かりやすく
展示しています。
歴史展示室中央
部には，150分の 1に縮小した模型を設け，
1939年（昭和14年）当時の大学本部構内を再
現しています。

左京区吉田本町 753-2285 市バス：京大
正門前から3分

全日 毎月第1月曜 9：30〜17：00（入館
16：30まで） 無料

常設展示
「京都大学の歴史」「第三高等学校の歴史」

展示

京都佛立ミュージアム
きょうとぶつりゅうみゅーじあむ

86
A

森羅万象を仏教
の視 点から読み
解く企画展を中心
に，参加無料で
聴講していただけ
る生涯学習支援
型の講座「テラコ
ヤスコラ」など，仏教に対する見方が変わる，
仏教が面白くなる，そんな新しい仏教のミュー
ジアムです。

上京区御前通一条上ル東堅町 110 288-
3344 市バス：北野天満宮前から2分

～2月16日 月曜（月曜が祝祭日及び25日のと
きは開館，翌日休館） 10：00〜16：00（土・日曜，祝
日は17:00まで） （入館は閉館30分前まで） 無料

宮沢賢治と日蓮展展示

ＫＣＩギャラリー
けーしーあいぎゃらりー87 A

公益財団法人 京都服飾文化研究財団は世界
の各時代の衣服，装身具及びこれらに関する
資料等の収集，保存，調査，研究を行ってい
ます。KCIギャラリーではその収蔵品より厳選
した作品を中心に小企画展を実施しています。

下京区七条御所ノ内南町103 321-9221 
JR：西大路駅から5分 市バス：西大路八条か

ら2分

1月27日～ 土・日曜，祝日 9:30〜17:00
（入館16：30まで） 無料 20名以上の団体様
のみ要予約 

未定展示

京都市平安京創生館
きょうとしへいあんきょうそうせいかん

88
A

平安京の歴史と
文化をわかりやす
く紹介。日本最大
の「平安京復元模
型」をはじめ，服
飾品・平安時代の
遺物を展示。また，
CG画像で平安京を散歩できる“バーチャル平
安京”でより身近に平安京を体感できる。

中京区丸太町通七本松西入 京都市生涯学習
総合センター（京都アスニー）1階 812-7222 

市バス・京都バス・JRバス：丸太町七本松すぐ

全日 火曜（祝日の場合は翌平日） 10：00
〜17：00（入場16：50まで） 無料

①企画展「平安京周辺の山林寺院」
②企画展「戦国時代のファッション」

展示

全日（休館は展示と同じ） 10：00〜17：00
（入場16：50まで） 館内 体験コーナー 無料 

平安貴族の普段着である袿（女性衣装）・狩衣
（男性衣装）を自分で着付けをして記念撮影がで
きます。また，盤双六や貝合せなどの平安貴族の
遊びが体験できます。

「平安時代の装束を着てみよう」
「平安時代の遊びを体験してみよう」

体験
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 休み   開館時間・実施時間   入館料・参加費   実施場所   対象   定員   事前申込   申込方法  その他，備考  ※      等は，すべて第24回京都ミュージアムロード開催期間中の情報です。

21（金） 22（土） 23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）　 3月  1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

岩倉具視幽棲旧宅
いわくらともみゆうせいきゅうたく89 H

幕末・明治の政治
家・岩倉具視が一
時身を潜めていた
屋敷で，坂本龍馬
や中岡慎太郎らが
訪ね会合した。岩
倉具視お手植の
松を中心とした七代目小川治兵衛の手になる庭
や，武田五一設計の資料館「対岳文庫」がある。

左京区岩倉上蔵町100 781-7984 京都
バス：岩倉実相院から2分

2月22日 13：30〜14：15 館内 親子参加
歓迎 20名 一般・大学生400円，中・高校生
200円，小学生100円※京都市内在住の小・中学
生，70歳以上の方は無料

岩倉具視幽棲旧宅 ミュージアム・トーク
第9回「あかり」

体験

京都市人権資料展示施設
「ツラッティ千本」

きょうとしじんけんしりょうてんじしせつ　つらってぃせんぼん90 A

かつて蓮台野村と
呼ばれた千本地域
の中世から現在ま
での歴史や暮らし，
近代千本の教育・
医療・殖産の発展に
つくした益井親子，
全国水平社の初代委員長・南梅吉などの事績も紹
介。展示を通して人権の大切さを学べる施設です。

北区紫野花ノ坊町23-1 493-4539 市バ
ス：千本北大路から3分

全日 日・月曜，祝日 10：00〜16：30 無料 
案内・解説が必要な場合は要電話申込

常設展示「千本の歴史とまちづくりのあゆみ」展示

ハリス理化学館同志社
ギャラリー

はりすりかがくかんどうししゃぎゃらりー

91
B

創立者新島襄の
志と同志社の歴史
を資料で紹介する
展示施設です。ハ
リス理化学館はJ．
N．ハリスの寄附
をもとに1890（明
治23）年に竣工し，同志社における理化学教育
の拠点となった建物で，国の重要文化財です。

上京区今出川通烏丸東入 同志社大学今出川
キャンパス 251-2716 地下鉄：今出川駅すぐ

全日 月曜，祝日，日曜(企画展開催期間中は
開館） 10：00〜17：00（入館16：30まで） 無料

常設展展示

琵琶湖疏水記念館
びわこそすいきねんかん92 D

琵琶湖疏水記念館
は，琵琶湖疏水竣
工 100周年を記念
し，琵琶湖疏水の
意義を 1人でも多
くの方に伝え，先
人の偉業を顕彰す
るため，平成元年８月に開館した施設です。開館
30周年を機に，リニューアルオープンしました。

左京区南禅寺草川町17 752-2530 地下
鉄：蹴上駅から7分 市バス：岡崎法勝寺町から
4分，南禅寺・疏水記念館・動物園東門前すぐ

全日 月曜（祝休日の場合は翌平日） 9：00
〜17：00（入館16：30まで） 無料

疏水ジェニックポスター展展示

佛教大学宗教文化ミュージアム
ぶっきょうだいがくしゅうきょうぶんかみゅーじあむ93 A

仏教文化や暮ら
しの中の祈りと芸
能に関する特 別
展や平常展を開
催すると共に，併
設のシアターで民
俗芸能の公演を開催しています。

右京区嵯峨広沢西裏町 5-26 873-3115  
市バス：山越から１３分

①～1月31日②2月15日～ 日曜，祝日（1月26日
は開館） 10：00〜17：30（入館17：00まで） 無料

①平常展「祈りと祀り，そして暮らし―宗
教文化研究への誘い―」②冬期企画展「矢
吹慶輝が遺した研究資料」

展示

古田織部美術館
ふるたおりべびじゅつかん94 A

「へうげもの」を
好んだ天下―茶
人・古田織部に
ついて紹介する
美術館です。今
回はもう一人の
茶の湯大成者－織部の企画展を行います。

北区上賀茂桜井町 107-2地下 1階 707-
1800 地下鉄：北山駅から5分

全日 月曜（祝日の場合は翌平日） 9：00〜
17：00（入館16：40まで） 一般500円，高・大学生
400円，小・中学生300円※団体（15名以上）100円引

もう一人の茶の湯大成者―織部展示

二条城障壁画 展示収蔵館
にじょうじょうしょうへきが　てんじしゅうぞうかん95 B

当館は，重要文
化財二の丸御殿
障壁画を，御殿に
おける配置のまま
で展示する施設で
す。狩野派一門に
よる豪華な障壁画を間近から鑑賞していただ
けます。また，飾金具や城内から発掘された
埋蔵文化財も展示しています。

中京区二条通堀川西入二条城町541 841-
0096 地下鉄：二条城前駅から5分

世界遺産登録25周年記念「二条城障壁画 
展示収蔵館」原画公開 令和元年度 第４期
うつりゆく季節～老中（ろうじゅう）の間の
花鳥図（かちょうず）～

展示

～2月16日 なし 9：00〜16：45（入館16：30まで
※二条城の入城は16：00まで） 小学生以上200円※市
内に在住・在学の小中学生，市内在住の70歳以上の方，
障がい者手帳をお持ちの方は無料※入城料が別途必要

柳原銀行記念資料館
やなぎはらぎんこうきねんしりょうかん96 A

明治期に同和地区で設立さ
れた唯一の元銀行で，木造
としては現存する最古の銀
行建築の一つであり，市の
登録有形文化財。地区の
産業振興や教育向上に貢
献した銀行の活動と地域の
歴史を通して，人権の尊さ
を伝えるため設立。

下京区下之町6-3 371-0295 市バス：塩
小路高倉から5分

全日 月・火曜，祝日，展示替の日 10：00〜
16：30 無料 人数が多い場合は，HPの「研修
等の申込方法」をクリックしてください

常設展展示

立命館大学国際平和ミュージアム
りつめいかんだいがくこくさいへいわみゅーじあむ

97
A

戦 争の被害と加
害の両面から過
去の歴史に学び，
平和をつくるため
に何ができるかを
考える世 界 初の
大学立の平和博物館。戦時中の民家の復元
や映像も駆使した展示。特別展も年数回開催。

北区等持院北町56-1 465-8151 市バス：
立命館大学前から5分，わら天神から10分

2月17日～3月21日 2月24日，3月1，8，15日 
9：30〜16：30（入館16：00まで） 一般・大学

生400円，中・高校生300円，小学生200円※20名
以上の団体は1人につき50円引き

第129回ミニ企画展示
「こんなはずじゃなかった」

展示

龍谷大学龍谷ミュージアム
りゅうこくだいがくりゅうこくみゅーじあむ

98
A

西本願寺の正面
に位 置する仏 教
総合博物館。仏
教の誕生からアジ
アでの広がり，日
本での展開を紹
介するシリーズ展や，特定のテーマに基づく
特別展・企画展を開催。展覧会にあわせて，
講演会などの魅力的なイベントも実施。

下京区堀川通正面下ル（西本願寺前） 351-
2500 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から12分

全日 月曜，2月10〜21日 10：00〜17：00
（入館16：30まで） 一般550円，シニア（65歳以

上）450円，大学生400円，高校生300円

シリーズ展6
「仏教の思想と文化―インドから日本へ―
特集展示：仏像ひな型の世界」

展示

未定 未定 館内 40名 無料（入館料は
必要） 詳細は展覧会HPをご確認ください

ギャラリートーク体験

幕末維新ミュージアム
霊山歴史館

ばくまついしんみゅーじあむりょうぜんれきしかん

99
E

幕末・明治維新の
専門歴史博物館。
坂本龍馬・西郷隆
盛ら討幕派，新選
組ら幕府側，双方
の資料5,000点の
内，常時100点を展示。特に龍馬を斬った刀，
土方歳三，近藤勇の愛刀は必見。

東山区清閑寺霊山町1 531-3773 市バ
ス：東山安井から7分

①～1月26日②1月29日～ 1月27，28日，2月3，
10，17，25日，3月16日 9：00〜17：30（3月6日以降
は18：30まで）（入館は閉館30分前まで） 一般900
円，高・大学500円，小・中学生300円　

①龍馬と勝海舟をめぐる人々
②徳川幕府と新選組

展示

展示と同じ 展示と同じ 館内 無料（入館
料は必要）

幕末の本物の資料を触ろう
（火縄銃・大砲の弾・木刀等）

体験
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