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地下鉄

旧本館ガイドツアー

三条京阪から10系統、
京阪神宮丸太町から93系統、
202系統、204系統、「府庁前」
下車 徒歩5分

第2号館
旧本館

正門

東門

市営地下鉄
京阪電鉄
JR線
阪急電鉄
近鉄京都線
京福電鉄嵐電

御来庁には公共交通機関を
御利用ください。

京都府庁 旧本館の
有料開放について
旧本館が府民の皆様に愛される施設と
なることを目指し、正庁・旧議場を催し
物や結婚式の会場として有料で開放し
ています。ご利用については府有資産
活用課までお問い合わせください。

重要文化財 京都府庁 旧本館
旧本館は、明治37年（1904年）12月20日竣工のレンガ
造の建物です。昭和46年まで京都府庁の本館として、ま
た、現在も執務室や会議室として使用されています。
創建時の姿をとどめる現役の官公庁建物としては日本
最古のもので、平成16年（2004年）に重要文化財に指
定されました。

旧本館ガイドツアー 旧本館ガイドツアー

ＮＰＯ法人京都観光文化を考える
会・都草が、明治期当初の姿に修復
した旧議場も含めたコースで旧本
館の歴史と見所をご案内します。

3月２5日（土）、２6日（日）、
4月1日（土）、2日（日）
①11：00～  ②15：00～ 
（所要時間約50分）
集合場所：旧本館正面玄関前

デザイン／公益社団法人 京都デザイン協会

〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

京都府庁旧本館

問い合わせ:京都府府有資産活用課
TEL.075-414-5435 FAX.075-414-5450

おなじみのご当地のゆるキャラが旧本館
に登場！「まゆまろ」と「かみぎゅうくん」と
一緒に記念撮影や握手などふれあうこと
ができます。

4月1日（土） 
①１１：００～１１：３０ ②１2：００～１2：３０ 
③１3：００～１3：３０　

ゆるキャラと
触れ合おう

access

イベント １1：00～１3：00
①「京てらす」でとれたハーブを　
　プレゼント（※先着100名限り）
②押し花の缶バッジづくり体験
　（内容は変更する場合があります）

府庁第2号館の屋上緑化施設「京
てらす」及び「太陽光発電施設」の
休日特別公開を行います。

屋上緑化「京てらす」・
太陽光発電施設
4月1日（土）10：00～16：00
（平日公開時間 ９：00～１７：00）

上京区マスコットキャラクター
かみぎゅうくん
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【主催】  京都府・府庁旧本館利活用応援ネット　問い合わせ：京都府府有資産活用課　TEL.075-414-5435

会場：京都府庁旧本館
10:00─17:00

3.25   ～4.22017 土 日

かん おう さい
重要文化財  京都府庁 旧本館

観桜祭
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❶「世界がひとつの家族のように」広め隊
❷フォーク＆カントリーミュージックライブコンサート

21京都光華中学校・高等学校茶道部 お花見茶会
22京都府立鴨沂高等学校茶道部 茶席 鴨の沂

❸鈴江先子 オカリナ 花時コンサートvol.2
❹名曲コンサート

❺筝曲 あすなろ会 ～春のしらべ～ ❻人間国宝 奥村旭翠一門会 筑前琵琶演奏会

23府庁茶道倶楽部 お茶席

25「ほっとはあと」カフェ＆販売コーナー
27東北応援商品の販売

ゆるキャラと触れ合おう

屋上緑化「京てらす」

28福島物産展

❼NPO法人 オペラプラザ京都
❽春乃流門下による日本舞踊～春の賑い～

❾京都産業大学おびじ会（邦楽部OB） 琴、尺八、三味線 演奏
10京都府庁あじさいコーラス

11第５回 Ａricoチャリティピアノソロコンサート「絶佳の庭」

20和の文化ふれあい教室（型友禅・西陣織体験教室）

12第８回春の府庁旧本館野外彫刻展
13第３回 彩の京都「かみぎょう」 フォトコンテスト作品展

14ながたみどりイラスト展
15お茶の京都

16福島復興・観光展

17「一緒にしあわせ！子育て京都キャンペーン」移動写真展
18絵本から見る子どもの権利～スウェーデンの画家からの贈り物～

19春・花・切手展・切手教室24農福連携マルシェ×観桜祭２０１７
25「ほっとはあと」カフェ＆販売コーナー
26京都パラダイス☆マルシェ
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国際芸術文化アカデミーの田村喜
久子（ピアノ）、山田園子（バイオリ
ン）、藤田菜緒、西村泳子、細辻秀
美、中西康雄、大西淑子などが心に残る珠玉のメロディーを奏
でます。イイ文化サロンアカデミー室内アンサンブルは「ほん
まもん」の音楽をお贈りします。

毎回好評の「切手と写真旅日
記」をはじめ、日本と世界の切
手を集め、作品としてまとめた
ものを展示します。展示会場
内で、子供さんたちの切手教
室を随時開催しますのでご参加ください。(参加無料 )

第３回 彩の京都「かみぎょう」
フォトコンテストの入賞作品
を展示いたします。上京区の
美しい四季、家並み、名所、伝
統行事など、その魅力を写真
を通じて皆様にお伝えいたします。

満開の桜と共に、筝の音色で春のひ
とときをお楽しみいただければ幸
いです。「六段の調・さくら・荒城
の月」他、色々演奏させていただき
ます。（宮城道雄創立宮城会会員）

平成２８年に重要無形文化財に認定さ
れた琵琶の弾き語りを保持者 奥村旭
翠と一門が演奏致します。古典文化
の素晴らしさをお楽しみ下さい。
演奏者：奥村旭翠・岸根旭誠・谷口旭佳他

懐かしさに包まれて夢見るように美
しく、訪れるたび心ときめく旧本館の
中庭を「絶佳の庭」と名付けてはじ
まったコンサート。春を感じるピアノ
をたっぷりお届けします♪
 有料   ３,０００円 ※収益の一部は旧本館維持管理のため寄附されます。
 定員  ８０名 要予約　
☎075-821-7200（アークコーポレーション）

型友禅・西陣織体験しませんか。
（体験料100円）
体験材料は体験料に含みます。但
し当方が用意する「ハンカチ」、「手
ぬぐい」等は実費負担です。また、
材料持ち込みの場合は体験料の
みのご負担です。　　

４回目となる今年は、「八千代獅
子」・「雨のち晴レルヤ」（ゆず）・「さ
くら（独唱）」ほかを演奏いたしま
す。和楽器体験あります。岩倉北小
学校お箏部の演奏もお楽しみに。

アメリカの古くから伝わるカ
ントリーミュージックの名曲を
はじめ、1960 年代に生まれ
たモダンフォークソングや、日
本の懐かしい叙情歌を、心に
響くアコースティックのサウンドで楽しんでいただけます。

今年生誕百年の少女『田中千鳥』の
詩とオカリナの「かたりしらべ」とオ
カリナライブ。
朗読：松尾佳世子（朗読工房）
ライブサポート演奏 
三線：板倉茂樹  打楽器：福井秀彦

春は音楽を身近に感じる季節、高
校生以下の皆様、舞台で一曲歌っ
てみませんか？（３組程度）応募お待
ちしております。
TEL 090-6918-1673 山並るり子

山田園子 田村喜久子

京都府庁茶道倶楽部のメンバーによ
る陽春のお茶席です。心をこめて一服
のお茶でおもてなしいたします。ぜひ
ともお立ち寄りください。季節のお菓
子とともに、お待ちいたしております。
 有料   ５００円（お茶券の販売は10：00～）

桜をめでながら、春のひとときを、お過
ごしいただきたく、鴨沂高校茶道部の
生徒が、お茶を点てさせていただきま
す。春らしいお菓子とともに、お待ちし
ております。どうぞ、お気軽にお立ち寄
りください。

22京都府立鴨沂高等学校茶道部 茶席 鴨の沂
3月25日（土） 1０：0０～13：00頃 
※お菓子がなくなり次第終了させていただきます。

ほとり

京都市内で不定
期開催の「京都
パラダイス☆マ
ルシェ」が京都府
庁に初登場！話
題のコーヒーショップ「TRAVELING COFFEE」さんのハンド
ドリップコーヒー、その他おでんやぜんざい等をご用意してお
待ちしております。

 定員   各２０名 (無料 )

京都彫刻家協会会員による野外
展示です。8回目を迎えて秋の
展示も含め、多くの皆様に展示
を楽しみにしていただいており
ます。今回も様々なジャンルから
の作品でお楽しみください。

12第８回春の府庁旧本館野外彫刻展
3月25日（土）～４月２日（日） 
10:00～17：00

京都光華中学校・高等学校茶道部の部
員が、季節にちなんだお茶会を開催致し
ます。この時期ならではのお菓子で、ご来
席の皆様方を精一杯おもてなしさせてい
ただきますので是非お越し下さい。

21京都光華中学校・高等学校茶道部 
　 お花見茶会
3月25日（土） ①10：00～ ②11：00～  ③12：30～ 
　　　　　　  ④13：30～ ⑤14：30～

農業分野と福祉分野が連携する
農福連携の一環として、京都府下
で低農薬栽培などの自然に近い
栽培に取り組む障害福祉サービス
事業所による「農福連携マルシェ
×観桜祭２０１７」を開催します。

24農福連携マルシェ×観桜祭２０１７
３月２５日（土）、２６日（日） 10:00～17：00

京都府内の障害者施設が、淹れたてのコーヒーや手作りの焼
き菓子・ケーキ、雑貨などで、心温まるおもてなしをします。お
散歩途中に「ほっと」一息つきに、お立ち寄りください。(雨天時
場所の変更あり）

東北3県の障害者施設で作られた商品の支援
販売をします。是非、お立ち寄りください。

25「ほっとはあと」カフェ＆販売コーナー
３月25日（土）、26日（日）、４月1日（土）、2日（日） 
10:00～17：00

26京都パラダイス☆マルシェ
３月25日（土）、26日（日） 10:00～17：00

お茶のおもてなし

ちょっとひとやすみ

京都府人権啓発イメージ
ソング「世界がひとつの家
族のように」の歌と作詞家
鮎川めぐみさんのトーク、
そしてアルゴノータの美
しいヴァイオリン演奏をお
楽しみください。

❶「世界がひとつの家族のように」広め隊
3月25日（土） 10：00～10：40

❺筝曲 あすなろ会 ～春のしらべ～
3月29日（水） 14：00～15：00

❻人間国宝 奥村旭翠一門会 
　 筑前琵琶演奏会「都の春を琵琶で語る」
4月1日（土） 12：30～14：00

❼NPO法人 オペラプラザ京都
4月1日（土） 14：00～16：00

春乃流が中庭の桜の風情を和の
世界であらわします。古典舞踊４曲
をショー形式でお楽しみください。

❽春乃流門下による日本舞踊～春の賑い～
4月1日（土） ①14：30～ ②15：30～

❾京都産業大学おびじ会（邦楽部OB）
　 琴、尺八、三味線 演奏
4月2日（日） 13：00～15：00

１９８１年６月、紫陽花の咲く季
節に、京都府庁に働く女性職
員のサークルとして結成し、歌
い続けています。
春のうたを中心に、ふるさとへ
心を寄せるステージです。

10京都府庁あじさいコーラス
4月2日（日） 13：00～14：00

11第５回 Ａricoチャリティ
　 ピアノソロコンサート「絶佳の庭」
4月2日（日） 16：00～17：30

❷フォーク＆カントリーミュージック
　ライブコンサート
3月25日（土） 10：30～15：00

❸鈴江先子 オカリナ 花時コンサートvol.2
3月26日（日） 
開演 ①11：00～ ②15：00～

❹名曲コンサート
3月26日（日） 12：30～14:30

展示・体験

ステージ

23府庁茶道倶楽部　お茶席
４月1日（土） ①１０：３０ ②１１：１０ ③１１：５０ ④１２：３０
　　　　　   ⑤１３：１０ ⑥１３：５０ ⑦１４：３０

13第３回 彩の京都「かみぎょう」
　フォトコンテスト作品展
3月25日（土）～４月２日（日） 10:00～17：00

源氏物語や大政奉還ゆかりの地をか
わいいキャラクターがご紹介します。

14ながたみどりイラスト展
3月25日（土）～４月２日（日） 
10:00～17：00

「日本茶のふるさと」である府南部
の山城地域。そこでつくられる「宇治
茶」の歴史・文化や美しいお茶生産
の景観をパンフレットやポスターで
ご紹介します。

15お茶の京都
3月25日（土）～４月２日（日） 10:00～17：00

復興パネルや観光ポスター・パンフ
レットなどを展示します。東日本大震
災からの復興のあゆみをご覧いただ
けるほか、福島県の魅力にも触れるこ
とができます。

16福島復興・観光展
3月25日（土）～４月２日（日） 10:00～17：00

17「一緒にしあわせ！
　子育て京都キャンペーン」移動写真展
3月25日（土）～30日（木） 10:00～17：00

子どもの権利条約をご存じですか。児童
虐待など様々な困難に直面している日
本に、スウェーデンから届いたイラストの
前に立って、地球上の子どもたちの厳し
い暮らしぶりや楽しい夢に思いをはせて
ください。

18絵本から見る子どもの権利
　～スウェーデンの画家からの贈り物～
3月25日（土）～４月２日（日） 10:00～17：00

19春・花・切手展・切手教室
３月２８日（火）～４月２日（日）10:00～17:00
切手教室：4月1日（土）、2日（日） 10:00～16：00

20和の文化ふれあい教室
　（型友禅・西陣織体験教室）
４月２日（日） 10:00～16：00

東北
復興支援

27東北応援商品の販売
4月1日（土） 10:00～17：00

平打ちちぢれ麺の喜多方ラー
メンや果汁１００％のももジュー
スなど、福島の特産品を販売し
ます。期間中１日限りの販売と
なりますので、是非この機会に
ご賞味ください。

28福島物産展
4月2日（日） 10:00～16：00

あなたの
まだ知らない
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彩を放つ山

桜

容保桜
山桜と大島
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しい桜。

幕末の京都
守護職・松
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ちなんで命
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12第 春 府庁旧本館 外彫刻

展示・体験

円山公園しだれ
桜の孫！

祇園しだれ桜
旧本館内の様

々な角度から

お楽しみいただ
けます。

八重桜 はるか
NHK大河ドラマに

因み、綾瀬はるか

さんが命名された
新種の桜。福島県

から復興を応援す

るシンボルとして
寄贈されました。

大島桜 花は白色
または微紅色で花

びらが５つに

わかれています。

紅八重しだれ桜 
花が濃い紅色をし

ており、旧本館

中庭の中で一番最
後まで咲いていま

す。

結婚や子育てに優しい社会気運
を醸成するため、京都府内のカッ
プルや子育て家庭の写真を募集
しました。応募された“しあわせ写
真”約２００作品を展示します。

桜と大島桜
の特徴を併

山桜と
末の京都守

護職・松平
容保の名前

に

幕末の
んで命名さ

れました。
ちなん

観る人を圧
倒させる！

紅一重しだ
れ桜

花は一重で
小輪、淡紅

色をしてい
ます。
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