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公益社団法人京都デザイン協会会員・有志による作品展。現代の琳
派絵師をめざしてデザイナー一人ひとりが個性あふれる斬新な作品
に挑戦しました。

京都鷹峯の地に始まった琳派。
光悦・宗達・光琳を中心に彼らの
考えたデザインの真髄に迫る。

❶-A「琳派に遊ぶ」展  3月21日（土）～3月31日（火）

❶-B 講演「琳派に見るデザインの真髄」
3月22日（日） 13：30～14：30

「日本の花」、「切手になった琳派」など、テーマを決めて
集めた切手作品を展示します。なお、3月28、29日には、
切手教室を開催します。
（参加無料）（公益財団法
人日本郵趣協会登録支
部）京都支部及び、京都
中央郵趣会の2団体共同
出展

❷春・花・切手展、切手教室
3月21日（土）～3月29日（日）

緑茶として独自の発展をと
げた日本茶の生産の歴史
とそれに関わる多様な喫
茶文化を物語る山城地域
の日本茶のふるさと「宇治
茶生産の景観」を、パネル
展示でご紹介します。

❸「お茶の京都」
　宇治茶を世界文化遺産に目指しています
3月21日（土）～4月7日（火）

復興パネルや観光ポスター・
パンフレットを展示します。
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、福島県の魅力に触れるこ
ともできます。

❹福島復興・観光展
3月21日（土）～4月7日（火）

｢琳派｣400年の歴史をかわいいキャ
ラクターたちがやさしく解説します。

❽楽しい琳派展
3月31日（火）～4月7日（火）

京都の新人、若手作家による
陶磁器と漆器の作品を展示し
ます。

❾きょうの陶と漆　2015春
4月3日（金）～4月7日（火）

観桜祭にあわせて、「桜」をモチーフ
にした京都の伝統工芸品を展示。
悠久の歴史の中で育まれ、洗練さ
れてきた京都の伝統工芸の技を通
じて、「桜」をお楽しみください。

10桜に薫る京の工芸品
4月5日（日）

若手美術作家「井浦崇＋
大島幸代」さんの映像作
品「Designing Nature: 
Kakitsubata」を展示。琳
派作品をモチーフに映像
と音で彩られた斬新な意
欲作。アートな「現代の琳派」をご覧下さい。

❺映像と音が奏でる「琳派」アート
３月２１日（土）～２９日（日）

現在開催中の「PARASOPHIA: 京
都国際現代芸術祭2015」。この部
屋では参加作家のインタビュー映
像やカタログなどの資料をご覧いた
だけます。ポスターのプレゼントも。

❻PARASOPHIA ＲＯＯＭ
３月21日（土）～４月７日（火）

京都を拠点に活動する彫刻家で構
成された京都彫刻家協会。
素材や表現方法、年齢も様々な会員
1５名による野外彫刻展を開催。
・浅岡憲介 ・江藤佳央琉 ・太田耕三
・柿本香 ・北村香織 ・黒田峯夫
・近藤嘉晃 ・斉藤修平 ・佐野賢
・高林敏雄 ・辻田恭子 ・松下幸夫
・山崎良 ・山田実 ・横田朋子

❼第6回春の府庁旧本館野外彫刻展
3月21日（土）～4月7日（火）

京都府庁茶道倶楽部のメンバーが、
お茶とお菓子でおもてなしします。

25-C 府庁茶道倶楽部 お茶席
４月４日（土） ①10：00～
②10：40～  ③11：20～  ④12：40～
⑤13：20～  ⑥14：00～  ⑦14：40～
（各回約30分  5分前受付開始）

サクラを観て、サクラを描いて、抹茶
を飲みましょう！
抹茶を点てて、点てた抹茶の上に濃
い抹茶を乗せて描いていきます。誰
でも簡単に描くことが出来ます。

27抹茶アート体験
3月28日（土）・29日（日）
１０：００～１６：００（１回３０分程度）

桜の下で、喉を潤すお茶から、心安らぐお茶を体感して下さい。 
京都府下最大の茶産地から和束茶の呈茶を行います。

26ちょっと一息 !!  和束のお茶を
4月4日（土）・5日（日） 1０：００～15：００

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
てなしさせて頂きますので是非お越
し下さい。

25-B 京都光華中学校・高等学校茶道部
　　 お花見茶会
３月２９日(日) ①10：00～  ②11：00～  ③12：30～
④13：30～  ⑤14：30～

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
りくださいませ。

25-A 鴨沂高校 茶道部 茶席 鴨の沂（ほとり）
３月28日（土） 10：00～14：00頃
※お菓子がなくなり次第終了させていただきます。

京都でお茶の
おもてなし

京都を
着物で散策

「ＮＰＯ法人オペラプラザ
京都」のメンバーと「オペ
ラ講座」 の受講生による
和のテイストを織りまぜた
演奏を、再建された旧議場
の雰囲気と共に、お楽しみ
下さい。

11ＮＰＯ法人オペラプラザ京都
３月２８日（土） 10：30～12：00

京都発！女流オカリナ奏者と
新鋭ボサノバシンガー２人のステージ。
☆鈴江先子（オカリナ演奏） ☆久保田美沙（ボサノバ弾語り）

16“さくらひと”ミニコンサート
4月3日（金） 

邦楽部OBにより結成された、お
びじ会の演奏 「さくら」・「荒城の
月」・「中空六段」・「茶音頭」・「春
よこい」など、古典から耳馴染み
のある現代曲まで、邦楽器の音色
をお楽しみください。

18京都産業大学おびじ会
　琴、尺八、三味線 演奏
４月４日（土） １５：３０～１６：３０

〝さくら〞をテーマにした古典
舞踊、〝さくらづくしの世界〞
をお届けします。和のこころ
をお楽しみ下さい。

14春乃流門下による日本舞踊
　～さくらづくしの世界～
3月29日（日） ①13：30～  ②14：30～

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。

17フォーク＆カントリーミュージック
　ライブコンサート
4月4日（土） 10：30～14：00

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３４年に
なりました。
春のうたを中心に、東北被
災地へ心を寄せるステージです。

12京都府庁あじさいコーラス
3月28日（土） 14：00～15：00

京都光華高校吹奏楽部の部員
が春やお花にちなんだ曲をア
ンサンブルにて、皆様にお届け
します。高校生による華やか
で、元気あふれるステージを是
非お楽しみ下さい。

13京都光華高等学校吹奏楽部
　お花見アンサンブル♪
３月２９日（日） ①10：00～  ②11：00～

関西で次代のシンガーと期待さ
れる若手実力派シンガー達や、
現在活躍中の弾語りシンガー達
による、さくら満開！ステージ

15さくら♪ライブ
4月2日（木） 

茶道と桜花をテーマに歴史上、
今に伝わる物語を筑前琵琶の弾
き語りによりお楽しみください。
演奏者：奥村旭翠、岸根旭誠、
谷口旭佳・森旭翠秀他

20奥村旭翠一門会
　筑前琵琶演奏会「茶道と桜花」
４月５日（日） 13：30～14：30

文化・文政の時代に京で
花開いた篠塚流。はんなり
とおおらかな舞を是非ご
鑑賞下さい。
[立方] 
篠塚 瑞真 、篠塚 瑞冨宮

21京舞 篠塚流
４月５日（日） 15：30～16：00

22Aricoピアノチャリティライブ
　「絶佳の庭Ⅲ」
4月5日（日） 17：00～18：30

ステージ

展示・体験

1 F

2 F

有  料 500円

定  員 各回10名まで有  料 ３００円

定  員 各回２０名(無料)

お茶席券の販売は9:30～

上記25-A・B・Cに着物姿により御参加された方
については、それぞれ先着２５名様に限り記念
品を配布いたします。

❽

❹ 26

❶-A

❶-B

❺

❸

❻ ❷

❼

❼ ❼

❾

❼

25

27
28

28

2324

-ABC

人力俥は見るだけで乗ったこと
がないという方にも親しんでも
らいたく、無料乗車会を実施い
たします。

4月5日（日） 10：00～17：00
同志社大学　人力俥友之会

15~22

1314

11

10

12

学生が学生のために着物で京都をご案内。旧本館の満開の
桜、公開中の御所など京都の名所を散策します。着物はこち
らでご用意し、着付けも行います。
協力団体：京都和装産業振興財団
お申し込み先：
http://kyotokimonokikaku.wix.com/kimokika

4月5日（日） 13：00～18：0028きもの散策

対  象
大学生

日本の名曲、「荒城の月」、「さ
くら」、「花」、「春の海」など演
奏します。春たけなわ、桜と共
に音でも春を愉しんでいただ
ければ幸いです。ご来場お待
ちしています。（宮城道雄創立）宮城会会員

19筝曲　あすなろ会 ～春を愉しむ～
4月5日（日） １1：0０～１2：0０ ピアニスト＆α-ＳtationDJ。懐かし

い日本の唄オリジナルアレンジ他。

有  料 3,000円

定  員 80名　要予約
☎075-821-7200（アークコーポレーション）

※収益の一部は旧本館修復のため
　寄附されます

旧本館で桜とお茶を満喫

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。併せて、４月５日（日）は東北応援商品
の販売をします。是非、お立ち寄りください。

23「ほっとはあと」カフェコーナー
３月２１日（土）、２２日（日）、２８日（土）、
２９日（日）、４月４日（土）、５日（日）

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。

24福島物産展  4月4日(土) 10：00～16：00

喫茶や販売を行っています。
休憩スペースとしてご利用ください。

ちょっとひとやすみ

特典

祇園しだれ桜
円山公園の初代しだれ
桜の「孫」にあたります。

〈歌姫ステージ〉
☆荒金理香  ☆番匠谷紗衣  
☆山口真衣花  ☆Ｍａｙｕｍｉ 
☆苻坂千尋
〈弾語りステージ〉
☆かなわちあき＋ｓｏｎ  
☆Ｐｏｃｏ ａ Ｐｏｃｏ
　サポートパーカッション
　ＤＲ．ＦＯＯ

11：00～ 鈴江先子（オカリナ）
12：30～ 久保田美沙（ボサノバ）
13：30～ 鈴江先子（オカリナ）
14：30～ 久保田美沙（ボサノバ）
15：30～ 鈴江先子（オカリナ）
（各回約30分）

11：00～ 公開リハ
12：30～ 歌姫ステージ①
14：00～ 弾語りステージ
15：00～ 歌姫ステージ②

講師：久谷政樹氏
　　 （京都造形芸術大学名誉教授）
　　 グラフィックデザイナー

定  員
男性10名
女性20名
事前予約要
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おなじみのご当地のゆるキャラが旧本館内に
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触れ合うことができます。

３月２８日（土）  ①11：00～11：30
②12：00～12：30　③13：00～13：30

ＮＰＯ法人京都観光文化を考える会・都草が、
明治期当初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。

天井、しっくい壁、１階部分を中心に明治期当初の
姿へと修復した旧議場を期間中一般公開してい
ます。（イベント実施時を除きます）

3月21日（土）、22日（日）、28日（土）、
29日（日）、4月4日（土）、5日（日）
①11：00～  ②13：00～  （所要時間約45分）
集合場所：旧本館正面玄関前

旧本館ガイドツアー

旧議場一般公開

デザイン／公益社団法人 京都デザイン協会

屋上緑化「京てらす」
４月４日（土）１０：00～１７：00
（平日公開時間 ９：00～１７：00）
府庁第2号館の屋上緑化施設「京
てらす」の休日特別公開を行い
ます。

問い合わせ :TEL.075-414-5434  FAX.075-414-5450
〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

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

a c c e s s

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。

21 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31　 1　 2　 3　 4　 5　 6　 7
土・祝 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

3 4

©京都府 まゆまろ 2652008
上京区マスコットキャラクター

かみぎゅうくん

イベント １1：00～１3：00

※①②は先着100名限り

①京てらすでとれたハーブをプレゼント
②押し花のしおりプレゼント
③押し花しおり作り体験

ゆるキャラと触れ合おうゆるキャラと触れ合おう

❶ -A「琳派に遊ぶ」展

❶ -B講演「琳派に見るデザインの真髄」

❷春・花・切手展、切手教室

❸お茶の京都
❹福島復興・観光展

❺映像と音が奏でる「琳派」アート

❻PARASOPHIA ROOM
❼第6回春の府庁旧本館野外彫刻展

❽楽しい琳派展11ＮＰＯ法人オペラプラザ京都
12京都府庁あじさいコーラス

13京都光華高等学校吹奏楽部

25-A鴨沂高校 茶道部 茶席 鴨の沂　
25-B京都光華中学校・高等学校茶道部 お花見茶会

26ちょっと一息!! 和束のお茶を

27抹茶アート体験 25-C府庁茶道倶楽部 お茶席

28きもの散策
23「ほっとはあと」カフェコーナー 23「ほっとはあと」カフェコーナー23「ほっとはあと」カフェコーナー

24福島物産展
ゆるキャラと触れ合おう

旧本館ガイドツアー 旧本館ガイドツアー 旧本館ガイドツアー

東北応援商品販売

同志社大学 人力俥

14春乃流門下による日本舞踊

15さくら♪ライブ
16“さくらひと”ミニコンサート
17フォーク＆カントリーミュージックライブコンサート

18京都産業大学おびじ会　

19筝曲 あすなろ会
20奥村旭翠一門会

21京舞 篠塚流
22Aricoピアノチャリティライブ

❾きょうの陶と漆 2015春
10桜に薫る京の工芸品

©京都府 まゆまろ 2652008

問い合わせ：京都府府有資産活用課
　　　　　　TEL.075-414-5434
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