会員の活動情報（令和元年７月～１０月分）
事業名

事業概要

開催期間

開催時間

会場（住所）

料金

事前
申込

主催者名（電話）

1

源頼政840回忌記念展

源頼政の840回忌を記念して、彼にまつわ
5月25日～9月27日（計126日間）
る品々を展示する

９：００～１７：００

平等院ミュージアム鳳翔館
京都府宇治市宇治蓮華１１６

有料（600円）
※平等院拝観料に含む

不要

宗教法人平等院
（0774-21-2861）

2

第5回目
一日一訓カレンダーフォトコンテスト
「ほとけの心」入選作品写真展

仏教伝道協会主催のフォトコンテストで入
選した写真を展示

９：００～１７：００

平等院ミュージアム鳳翔館
京都府宇治市宇治蓮華１１６

有料（600円）
※平等院拝観料に含む

不要

宗教法人平等院
（0774-21-2861）

3

茶道体験と茶花生体験

立礼式の点前の体験と四季折々の茶花を
生けて空間の美を楽しむ。※海外の方は 7月1日～10月30日（計3ヶ月間）
要通訳帯同

１３：００～１７：００

NISIYAMA RYOKANN
京都市中京区 御幸町二条下ル山本町433

有料（8,000円）
※休館日等でお断りする場合あり

4

京都音楽家クラブ会員による
サマーコンサート

邦楽・洋楽の演奏を通じて、京都文化の素
7月6日
晴らしさを世界に発信する

１８：００～２１：００

京都コンサートホール・小ホール
（アンサンブルホールムラタ）
京都市左京区下鴨半木町1−２６

無料

5

京都定期観光バス
登録25周年の世界遺産や御大礼のゆかり
～京の御大礼と登録25周年・世界遺産
7月6日～9月30日（計87日間）
の社寺等を特別にご案内
めぐり～

１０：００～１６：３０

京都定期観光バス烏丸口のりば
大人 9,500円
（京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路
小児 6,690円
町９０２）

6

第73回 文人展

文人連盟役員・会員による書・画・篆刻作品の
7月30日～8月4日（計6日間）
展観

7

水明書展
①第68回青年部
②第70回一般部

70年の歴史を持つ水命書道会主催の公募 ①8月9日～8月11日（計3日間）
書展。青年部と一般部開催
②9月7日～9月8日（計2日間）

8

令和元年度 京都書道連盟展（公募）

公募、会員による書のあらゆる分野を結集
8月14日～8月18日（計5日間）
する総合展です。

9

和の文化体験 初めての和歌
皇室では新年の歌会始で詠まれていま
始めてみたいけど和歌ってむずかしい
す。あなたも始めてみませんか
の？

10 大徳寺塔頭 興臨院 秋の特別公開

本堂、表門、唐門は重要文化財。方丈庭
園は石組みに特徴がある。

京都市とメキシコ ・グアダラハラ市、姉妹
11 第5回 フィエスタ メヒカーナ 京都 2019
都市交流イベント

12

京都産業大学ギャラリー所蔵品展
（予定）

6月29日～9月16日（計83日間）

１０：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

文人連盟
（０７５－２５５－００５４）

①９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）
②１０：００～１８：００
（最終日は１６：００まで）

①京都市立美術館 別館2階
（京都市左京区岡崎公園内）
②京都文化博物館5.6階
（京都市中京区三条高倉）

無料

不要

一般社団法人水明書道会
（０７５－５３３－３４５３）

９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

京都市立美術館 別館
（京都市左京区岡崎公園内）

無料

不要

京都書道連盟
（０７５－３１５－１６２６）

有料（1,500円）

9月7日～9月29日（9/23は休止）
10月5日～12月15日

１０：００～１６：００

京都市北区紫野大徳寺町

６００円

１３：３０～２０：００

ＫＢＳホール
（京都市上京区烏丸上長者町 ＫＢＳ京都
内）

有料（当日３，０００円、前売２，８００
円）
※当日券も有るが、事前申込みが良
い

月：１３：００～１６：００
火～土：１０：００～１６：００

京都産業大学ギャラリー
※京都産業大学壬生校地・むすびわざ館2
階
（京都市下京区中堂寺命婦町1-10）

無料

14 聖護院 特別公開

狩野派筆 宸殿障壁画100余面、書院、本
尊不動明王像が公開される。

15 第4回筝・三絃・尺八による音楽会

会員と次世代による邦楽演奏会。こども舞
9月15日（計1日間）
台学生舞台も乞うご期待

16 大徳寺塔頭 黄梅院 秋の特別公開

17 大徳寺塔頭 総見院 秋の特別公開

京阪バス株式会社
（０７５－６７２－２１００）
※７：４０～２０：００

不要

京都労働者総合会館 ３階
（京都市中京区壬生仙念町３０－２）

京都定期観光バス
定期観光バス限定の特別企画。雲龍院の
13 ～御寺 泉涌寺夜間特別拝観と雲龍院
9月12日～9月14日（計3日間）
お月見の会をご案内
「お月見の会」～

要

京都音楽家クラブ
（０９０－９０９０－６００３）

無料

１０：００～１２：００

当ギャラリーが所蔵する資料を展示いたし
9月9日～9月21日（計11日間）
ます

不要

NISIYAMARYOKANN
（075-222-1166）

京都府立文化芸術会館
（京都市上京区 河原町広小路角）

9月3日（計1日間）

9月1日（計1日間）

要

１７：００～２１：００

京都定期観光バス烏丸口のりば
大人 10,500円
（京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路
小児 9,250円
町９０２）

要

不要

公益社団法人京都勤労者学園
（０７５－８０１－５９２５）
京都春秋
（０７５-２３１-７０１５）
フィエスタ メヒカーナ京都実行委員会

要

（０７５－７５１－２０１３
０９０－３７２８－０５５０）

不要

京都産業大学ギャラリー
（０７５－２７７－０２５４）

要

京阪バス株式会社
（０７５－６７２－２１００）
※７：４０～２０：００

聖護院門跡
（京都市左京区聖護院中町１５）

有料（大人８００円）

不要

１１：００～１７：００
（予定）

京都府立文化芸術会館
（京都市上京区河原町広小路（府立医大病
院前））

有料(１，５００円、高校生以下５００円)

京都三曲協会
不要 （ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７５-８４１-３０９９
(月・水・金の午前中))

千利休作の直中庭や方丈庭園など公開さ
10月5日～12月8日
れる。新緑の頃は大変美しい。

１０：００～１６：００

京都市北区紫野大徳寺町

８００円

不要

京都春秋
（０７５-２３１-７０１５）

織田信長の菩提寺で豊臣秀吉が建立した
10月12日～11月30日
寺院

１０：００～１６：００

京都市北区紫野大徳寺町

６００円

不要

京都春秋
（０７５-２３１-７０１５）

１８：３０～２０：３０

京都府立文化芸術会館
（京都市上京区河原町広小路角）

有料（当日２，３００円、前売２，０００
円）
大学生以下５００円
７０才以上１，０００円（当日券）

京都三曲協会
不要 （ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７５-８４１-３０９９
(月・水・金の午前中))

9月12日～12月8日（計88日間）

京都府次世代等古典芸能普及促進公
次世代が古典芸能を体験し鑑賞できる「ほ
18 演
10月19日（計1日間）
んまもん」の邦楽演奏会。
第30回三曲鑑賞会

○各事業の詳細は、主催者へお問い合わせ下さい。
○内容は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

１０:００～１６:００

聖護院門跡
（０７５-７７１-１８８０）

