
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

京都の画家と考古学・太田喜二郎と濱田耕作 日本考古学の父と洋画家を通じて近代の「アートと考古学」を探る。 ６月２４日～８月２０日

１０：００～１９：３０

（入場は１９：００まで）

京都文化博物館

（京都市中京区三条高倉）

有料（一般５００円） 不要

京都文化博物館

（０７５-２２２－０８８８）

2

珍しい染織品 名物裂・古渡更紗・竹屋町裂を展示し、解説をします。 ７月１日～１０月末日 １０：００～１７：００

鈴木時代裂研究所

（京都市中京区丸太町通室町西入道場町４）

無料 要

鈴木時代裂研究所

（０７５-２３１－２４９６）

3

２０１７祇園祭　ＦＥＳＴＡ 音楽を楽しみ、文化歴史の京都を探求するポップス、、ラテン、ハワイアン。 ７月１日（計１日間） １３：３０～１７：００

セレクテード　ラポー

（京都市東山区花見小路新門前角　新門荘Ｂ１）

会員制 要

一般社団法人祇園祭布袋山保存会【京楽なごみの会】

（０９０－９２１３－７６２６、ＦＡＸ０７７－５６３－１２８４　担当　川島）

4

第２７回祇園祭宵山に筝曲を聴く夕べ 祇園囃子に酔いしれた人々で賑わう一角で新旧幅広い曲を演奏します。 ７月１５日（計１日間） １８：００～２０：００

京都文化博物館別館

（京都市中京区三条通高倉角）

無料 不要

京都文化博物館（０７５-２２２-０８８８）

筝曲宮城会浅野社中麗調会（０７５-４４１-６０５３）

5

第８回上賀茂神社アートプロジェクト 伝統工芸を後世に伝えるべく学ぶ学生達の作品をご覧いただけます。 ７月２２日～７月２６日（計５日間） １０：００～１７：００ 上賀茂神社境内 無料 不要 上賀茂神社アートプロジェクト実行委員会

6

本宮祭（もとみやさい） 稲荷大神の分霊を祀る崇敬者が、日頃のご神恩に感謝し親神様に参拝する祭。 ７月２２日～７月２３日（計２日間） ９：００～２２：００

伏見稲荷大社

（京都市伏見区深草薮ノ内町６８）

無料 不要

伏見稲荷大社

（０７５－６４１－７３３１）

7

京都バレエ団公演 京都バレエ専門学校４０周年記念、パリオペラ座の伝統と至宝。 ７月３０日（計１日間） １４：３０～１７：３０ ロームシアター京都　メインホール 有料（１０、０００～２、０００円） 要

京都バレエ団　団長　有馬　えり子

（０７５－７０１－６０２６）

8

水明書道会創立７０周年

平成２９年度水明書展第６６回青年部

水命書道会創立７０周年を記念した幼年から高校生までの書展。 ８月５日～８月６日（計２日間）

９：００～１８：００

（６日は１７：００まで）

京都市勧業館みやこめっせ

地下１階　特別展示場

無料 不要

一般社団法人水明書道会

（０７５－５３３－３４５３）

9

第５５回記念　日本水彩京都支部展 京都、奈良、滋賀、大阪等の水彩愛好家による、水彩画を70数点展示する。 ８月８日～８月１３日（計６日間）

１０:００～１８:００

（最終日１７:００まで）

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））

無料 不要

日本水彩画会京都支部　事務局・松田 節憲

（０７７４－２３－９２４６）

10

平成２９年度　京都書道連盟展 京都書道連盟会員による書作品の展観。漢字・仮名・調和体など。 ８月９日～８月１３日（計５日間）

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）

11

水明書道会創立７０周年

平成２９年度水明書展　第６８回一般部

水命書道会創立７０周年を記念した幼年から高校生までの書展。 ８月１１日～８月１３日（計３日間）

１０：００～１８：００

（１３日は１６：００まで）

京都市文化博物館　5階6階

地下１階　特別展示場

無料 不要

一般社団法人水明書道会

（０７５－５３３－３４５３）

12

万灯祭 お盆の３日間、約千灯の色鮮やかな紙灯篭を点灯する行事です。 ８月１４日～１６日（計３日間） ９：００～２０：３０

車折神社

（京都市右京区嵯峨朝日町２３）

無料 不要

車折神社

（０７５－８６１－００３９）

13

川勝總本家　漬物教室 ぬか漬の作り方、おいしさや長持ちの秘訣体験。

８月２１日～１０月３１日

（日・祝日を除く、計５９日間）

①１０：００～１１：３０

②１４：００～１５：３０

川勝總本家

（京都市下京区大宮通五条上る上五条町３９４）

有料（税込２，１６０円） 要

株式会社川勝總本家

（０７５－８４１－０１３１）

14

愛宕古道街道灯し 釈迦堂から鳥居本一の鳥居まで、８００基の行灯をつけます。 ８月２３日～８月２５日（計３日間）

６：００～９：００

（初日は６：３０点火式です）

京都市右京区嵯峨釈迦堂より

京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町まで

無料 不要

嵯峨野保勝会

（０７５-８７１－１９８５）

15

近衛家　王朝のみやび　陽明文庫の名宝７ 近衛家に伝わった貴重な資料の中から選りすぐりの名品を紹介。 ８月２６日～１０月２２日

１０：００～１９：３０

（入場は１９：００まで）

京都文化博物館

（京都市中京区三条高倉）

有料（一般５００円） 不要

京都文化博物館

（０７５-２２２－０８８８）

16

第１０５周年記念　日本水彩　京都巡回展

第１５回　関西支部合同展

日本水彩展からの巡回作品と関西で活躍の作家の水彩画を展示。 ９月５日～９月１０日（計６日間）

９：００～１７：００

（最終日は１６：００まで）

京都市美術館　別館

（京都市左京区岡崎公園内）

無料 不要

日本水彩画会京都支部他関西支部　事務局・松田 節憲

（０７７４－２３－９２４６）

17

観音様と出合う旅

西国三十三所草創１３００年によせて

来年１３００年を迎える西国三十三所観音霊場、西国巡礼観音様を学ぶ。 ９月５日（計１日間） １０：００～１２：００

京都労働者総合会館　３階

（京都市中京区壬生仙念町３０－２）

有料（１５００円） 要

公益社団法人京都勤労者学園

（０７５－８０１－５９２５）

18

重陽祭 聴くの節句を祝う行事。祭典終了後、菊酒の無料振舞があります。 ９月９日（計１日間） １３：００～１４：００

車折神社

（京都市右京区嵯峨朝日町２３）

無料 不要

車折神社

（０７５－８６１－００３９）

19

京の豪商をたずねて・・・南蛮茶会パートⅡ

（旧三井家別邸）

当町内にも係る三井家南蛮寺と布袋山町の歴史文化を探求する茶会 ９月９日（計１日間） １２：３０～１６：３０

重要文化財　旧三井家下鴨別邸

（京都市左京区下鴨宮河町５８－２）

有料（２０００円） 要

一般社団法人祇園祭布袋山保存会】

（０９０－９２１３－７６２６、ＦＡＸ０７７－５６３－１２８４　担当　川島）

20

聖護院秋の特別公開 狩野探幽筆水墨画「釈迦三尊図」をこの時期限定で初公開。 ９月１６日～１２月１０日（計８６日）

１０:００～１６:００

（最終受付１６：３０まで）

聖護院

（京都市左京区聖護院中町１５）

有料（大人８００円） 不要

聖護院（０７５-７７１-１８８０）

京都春秋　事務局（０７６-２３１－７０１５）

21

第９回藤袴と和の花展 日本庭園に原種のフジバカマと秋の和の花を多数展示します。

９月２３日～１０月９日（計１５日間）

　※９/２５,１０/２は休園日

９：００～１７：００

（最終入場１６：３０）

梅小路公園「朱雀の庭」

（京都市下京区歓喜寺町５６-３）

有料（２００円） 不要

公益社団法人京都市都市緑化協会

（０７５－５６１－１３５０）

22

第２回筝・三絃・尺八による音楽会 次世代参加型の邦楽演奏会。こども舞台・学生舞台にも乞うご期待。 ９月２４日（計１日間）

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) 不要

京都三曲協会

（ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７５-８４１-３０９９(月・水・金の午前中))

23

いちごいちえの会　講演会 山折哲雄先生と清水宏一氏による講演会。 １０月９日（祝） １１：００～１６：３０

京都市勧業館みやこめっせ

地下１階　大ホール

有料（５、０００円） 要

京茶匠（株）六兵衛

（０７５－７４４－１６１６）

24

嵯峨大念佛狂言 秋季公演、嵯峨狂言創始者円覚上人奉納狂言、演目は三演目（未定）。 １０月２２日（計１日） １３：３０～１５：３０

嵯峨清凉寺本堂

（京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町４６）

無料 不要

嵯峨大念佛狂言保存会

（０７５－８６１－０３４３）

25

第２８回三曲鑑賞会 次世代が古典芸能を体験し鑑賞できる「ほんまもん」の邦楽演奏会。 １０月２１日（計１日間） 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（府立医大病院前））

有料（２，３００円、前売２，０００円、

高校生以下５００円、７０才以上１，０００円）

不要

京都三曲協会

（ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７５-８４１-３０９９(月・水・金の午前中))

会員の活動情報（平成２９年７月～１０月分）

会員の活動情報（平成２９年７月～１０月分）会員の活動情報（平成２９年７月～１０月分）

会員の活動情報（平成２９年７月～１０月分）

○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。


