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岡崎・東山エリア

第55回京仏壇・京仏具展
×なむあみだ仏っ!-蓮台 UTENA-
　　10:00～17:00（最終日は16:00まで）
　　みやこめっせ地下１階　第１展示場

展示、実演、製作体験、人気アニメ
「なむあみだ仏っ!-蓮台 UTENA-」
とのコラボ展示他。

2 /1（土）～2（日）

3/28（土）～29（日）

京仏壇・京仏具伝統工芸士会 創立40周年

京の伝統工芸展
　　10:00～17:00（最終日は16:00）
　　みやこめっせ地下 1 階 特別展示場

京仏壇・京仏具伝統工芸士会による展示会。

京都市産業技術研究所
伝統産業技術後継者育成研修

陶磁器コース修了作品展
　　10:00～17:00（最終日は16:00まで）
　　みやこめっせ地下１階　特別展示場A

1年間の研修で製作した陶磁器作品
（食器、花器、干支置物、茶器など）の展示。
釉薬発表展（釉薬テストピースの展示）、
修了生による陶器市（展示販売）を同時開催。

3/6（金）～8（日）

京友禅総合展「京都友禅協同組合
創立70周年記念 京友禅競技大会」
　　9:00～16:00
　　みやこめっせ1階 第2展示場

きもの約250点、統一テーマによる友禅作品
約20点の展示を行います。

3/18（水）

京都市伝統産業技術功労者
顕彰記念作品展
　　9:00～17:00
　　みやこめっせ地下1階・

    京都伝統産業ミュージアム「west square」

今年度表彰を受けた技術功労者12名による
記念作品展。
先染・織、染色、諸工芸、食品の匠の技の披露。

3/6（金）～22（日）

3/11（水）～12（木）

第2回京都インターナショナル・
ギフト・ショー 2020
　　みやこめっせ 1階・3階

全国から服飾雑貨、インテリア雑貨、デザイン雑貨、
工芸品、食品など新商品が集結する商談会。
13日はオープンファクトリーを実施。
出展社の商品が作られる現場等を誰でも気軽に
見学できます。

京都知恵産業フェア2020
　　みやこめっせ 3階

オール京都の知恵を活用した商品の展示商談会。
第2回京都インターナショナル・
ギフト・ショー2020と同時開催。

第46回陶絵会展
　　10:00～16:30 

　　(初日は12:00から、最終日は16:00まで)
　　みやこめっせ 2階　美術工芸ギャラリー

京焼・清水焼の色絵付に携わる職人の

作品を展示、販売。

3/20（金）～22（日）

3/14（土）～15（日）10:00 ～17:00（最終日は16:00）

第50回京都市伝統産業技術功労者作品展

「京の名匠　春秋会展」
　　みやこめっせ1階  第2展示場

京都の伝統産業の匠による作品を一堂に展示。
きものや工芸品などの作品展示・実演のほか、
高校生によるお茶席も設けられます。

未来の名匠　技の披露展
　　みやこめっせ1階  第2展示場

京都の伝統産業を牽引する中堅職人
「未来の名匠」による作品を展示。

「京鹿の子絞・京繡・黒谷和紙
共同販売会」
　　みやこめっせ1階  第2展示場

京鹿の子絞、京繍、黒谷和紙の商品を展示販売。
昭和8年に制作された染織祭時代衣装を現代の
職人の手で復元、新旧合わせて展示。

第25回京手描友禅作品展
　　みやこめっせ1階  第2展示場

手描友禅の作品を展示し、職人さんの実演や
体験コーナーも開催。

併催　　　 京都市産業技術研究所
伝統産業技術後継者育成研修

京友禅染（手描）プロ養成コース
修了作品展
今年度の研修生8名による手描友禅作品
（訪問着、名古屋帯等）の展示。

京都市伝統工芸連絡懇話会

「京に生きづく手しごと展」
　　みやこめっせ1階  第2展示場

茶筒や和蝋燭など稀少で貴重な京都の粋を
集めた伝統工芸の展示・実演・販売・体験。

いまのわ2020
　　みやこめっせ1階  第2展示場

「あたらしく魅力的な和 /今の和」を
コンセプトに、プロデューサーの助言のもと
開発された新商品や伝統産業の技術による
現代のライフスタイルに合った新商品を展示。

京の伝統産業わかば会作品展
　　みやこめっせ1階  第2展示場

今をときめく気鋭の若手職人が
新しい伝統のカタチをそれぞれの個性で
表現するフレッシュな作品の数々を展示。

第51回京のぬりもの京漆器展
　　みやこめっせ地下1階 特別展示場

組合員および青年会員制作の作品発表・
展示・販売・実演（塗り・蒔絵）・体験。
※3/13（金）～

京もの大集合 「京都大物産展」
京都ならではの工芸品をはじめ、和菓子、

お漬物、お酒など京都産品が勢揃い。

京都の有名店が多数出店し、

楽しくお買物していただけます。

「京の匠・京の味」販売コーナー

伝統工芸品の実演・体験コーナー

新酒の呑みくらべコーナー

華道展

呈茶コーナー

イートインコーナー

お楽しみ大抽選会

京ものフェスティバル 2020
3月14日（土）｠、15日（日）

10:00 ～17:00（最終日は16:00まで）

みやこめっせ３階 第３展示場

同時開催

2020手づくりめっせ in KYOTO
ステージイベント
舞妓舞台
両日とも①11:00～ ②11:45～

料理研究家 大原千鶴氏による
トークショー
両日とも13:30～

「匠エキスポ」京の手しごと大集合 !みんなで遊びにおいないな

10:00～18:00 (最終日は17:00まで)



京都駅エリア

室町エリア

うるおい漆展2020
　　ザ ターミナル キョウト

京都漆器青年会による作品展示。

2 /25（火）～ 3 /1（日）

永々棟のひなまつり
　　平野の家 わざ 永々棟

永々棟所蔵の雛人形や、御所人形、
市松人形などを展示。子どもたちによる呈茶や
若手職人による実演販売。

2 /28（金）～ 3 /29（日）

「伝統産業の日」 in
西陣織会館手織体験（要予約・有料）
　　各日13:00～(4名まで)
　　料金：特別価格5,000円(税込)
　　西陣織会館

国産の絹糸を使用して、自分だけの
オリジナルシルクマフラーを制作。

3 /14（土）～16（月）

西陣エリア

2020西陣織大会
　　西陣織会館

西陣産地が帯・きもの・金襴・ネクタイ・
インテリアなどの西陣織の優秀作品を一堂に
展示・公開します。 

1/31（金）～ 2/2（日）

「伝統産業の日」 in
西陣織会館特別きものショー
（観覧無料）

　　①11:30～ ②14:00～

　　西陣織会館

普段見ることの出来ない十二単と束帯の
装いを見ることができます。

3 /14（土）

京都美風「未来の名匠」技の披露展
　　京都駅ビル２階インフォメーション前

京都市伝統産業「未来の名匠」認定者による
作品展。今後の伝統産業界を牽引する「未来の
名匠」認定者の卓越した匠の技をご覧ください。

3 /2（月）～31（火）

KIMONO Together 
～きものをみんなで楽しもう!～

　　12:30～17:30（予定）
　　ホテルグランヴィア京都

和装に関するステージイベント、きものを着用しての
ワークショップ等、楽しいイベント盛りだくさん。
レンタルきものもご用意していますので、手ぶらで
気軽にお越しください。

3 /15（日）

錦のうまいもんと
京の日本酒祭り2020
　　錦市場商店街  錦市場内（御幸町通～堺町通）

京焼・清水焼のお猪口を持って
「京都の日本酒」と「錦市場」の美味に
酔いしれるイベント。

3 / 7（土）

京の伝統工芸新人作品展
京都伝統工芸大学校

第２４回卒業・修了制作展
　　10:00～17:30
　　京都伝統工芸館

伝統工芸の次代を担う若手職人の作品と、
新たに巣立つ京都伝統工芸大学校の
卒業生の作品展示。

2 /8（土）～24（月）

きものよろず相談窓口
　　13:00～16:00
　　きものステーション・京都（京都経済センター1階）

きもの、帯のシミやカビ、色あせ、
着物の仕立て直しなど職人が対応する相談窓口。

1/25（土）, 2 /22（土）,
3/28（土）

2019年度京都学生デザインコンペ

「THE COMPE きものと帯」
入賞・入選作品展
　　13:00～19:00
　　※17日は授賞式開催に伴い20:00まで、
         最終日は17:00まで

　　京都経済センター・
　　1階イベントスペース( 大垣書店内 )

市内の大学生等から公募した、きもの・帯の優秀な
デザイン画と、京都市長賞を製品化したきもの等を
公開します。

3 /16（月）～3/22（日）

京都の伝統・文化の価値体験
　　①2/1（土），3/7（土）    11:00～17:00
　　②2/19（水），3/18（水）20:30～22:00（開場20:00）

　　③2/21（金），3/20（金）15:00～20:00
　　ホテルインターゲート京都 四条新町 
　　1階 インターゲートラウンジ 

①和蝋燭の絵付け体験
②舞妓はんから学ぶ京都の伝統産業
③蒔絵のグラス絵付け体験

2 /1（土）～ 3/20（金）

Kyoto Crafts Exhibition"DIALOGUE"
　　28日（金） 17:00～20:00

    29日（土） 11:00～18:00
　　内覧会：27日（木） 13:00～20:00
　　　　　　　 28日（金） 11:00～17:00
　　ホテルカンラ京都

ホテルの客室を使った工芸の展示販売会。
京都を中心に全国の作り手が自らの作品やプロダクト
を紹介。工芸の伝え手が語るトークショーやスタジオ
ツアーも開催。 http://kougeinow.com/

2 /27（木）～29（土）

京都市産業技術研究所
伝統産業技術後継者育成研修

漆工コース修了作品展
　　10:00～20:00（最終日は16:00）
　　梅小路公園　緑の館１階イベントルーム

令和元年度の漆工研修生6名による漆作品（飾り箱、

丸盆、花器、乾漆、パネル等）約40点の展示。

3/5（木）～8（日）

京都アート・
クラフトマーケット
@京都文化博物館Presents by TASK 
   京都伝統工芸大学校

   3月13日（金）～15日（日）
   11:00～17:30（最終日は17:00まで）

若手作家・職人本人が制作したアート作品
（美術、工芸等）の展示・販売。　

         　　京都文化博物館（屋内・屋外）、
         　　中京郵便局南側、
         　　NTT 西日本京都支店南側

　　　　　京都アート・クラフトマーケット事務局
               075-222-0895
問 合 せ

会　場

京の伝統産業わかば会作品展
　　京都駅ビル２階インフォメーション前

今をときめく気鋭の若手職人が新しい伝統の
カタチをそれぞれの個性で表現します。
フレッシュな作品の数々を是非ご覧ください。

3 /16（月）～31（火）

和文化ワークショップ (事前申込・有料)

　　きものステーション・京都（京都経済センター1階）

室町きもの教室、和裁、くみひも、型染め、いけばなの体験。

毎週土日(第1～第4週 )※第２土曜除く



その他エリア

DESIGN WEEK KYOTO 2020
　　京都市内各所

京都市内各所のモノづくりの工房・工場が
期間限定でオープンし、製作の様子の見学や現場の
職人らとの交流ができます。
その他、トークイベントや交流・対談、
ファクトリーツアーなどが多数実施されます。

2/23（日）～ 3/1（日）

KOUGEI-EXPO IN KYOTO
開催決定！
全国の伝統工芸の祭典が京都市内各所で開催
されることが決定しました。
京都市に2020年10月31日～11月3日の
4 日間、日本全国の匠が一堂に集まり、様々な
イベントが開催されます。

第32回「京のひな祭りと流し雛」
　　下鴨神社境内

御手洗川への「ながし雛」や十二単の着付けの
実演や雛人形との撮影などをご覧頂けます。

3 /3（火）

KYOTO PARADOX
　　京都ＢＡＬ

「LOVE」をテーマに鬼瓦の
ライフペインティングなどを実施。
毎回好評の京菓子×京都の清酒マリアージュや
伝統工芸品が当たるガチャも実施。

2/8（土）～9（日）

きもので
おでかけ
入場無料
市バス・地下鉄では
ご利用いただけません。
このページにある
入場無料券はHPにも
掲載しています。
プリントアウトして
ご使用いただけます。

有効期限 2020年3月1日～31日
※無料期間は施設によって異なります。
※きもの着用の方に限ります。

京都きものパスポート
2019～2020
きものを着て「京都きものパスポート」
を提示すると、約400軒の協力施設・
店舗で特典が受けられます。

           京都きものパスポート事務局
           075-256-6830 
問合せ

で写真を投稿しよう！

①投稿するSNS(インスタグラムまたはツイッター)  を
　フォロー(アカウントは左記のとおり)

②京都の伝統産業74品目に関連する画像・映像をハッシュタグ
   「#伝統産業の日」を付けて投稿。もちろん、きもの姿の投稿でもOK!

③抽選で7名様に京都の伝統産業品がもらえる  
　「京もの記念品カタログ」をプレゼント!

              2020年 2月1日（土）～3月31日（火）

              カタログの発送を以って代えさせていただきます。

                        「伝統産業の日」に関するアンケートにご協力
　　　　　　　 いただいた方の中から抽選で３名様に 
　　　　　　　　「京もの記念品カタログ」をプレゼント！
                        皆さまのご意見をお待ちしております。

対象期間

発 表

さらに！
アンケートに
回答しよう！

京都の“いま”を彩る伝統産業の情報を
お届けするポータルサイト

「京都の伝統産業」
京都市では、西陣織や京友禅、京焼・清水焼など、
74品目の伝統産業を指定しています。
ポータルサイトでは、これら全ての伝統産業を紹介しているほか、
イベントや販売店の情報を幅広く発信しています。
イベント情報は「京都観光 Navi」にも掲載していますので、
ぜひチェックしてみてください。

第14回

伏見の清酒新酒蔵出し・
日本酒まつり（事前申込、有料）
　　御香宮神社、伏見夢百衆

伏見の蔵元自慢の新酒のきき酒会や
物産市等を開催します。

3 /20（金）

東京高輪　桜まつり2020
　　グランドプリンスホテル高輪（東京）

東京で京都を感じる「高輪桜まつり」
コラボイベント。
グランドプリンスホテル高輪で
京都の伝統産業を体感できます。

3月中旬

き
も

の で
 おでかけ

入場無料券

有効期限 2020年3月1日～31日
※無料期間は施設によって異なります。
※きもの着用の方に限ります。

き
も

の で
 おでかけ

入場無料券

京都・東山花灯路-2020
　　3月6日（金）～3月15日（日）
　　18:00～21:30（雨天決行）

青蓮院から清水寺までの東山散策路と
周辺寺院・神社を露地行灯の「灯り」と
いけばな作品の「花」で演出します。

写真提供：京都花灯路推進協議会   キャプション：法観寺（八坂の塔）

第54回「京の冬の旅」非公開文化財特別公開
～秘められた京の美をたずねて～（有料）
             2020年1月10日（金）～3月18日（水）
　　　　　　※公開箇所によって一部期間が異なる

テーマは「京の御大礼（ごたいれい）雅（みやび）の御所文化」と「明智光秀と戦国の英傑

（えいけつ）たち」。皇室ゆかりの寺院や尼門跡寺院、大河ドラマ「麒麟がくる」放映に

ちなんで明智光秀と戦国の英傑ゆかりの寺院を中心に、

普段は見学できない文化財が特別公開されます。

霊鑑寺 / 知恩院 大方丈・小方丈・方丈庭園 / 高台寺 / 泉涌寺

霊明殿・御座所 / 泉涌寺 雲龍院 / 泉涌寺 新善光寺 / 大徳寺 法堂・

方丈・唐門 / 大徳寺 総見院 / 大聖寺 / 三時知恩寺 / 光照院 /

宝鏡寺 / 妙心寺 仏殿・浴室「明智風呂」/ 妙心寺 玉鳳院 /

東寺 五重塔（計15ヶ所）

   　　　   京都市観光協会 TEL: 075-213-1717 https:// ja.kyoto.travel/

公開期間

問合せ

京都の伝統産業ポータルサイト
https://densan.kyoto/

      No Crafts, No Life.
（京都市伝統産業課、City of Kyoto）

https://www.facebook.com/densannohi/

      @densannohi　      @dentousangyou

京都観光 NAVI
https://kanko.city.kyoto.lg.jp

各種SNSフォローしてね !
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ACCESS

西陣織会館
    京都市営地下鉄「今出川」駅下車徒歩10分

    市バス「堀川今出川」下車徒歩2分

京都経済センター
    京都市営地下鉄「四条」駅下車すぐ

    市バス「四条烏丸」下車すぐ

    阪急「烏丸」駅下車26番出口直結

各会場へのご来場は、京都市営地下鉄、京都市バスなどの
各公共交通機関をご利用ください。

2020年 3月14日

「京都伝統産業ミュージアム」
としてリニューアルオープン!（旧京都伝統産業ふれあい館）

開館時間   9:00～17:00（入館は16:30まで） 

休 館 日   夏季休館日、年末年始、その他臨時休館あり 

入 場 料   無料（一部企画展は有料です。）

所 在 地   〒606-8343　京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1　
                                       京都市勧業館みやこめっせ 地下1階 

連 絡 先   T E L：075-762-2670（受付 9:00～17:00）　
                F A X：075-761-7121
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京
阪
本
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みやこめっせ
地下１階
みやこめっせ
地下１階 京都市京セラ

美術館
京都市京セラ
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京都市動物園
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川
端
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東
大
路
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神
宮
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崎
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丸太町通
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三条通

N

オープニングイベント 3月14日（土）～

Modern Life,Modern Crafts
同時開催

オープン記念 食のイベント

3月14日（土） 13:00～15:00

3月15日（日）、 20（金）、21（土）、 22（日）11:30～14:00

西陣の料理屋「成蔓」のすっぽん料理（有料）を伝統工芸の器で提供 !

14日（土）、15日（日）は京都の地酒の振舞いを行います。（無料）

職人たちのマーチ
-March of Craftsmen-

春の新たな息吹を感じる3月に、未来の

伝統産業を担う職人たちの息遣いや、

新たな試みが伝わる企画展

若手職人が中心となって取り組んでいる新商品開発事業

「京と今の和プロジェクト」等  の活動報告のための展示

京都市勧業館みやこめっせ・京都伝統産業ミュージアム
    京都市営地下鉄「東山」駅 徒歩10分

    市バス「岡崎公園 ロームシアター京都・

    みやこめっせ前」下車

    市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車

    市バス「東山二条・岡崎公園口」下車

    京阪「神宮丸太町」駅徒歩15分

一部の施設では、 
常設展のみの入場が無料になります。

一部の施設では、 
常設展のみの入場が無料になります。



岩倉具視幽棲旧宅

075-781-7984
文化財保護課:075-366-1498
9:00～17:00（受付16:30）
水

京都市左京区岩倉上蔵町100

常設展のみ

電話番号

開館時間

3/1～31
までの休館日

きものでおでかけ
入場無料 きもの姿の方は期間中、以下の施設に無料で

入場いただけます。 ※入場無料券が必要です。

075-252-7246
10:00～20:00
（3/15、4/5は17:00まで）

未定

3
8

3
1

3
19

3
2

一燈園資料館 「香倉院」　

075-595-2090
10:00～17:00
3/8、14、15

茶道資料館

075-431-6474
9:30～16:30（入館16:00）
3/2

山科区四ノ宮柳山町8 一燈園内

上京区堀川通寺之内上る 裏千家センター内

京都国立近代美術館

京都府立堂本印象美術館

17
3

31
3

20
3

22
3

元離宮二条城

075-841-0096
8:45～17:00（入城16:00）
なし

中京区二条城町541　　　　　　　　　　
京都府立植物園

075-701-0141
9:00～17:00（入園16:00）
なし

左京区下鴨半木町
京都国際マンガミュージアム

075-254-7414
10:00～18:00（受付17:30）
3/4、11、18、25

中京区烏丸通御池上る
京都市動物園

075-771-0210
9:00～17:00（入園16:30）
月（祝日の場合は翌平日）

左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内

美術館「えき」KYOTO

ジェイアール京都伊勢丹
075-352-1111（代表）
10:00～20:00（入館19:30）
3/3～3/6

下京区京都駅ビル内
ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

京都国立博物館

075-525-2473(テレホンサービス)
9:30～17:00
（3/20は9:30～20:00）
3/16

東山区茶屋町527
豊国神社　宝物館

075-561-3802
9:00～17:00（16:30受付終了）
なし
常設展のみ

東山区大和大路正面茶屋町530

京都市青少年科学センター

075-642-1601
9:00～17:00（入館16:30）
3/19

伏見区深草池ノ内町13
嵐山温泉「駅の足湯」（嵐電 嵐山駅）

075-841-9386
10:00～18:00
なし

右京区嵯峨天龍寺造路町 嵐電嵐山駅ホーム内
無鄰菴

無鄰菴:075-771-3909
文化財保護課:075-366-1498
9:00～17:00（受付16:30）
なし

左京区南禅寺草川町31
高台寺「掌美術館」

075-561-1414
9:30～22:00
なし

東山区高台寺下河原町530京・洛市「ねね」2階

075-761-4111
9:30～17:00（金・土は～20:00）
（入館は閉館の30分前まで）
月

075-463-0007
9:30～17:00（入館16:30）
月、3/31

左京区岡崎円勝寺町

北区平野上柳町26-3

平安神宮神苑

龍谷ミュージアム

3
1

22
3

京都府立陶板名画の庭

075-724-2188
9:00～17:00
未定（HPにてお知らせ）

左京区下鴨半木町

京都文化博物館（総合展示のみ）

075-222-0888
10:00～19:30（入室19:00）
3/16

中京区三条高倉

075-761-0221
8:30～17:00（3/1～14まで）
8:30～17:30（3/15から）
なし

075-351-2500
10:00～17:00
3/2、9、16

左京区岡崎西天王町

京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前）

3
1

19
3

京都工芸繊維大学美術工芸資料館

キンシ正宗堀野記念館

19
3

20
3

23
3

31
3

075-724-7924
10:00～17:00（入館16:30）
3/29

075-223-2072
11:00～17:00
なし

左京区松ヶ崎橋上町

中京区亀屋町172(堺町通二条上る)

21
3

31
3

京都市京セラ美術館（コレクションルームのみ）

京都高島屋グランドホール７階

075-771-4334
10:00～18:00（入場17:30）
3/23、30

3
4

15

18
3

4
5

公益財団法人櫻谷文庫

3
7

31
3

075-461-9395
10:00～16:00（受付時間）
月～木（3/21は開館）

北区等持院東町56

北野天満宮　宝物殿

3
1

3月
下旬

075-461-0005
9:00～16:00
3月下旬
（梅苑閉苑まで開館）

上京区馬喰町

下京区四条通河原町 京都高島屋7階グランドホール

京都市左京区岡崎円勝寺町124

平野の家 わざ 永々棟

075-462-0014
10:00～17:00（入場16:30）
月～木

北区北野東紅梅町11

染・清流館

075-255-5301
10:00～17:00
月（祝日の場合は翌日）、
展示替臨時休館あり

中京区室町通錦小路上る

ブリキのおもちゃと人形博物館

075-223-2146
10:00～16:00
日、祝 常設展のみ

下京区柏屋町22クオン四条柏屋町301

西陣織あさぎ美術館

075-353-5746
10:00～17:00
なし

下京区二帖半敷町661ツカキスクエア ７F
月桂冠大倉記念館

075-623-2056
9:30～16:30（受付16:15）
なし

伏見区南浜町247
史跡寺田屋

075-622-0243
10:00～15:40
月（不定休）

伏見区南浜町263

旧三井家下鴨別邸

075-366-4321 
9:00～17:00（入場16:30）
水
常設展のみ

左京区下鴨宮河町58-2
織成舘

075-431-0020
10:00～16:00
月
常設展のみ

常設展のみ常設展のみ

常設展のみ

上京区大黒町693
公益財団法人益富地学会館
（石ふしぎ博物館）

075-441-3280
10:00～16:00
展示室は土、日、祝のみ開館

上京区中出水町394

京都伝統工芸館

075-229-1010
10:00～17:30（最終入館17:00）
火、水、祝
（詳しくはHPをご覧ください）

中京区烏丸三条上る

京都市学校歴史博物館

075-344-1305
9:00～17:00（入館16:30）
水（休日の場合は翌平日）

下京区橘町437
宮井ふろしき・袱紗ギャラリー

075-221-0381
10:00～17:00（受付16:30）
3/1、7、8、14、15、20～31

中京区鯉山町510宮井株式会社内
島津製作所 創業記念資料館

075-255-0980
9:30～17:00（入館16:30）
水
常設展のみ

中京区木屋町二条南
梅小路公園(朱雀の庭・いのちの森)

075-352-2500
9:00～17:00（入館16:30）
月

下京区観喜寺町56-3梅小路公園内緑の館内

3
1

31
3

3
14

20
3

中京区曇華院前町706-3
京都万華鏡ミュージアム姉小路館

075-254-7902
10：00～17：00
3/16常設展のみ

常設展のみ

常設展のみ

常設展のみ

常設展のみ
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