◆菊水鉾保存会のお囃子鑑賞と特別ディナー
（7/12開催） ◆祇園祭前祭の山鉾町をめぐる特別な夜（7/12開催）

当ページ掲載のプランの他にも「祇園祭」に関するプランをP11にてご紹介しています。

◆冷茶で涼やかな夏を！祇園祭特別お茶講座と茶フレンチの昼食（7/15・16・23開催）

千年を超える歴史に培われ、今も日常に根付いている「京都の奥深い上質な魅力」に出会う・
・
・。
そんな京都ならではの貴重な体験ができる観光プラン『京都「千年の心得」』。
京都で育まれてきた歴史や文化、技に触れ、日常を忘れてじっくり自分を見つめ直すことができる
多彩なプランをご用意しています。

朝活！杉本家10代目当主 杉本節子に聞く

京町家の暮らしと「夏の朝茶漬け膳」の朝ごはん

代々天皇や皇族が住職を務めた「旧嵯峨御所」とも呼ばれる格式の高い門跡寺院 大覚寺の
てい こ かん

そらだき

通常非公開の書院「庭湖館」にて、香の歴史をひもとき、部屋に香りをただよわせる「空薫」
を体験。香の老舗 松栄堂のスタッフが香の種類の解説を行い、自宅でも手軽に楽しんでいた
だけるようにご案内します。平安時代に親しまれたお香（薫物）
の香りをお楽しみください。

特別プライベートツアー

ちょうちん

小嶋商店ちび丸提灯作りワークショップ
〜旦那 衆による粋な夜 遊び 体 験〜

〜庭師とバリスタ その手に込められた思いを〜

予約制

無鄰菴とBluebottle Coffee

開催日

2019年7月27日（土）
・28日
（日）

時

13：00〜15：30頃（所要時間 約2時間30分）

会

間
場

旧嵯峨御所大本山大覚寺

清々しい京都の夏の朝。無鄰菴とBluebottle Coffeeで特別な体験をしませんか。無鄰菴では

京都の伝統工芸のひとつ、
「京提灯」。その担い手であり、伝統文化を今に伝える老舗・

定 員

各日40名

特別に開場前の静かな空間にご招待します。山縣有朋の別邸であり七代目小川治兵衛により

小嶋商店による、現代の暮らしに映える提灯作りワークショップを開催します。会場は祇園

料

各日 5,800円

作庭された近代日本庭園の傑作をガイドとともにお楽しみください。また、BlueBottle Coffeeで

のアートスペース「y gion」。ワークショップの後は懐提灯などの特別な提灯を片手に祇園を

内 容

は、美味しさを徹底的に追及したコーヒーの淹れ方講座を開催します。庭師がどのような思い

自由に散策し、伝統文化の古きと新しきが融合する粋な夜遊びをお楽しみください。

やまがたありとも

金

お抹茶の接待

れのプロフェッショナルの手に込められた思いを、この「京の夏の旅」だけの限定プランで是
開催日

非体験してください。

時

2019年7月10日（水）
・17日
（水）、8月7日
（水）
・14日
（水）、9月11日
（水）

間 ８
：
３０〜１０
：
３０頃（所要時間 約2時間） 集合場所 無鄰菴 ※解散はBluebottle Coffee Kyoto caféとなります。

定 員
内 容

各日１０名（最少催行人数５名）

料

金 各日５，
６００円（無鄰菴 入場料を含む）

空薫体験
寺内参拝（案内付）

で庭園の手入れをしているのか、バリスタがどのような思いでコーヒーを淹れているか、それぞ

開催日

協力：松栄堂

（ご使用いただいた練香・火箸・灰・炭などの用具はお持ち帰りいただけます。）

ブ ル ー ボトル コ ー ヒー

予約制

む りんあん

2019年7月19日（金）
・20日
（土）

時

間 １
８
：
００〜２０
：
３０頃（所要時間 約２時間３０分）

会

場

y gion

料

金

各日5,300円

内 容

無鄰菴 庭園の鑑賞（屋内からガイドによるご案内付）
Bluebottle Coffee バリスタに学ぶ、コーヒーの淹れ方講座（軽食付）

定 員

薫物とは？

ライフにみる伝統的な暮らしの美しさを感じてみませんか。※靴下の着用をお願いしております（ストッキング不可）

神水を使った夏の朝のお茶会をご体験いただきます。お食事は、季節の素材をいかした川床料
理をお召し上がりいただきます。茶道初心者向けのお茶会ですので、お気軽にご参加ください。
協力：淡交社
開催日

2019年9月23日（月祝）

酒造社長 佐々木晃さんによる日本酒にまつわるお話やミス日本酒とのフリートークもお楽し

時

お気軽にご参加ください。※小学生未満の参加は不可

みいただく贅沢なランチタイムをお過ごしください。

集合場所 地下鉄烏丸線「国際会館」駅

料

2019年7月13日（土）
・14日
（日）
・15日
（月祝）
・
20日（土）
・21日
（日）

金 各日 3,000円

内 容 ご住職によるお話

※料金は全て税込となります｡
※写真は全てイメージです｡

8：30〜10：00頃（所要時間 約1時間30分）

会

場

杉本家住宅

定 員

各日14名（最少催行人数5名）

料

各日 4,600円（見学料含む）

金

内 容

京町家の暮らしや京都のお茶漬けについてのお話
「夏の朝茶漬け膳」の朝ごはん 杉本家住宅特別公開見学

※日本酒（300ml）
のお土産付 ※20歳未満の参加は不可
開催日

2019年8月24日（土）

時

間 11：30〜13：30頃（所要時間 約2時間）

会

場 南禅寺参道 菊水

料

金 10,000円

定 員 60名

内 容 佐々木酒造社長 佐々木晃さんによるお話と

坐禅体験 ヨガ体験

13・14ページのプランに関する予約・お問い合わせ

ミス日本酒とのフリートーク 日本酒飲み比べ 特別ミニ会席の昼食

京都市観光協会 ☎075-213-1717（10：00〜18：00）
http://www.sennen-kokoroe.jp

間 9：30〜13：00頃（所要時間 約3時間30分）

のうがくこんごうりゅう

能楽金剛流特別企画

能楽入門 幽玄の世界を体験 〜金剛流〜

予約制

ランでは、老舗料理旅館「京貴船ひろや」にて裏千家の鈴木宗博さん席主による、貴船神社の

ヨガ体験で心身ともにリフレッシュしていただきます。入門編となりますので初めての方でも

場 東福寺塔頭 勝林寺

2019年8月3日（土）、9月7日（土）

間

予約制

酒造の夏限定の日本酒飲み比べをお楽しみいただきます。お食事と日本酒にあわせて佐々木

定 員 各日20名（最少催行人数10名）
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予約制

予約制

菊水の特別ミニ会席の昼食と
佐々木酒造の日本酒飲み比べ

本堂にてご住職のお話と坐禅により心を落ちつけた後、ヨガインストラクターの指導による

会

開催日
時

提灯作りワークショップ

南禅寺参道 菊水にて旬の素材を用いた特製ミニ会席の昼食と洛中の造り酒屋である佐々木

間 11：0０〜１3：
００頃（所要時間 約2時間）

く ど

竈戸さんで炊いた羽釜ご飯、杉本家伝承の今夏に土用干しされた梅干し、京つけものなどを添えた

懐提灯などを片手に祇園自由散策

しょうりんじ

時

歳中覚にも記されている朝食のお茶漬けのならわしについてのお話をお聞きいただき、杉本家のお

各日20名

１日のスタートに、禅寺で坐禅とヨガを体験しませんか。場所は東福寺の塔頭寺院 勝林寺。

開催日

記されています。当プランでは、当主であり料理研究家の杉本節子さんによる京町家の暮らしや

ねりこう

現代では「練香」と呼ばれ、
茶の湯の席などで用いられ
ることが多く、その伝来は奈
良時代までさかのぼる古典
的なお香です。王朝貴族た
ちが、この薫物の香りを衣
服にたきしめたり、室内にく
ゆらせる様子が『源氏物語』
『枕草子』などの王朝文学
にたびたび登場します。

澄んだ空気と自然、清らかな川の流れによる涼やかな空間が広がる京の奥座敷「貴船」。このプ

〜入門編〜

さいちゅうおぼえ

旧家 杉本家に江戸時代より伝わる暮らしの備忘録『歳中覚』には年中行事や日々の食事の決まりが

『夏の朝茶漬け膳』を夏座敷でお召し上がりいただきます。先人たちの知恵が残る京町家で、スロー

たきもの

夏は涼しく！朝の貴船で清涼茶会
朝の禅寺 坐禅とヨガ体験

予約制

たきもの

〜お香（薫物）に親しむ〜

予約制

旧嵯峨御所大本山大覚寺で平安の香り体験

楽しみながら世界無形文化遺産の「能」について学び、体験する特別プラン。能楽シテ方
五流宗家の中で唯一京都に在住する能楽金剛流にて、能楽の歴史や能舞台、能面・装束、

はや し

うたい

し まい

囃子についての解説を聞き、謡や仕舞の体験等を通して能楽を身近に感じていただきます。
まい

体験後の能楽鑑賞では、豪快な動きの中にも華麗・優美さがあり「舞金剛」とも呼ばれる金
剛流の舞台をお楽しみください。
※能楽の解説・体験と能楽鑑賞の間に約50分の休憩がございます。
（自由昼食・外出可） ※能楽鑑賞は
当プラン参加者以外のお客様と一緒にご鑑賞いただきます。※能楽鑑賞の1曲目終了時（15:30頃）に当
プランは終了いたしますが、ご希望の方は、終了までご鑑賞いただくことも可能です。
（17:30頃終了）

2019年9月22日（日）

定 員 20名（最少催行人数１５名）

開催日

料

時

間 11：00〜15：30頃（所要時間 約4時間30分）

会

場 金剛能楽堂

料

金 4,800円

金 25,000円

内 容 薄茶席

京貴船ひろやの川床料理
（雨天時は屋内でのお食事）

内 容 能楽の解説・体験

自由散策
※国際会館駅⇔会場間は送迎バスにて移動します。
ご希望の方は現地解散も可能です。

定 員 50名

こごう てしまこうじ

能楽鑑賞（演目 小督【豊嶋晃嗣】他、

金剛龍謹氏

とうせんこんごうひさのり

唐船【金剛永謹】他）

◆各プランはすべて予約制です。 ◆各プランには募集締切日がございますのでお早目にご予約をお願いします。 ◆P13〜14に掲載のプランへのお申し込みは１名様より可能です。 ※料金は全て税込となります｡
◆最少催行人数の設定があるプランについては、定員の欄に記載しております。 ◆各プラン会場へのアクセスは、予約時にご案内いたします。

※写真は全てイメージです｡
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開催日

2019年4月1日（月）〜9月30日（月）
（除外日：4月〜9月の第2・4日曜日、4月の舞踏会期間）

世界遺産 御室 仁和寺で、世界で一つだけの都うちわを作りませんか。うちわの表面に仁和

古都の風趣を残す鴨川沿いの宮川町。芸妓舞妓のお酌で京懐石を味わいながら、舞や

寺の御詠歌、裏面は切り絵など自由に貼り絵を施して飾り付けます。また、うちわを飾るた

唄をお楽しみください。昼食プラン・夕食プランがあり、共に食事・飲み物（ウイスキー・

めのスタンド（国産杉）もプレゼントしま

清酒・ビール・ソフトドリンク飲み放題）付。 ※プランコード：1WGS133-6

す。講師は、京うちわをはじめ、京扇子・カ
レンダーなど、日本人の美感に触れる作
品を多数制作、提案している塩見団扇株
式会社 代表取締役 秋田悦克さんです。
（※会場は、仁和寺御室会館）

『祇園祭 知る学ぶ 3DAYS』

開催日

三若神輿会による御神輿差し上げ披露

開催日

2019年7月13日（土）
・14日（日）
・15日（月祝）

2019年7月17日（水）

祇園祭のルーツである祇園御霊会が行われてから、

山鉾巡行が主に取り上げられがちな祇園祭です

今年でちょうど1150年。33基ある山鉾のうち前祭に

が、神様が遷られた神輿が町中を清めてまわる神幸

参加する山鉾にご協力いただき、節目の年ならではの

祭（神輿渡御）、すなわち「神輿」こそが、祭りの主

特別なイベントを3日間にわたってご用意しました。山

役なのです。
「がんこ高瀬川二条苑」にてご夕食の

みこし

を動かす「舁き初め」に参加したり、町衆の仕事であ

後、お店の前に出て、三基ある神輿のうちの一基

る「ちまき飾り」を体験したりと、盛り沢山の内容で

（中御座神輿）
を、三若神輿会のご協力のもと、当

さんわかしんよかい

す。“知る”“学ぶ”ことで祇園祭のあらたな魅力を感じ

プランの為に、渡御に関する解説や特別に神輿の

てみてください。

「差し上げ」をしていただきます。是非、熱気に満ち
た空間で、
「祇園祭の真髄」を味わいませんか？

【各日に開催されるイベント】

予約制

もみぢ家 高雄川床 食事プラン

50＋（フィフティ・プラス） 祇園祭山鉾巡行観覧と

予約制

２０１９年８月２４日（土）

祇園祭創始1150年記念！
「そうだ 京都、行こう。」presents

予約制

か でん

お茶屋 花傳 舞妓遊び 体験プラン

予約制

予約制

開催日

世界遺産 御室 仁和寺
都うちわ仕立て体験

7月13日
（土）
「蟷螂山 舁き初めと懸装品鑑賞」

※首都圏・静岡・中部地区発、1泊2日のツアー設定となります。
（添乗員同行）

7月14日
（日）
「月鉾 ちまき飾り体験と会所案内」
7月15日
（月祝）
「菊水鉾 ちまき飾りとお茶席体験」
※各回で内容、時間、参加費が異なります。※イベントの内容は変

開催日

更となる可能性がございます。詳細は「そうだ 京都、行こう。」ホーム

2019年6月1日（土）〜9月30日（月）

ページをご覧ください。

〈昼食〉2019年6月1日（土）
〜9月30日（月）
〈夕食〉2019年6月8日（土）
〜9月22日（日）
清滝川の清流に面した川床桟敷でのお食事を
お楽しみください。 ※夕食のみ舞妓の舞鑑賞あり
※プランコード：1WGS131-J

JR 西日本

お問い
合わせ

京都歴史回廊協議会事務局（立命館大学衣笠キャンパス地域連携課内）

☎０７５-４６６-３７７６（平日９：００〜１７：００ 土日祝は休み）

☎0570-050-489（9：00〜20：30

年中無休）

詳細はhttp://ebook.jtb.co.jp/book/?A3912#1をご覧ください。

開催日

2019年7月1日（月）〜9月30日（月）

京都 夏の風物詩 五山送り火。送り火を一望できる将軍塚大日堂観覧席でご覧いただくプ

西陣の呉服問屋の大店の姿をそのまま伝える国の登録

ランをご用意いたしました。
「妙法」
「船形」
「左大文字」
「鳥居形」がご覧いただける観覧

有形文化財、冨田屋。築１
３０年の町家で育まれた文化

席にご案内いたします。送り火鑑賞に加えて、渓涼床での

を体験しにぜひご来館ください。

お食事や、京の夏の旅 特別公開の仁和寺 金堂・経蔵もご

基本プラン：町家見学「京のしきたり」
を学ぶ

覧いただけます。２日目は、フリータイムでご自由に京都観
光をお楽しみいただけます。加えて、ホテル周辺を京都検
定合格ガイドがご案内する、京都ツウの歩き方も別料金で
ご参加いただけます。
（添乗員同行）
※山陽・九州発、1泊2日のツアー設定となります。

ＪＲ東海

☎075-681-9031（平日10：00〜17：00

※50歳からのJR東海の旅クラブ 50＋（フィフティ・プラス）会員限定となります。※5月24日（金）より受付開始予定
※この広告でのお申込みを受け付けておりません。お申込みの際は上記問い合わせ先に資料をご請求いただき、
旅行内容を必ずご確認の上、お申込みください。 詳細はhttps://www.jrtours.co.jp/50plusをご覧ください。

京都観光お役立ちサイト

山鉾巡行で有名な祇園祭は「動く美術館」と

京都朝観光

前祭山鉾巡行の前日に、保存会の方の解説
を聞いた後、菊水鉾に搭乗し、豪華絢爛な

衆の家で行なわれている「屏風祭」の見学な

坪庭、茶室、離れ座敷など、こだわった暮らしぶりを知

ンもございます。

る事で本物の京都を体感できます。

※各地発のツアー

検索

おすすめの朝ごはんや、早朝散策、坐禅会など
盛りだくさんのおすすめ朝観光情報を掲載しています。

の美術館」と称せられ、祭りを支える京の町
ど町家散策をあわせて楽しんでいただくプラ

京都朝観光

https://gurutabi.gnavi.co.jp/area/kyoto/kyotoshi/asakanko.html

芸術文化を体感していただきます。また、
「静

冨田屋は店舗と奥の住居からなり、三つの蔵と六つの

追加申込プラン

土曜・休日は休み）

も呼ばれています。このプランでは7月17日の

西陣の歴史と暮らしを今に伝える「生きた町家」

※ご来館時は靴下または足袋をご持参ください。

ジェイアール東海ツアーズ50＋ツアーデスク
＋

※ＪＲ東海「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード会員限定となります。
詳細はhttp://souda-kyoto.jp/をご覧ください。

祇園祭・前祭宵山「菊水鉾」搭乗特別企画

ジェイアール東海ツアーズ

50＋会員は☎0120-948-950 または☎03-6854-4150
（「50 」入会を同時受付）
会員以外は☎03-6867-8650（全日10
：00〜18：00 無休）

JR東海「そうだ 京都、行こう。」デスク

予約制

2019年8月16日（金）

西陣くらしの美術館冨田屋
「町家でくらし」の体験

予約制

開催日

お問い
合わせ

お問い合わせ

JTB旅の予約センター

予約制

けいりょうゆか

渓涼床でお食事
しょうぐん づか
将軍塚から見る送り火と仁和寺特別公開

ＪＴＢ

お問い合わせ

になります。
（添乗員同行）

①お茶席体験 お茶席での「心」や作法を学ぶ
文化財の茶室にて、お茶席でのマナー、お茶やお菓子
のいただき方など、知っておきたい基本を学びます。

お問い
合わせ

☎0570-200-250

PHS・一部のIP電話からは082-261-2992 （ナビダイヤル）
（10：00〜17：00 土曜・日曜・祝日も営業）

九州発は福岡電話予約センター ☎092-262-6535

（10：00〜18：00 土曜・日曜・祝日も営業）
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（コース番号72738-684）

名古屋テーマ・最上級の旅
ロイヤルグランステージ四季の華
☎052-300-0044

（コース番号73424-684）
※名古屋国内・四季の華は未成年の参加は出来ません。

近畿日本ツーリスト
（食遊菜都2019事務局）
☎075-212-2116（平日10：00〜17：00 土日祝は休み）
詳細はhttp://www.knt.co.jp/ec/syokuyusaito/をご覧ください。

15・16ページに掲載されているプランには申込み締切日がございます。料金、集合場所、
京都「千年の心得」ホームページ（http://www.sennen-kokoroe.jp）をご覧ください。

国内旅行センター・ひとり旅
☎03-5323-6644

京都夜観光

検索

https://gurutabi.gnavi.co.jp/area/kyoto/kyotoshi/yorukanko/

7月15日
（月祝）発（2泊3日）

京都の夜を楽しんでいただける飲食店や体験施設、
イベント等を紹介しています。

九州旅行センター
☎092-263-3200

（コース番号92767-684）

※お申込みの際は、上記の問合せ先に資料をご請求いただくか、
ホームページhttp://www.club-t.com/ で旅行内容を必ずご確認の上、お申込みください。

近畿日本ツーリスト

お問い
合わせ

京都夜観光

7月16日
（火）発（2泊3日）

（コース番号J6924-684）
※関東発は未成年の参加はできません。

州

日本旅行

山陽発は広島予約センター

名古屋国内旅行センター・ひとり旅
☎052-300-0022

九

お茶会で点心として出された伝統のお弁当を復元。文
化財の一室で、代々の調度品に囲まれてお召し上がり
いただきます。
ご希望に応じて和食の食べ方カルチャー付。
※季節によって内容が変わります。

7月16日
（火）発（1泊2日）

名古屋

呉服問屋ならではの正絹の極上品の中からお好きな着
物を選んで着付けを体験します。着物に袖を通した状
態で、他お申込プランをお楽しみいただけます。
③伝統弁当のお食事

出発地・出発日・問合せ先 （月〜土曜9：15〜17：30、日祝は休み）

関 東

②お着物体験 美しい着物姿になる

クラブツーリズム
お問い
合わせ

出発地により異なります。詳細は、クラブツーリズムの
ホームページhttp://www.club-t.com/をご覧ください。

時間、申込締切日、アクセス等の詳細については直接お問い合わせ、または

（プランによってお問い合わせ先が異なります。）

※写真は全てイメージです｡
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