※美術館・博物館の受付終了時間は各館にご確認ください。

京都国立近代美術館

ドレス・コード？−着る人たちのゲーム

8/9（金）〜 10/14（月・祝）

9:30 〜 17:00（ 金 土 は 〜 21:00）
9/16、23、10/4 は開館、翌火曜休館。

エリア

泉屋博古館

住友財団修復助成 30 年記念
文化財よ、永遠に

9/6（金）〜 10/14（月・祝）

10:00 〜 17:00
月曜（9/16、23、10/14
一般 600 円
は開館、9/17、24 は休館）

エリア

美術館「えき」KYOTO

ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ

9/21（土）〜 10/14（月・祝）

10:00 〜 20:00（百貨店の営業時間に準じ、
会期中無休
一般 900 円
変更あり）

西洋近代美術にみる神話の世界

10/18（金）〜 11/17（日）

10:00 〜 20:00（百貨店の営業時間に準じ、
会期中無休
一般 1,000 円
変更あり）

E1
E1

S1

月 曜 ※ た だ し、
一般 1,300 円

エリア

嵯峨嵐山文華館

いろトリどり−描かれた鳥たち

7/27（土）〜 10/20（日）

10:00 〜 17:00
火曜（祝日開館、翌平日
一般・大 900 円
休館）、展示替期間、年末年始

エリア

細見美術館

レスコヴィッチコレクション
広重・北斎とめぐる NIPPON

8/27（火）〜 10/20（日）

10:00 〜 18:00
月 曜（ 祝 日 開 館、
一般 1,500 円
翌平日休館）

エリア

清水三年坂美術館

帝室技芸員の仕事〈彫刻編〉

8/24（土）〜 11/17（日）

10:00 〜 17:00
月火曜（但し、9 / 16、
一般 800 円
23、10 / 14、22、11/ 4 は開館）

エリア

龍谷大学
龍谷ミュージアム

10:00 〜 17:00
月曜（祝日開館、
一般 1,200 円
翌平日休館）

エリア

野村美術館

エリア

アサヒビール
大山崎山荘美術館

特別展
9/21（土）〜 11/17（日）
「日本の素朴絵 −ゆるい、かわいい、たのしい美術−」
2019 年秋季特別展
8/31（土）〜 12/1（日）
見て、知って、楽しむ 茶碗の世界

エリア

博物館さがの人形の家

エリア

W3

E1
E2

S1

E1

9/14（土）〜 12/1（日）

10:00 〜 17:00
月曜（祝日の場合は翌火
一般 900 円
曜、但し 11/18、25 は開館）

秋季特別企画展【お話の中の人形たち展】

9/14（土）〜 12/15（日）

10:00 〜 17:00
月曜（祝日開館、
一般 800 円
翌平日休館）

2019 年秋季企画展
角屋もてなしの文化美術館 「財団 30 周年記念 角屋名品展」

9/15（日）〜 12/15（日）

10:00 〜 16:00
月 曜（ 祝 日 開 館、
一般 1,000 円
翌平日休館）

エリア

京都絞り工芸館

9/3（火）〜 12/23（月）

9:00 〜 17:00
500 円
〜 12/3

エリア

古田織部美術館

エリア

茶道資料館

エリア

京都国立博物館

エリア

京都府立堂本印象美術館 堂本印象美術館に川端龍子がやってくる
圧倒的迫力の日本画の世界
2019 年度特別展『柳宗悦・棟方志功と真宗
大谷大学博物館
−土徳の大地と民藝の美−』
みんなのミュシャ
京都文化博物館
ミュシャからマンガへ −線の魔術
佛教大学
秋期特別展
宗教文化ミュージアム 「チベット密教の美と祈り−北村コレクションより−」

10/12（土）〜 11/24（日）

9:30 〜 17:00
月曜（祝日開館、翌
一般 510 円（予定）
平日休館）

10/12（土）〜 11/28（木）

10:00 〜 17:00
24、25 は開館）、10/22

10/12（土）〜 2020/1/13（月・祝）

10:00 〜 18:00（金曜は〜 19:30）
月曜
未定

10/19（土）〜 12/7（土）

10:00 〜 17:30
月曜（ただし 10/21、
無料
10/28 は開館）

京都劇場

劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘』

7/28（日）〜 2020/1/19（日）

13:00 〜 /13:30 〜 /17:30 〜 /18:30 〜
S 席 10,800 円
A 席 8,640 円 B 席 6,480 円 C 席 3,240 円（全席指定・税込）

京都コンサートホール

アンサンブル・ウィーン = ベルリン

10/2（水）

1 9:00 開演
円、学生 3,000 円

10/11（金）

19:00 開 演
S 席 5,000 円、A 席
4,500 円、B 席 3,500 円、P 席 2,000 円

W3

S1

C2
N4

C2
E3

W2

エリア

N4

エリア

C3

エリア

W3

エリア

S1

エリア

N4

巨大絞り几帳

京の四季四連作

9:30 〜 17:00 ※ 8/31、9/8 は 〜 18:30、9/1、3、5 〜 7 は 〜
年末年始
一般 500 円
21:00、9/2、4 は〜 21:30

特別展『流転 100 年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美』 10/12（土）〜 11/24（日）

9:30 〜 18:00（金土は〜 20:00）
月曜
一般 1,600 円
（祝日開館、翌平日休館）

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2019

E1

E2

日月曜（ただし、11/10、
一般 500 円

全席指定 一般 6,000

ロームシアター京都サウスホール、ノースホール、パークプラザ、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO ほか

10/5（土）
・6（日）

5日開演18:30、6日開演14:00/19:30
自由席 一般4,000
円、ユース・学生 3,000 円、高校生以下 1,000 円、ペア 7,500 円

ノースホール 庭劇団ペニノ『蛸入道 忘却ノ儀』

10/11（金）〜 15（火）

開演 11 日 19:30、12 日 14:00/19:00、13 日 13:00 /18:00、14 日 15:00、15 日 19:30
自由席 一般 4,000 円、ユース・学生 3,000 円、高校生以下 1,000 円、ペア 7,500 円

サウスホール 久門剛史『らせんの練習』

10/20（日）

南座

10/12（土）〜 11/5（火）

喜劇 道頓堀ものがたり

10月
今月見頃を迎える
花と代表的な
名所を紹介
もっと詳しく知りたい方は

秋明菊
貴船神社
善峯寺
直指庵
三室戸寺

昼の部 11:00、夜の部 16:00
一等席 13,000 円、
二等席 7,000 円、三等席 4,000 円、特別席 14,000 円

コスモス
ガーデン
ミュージアム比叡
嵐山・高雄
パークウェイ

紫式部

平安神宮 廬山寺 実光院
ホトトギス

杜 鵑

圓徳院 詩仙堂 蓮華寺
三千院

※イベントの日時等は変更されることがあります。最新の情報はコチラからご確認ください。

京都観光オフィシャルサイト

「京都観光 Navi」へ

https://ja.kyoto.travel/

観光のお問い合わせは

京都総合観光案内所「京なび」
【所在地】下京区烏丸通塩小路下ル
京都駅ビル２階（南北自由通路沿い）
【受付】8:30 〜 19:00（年中無休）
お こ し やす
【電話】075-343-0 5 4 8

開演 13:00 /17:00
自由席 一般 3,000 円、ユー
ス・学生 2,500 円、高校生以下 1,000 円、ペア 5,500 円

情報掲載のお問い合わせは

京都市河原町三条観光情報コーナー
【所在地】中京区河原町通三条上ル恵比須町427番地
京都朝日会館１階
【受付】10:00 〜 18:00（12/29 ～1/3 は休業）
【電話】075-213-1717（京都市観光協会）

京都観光 Navi にイベント情報掲載をご希望
される方は下記 URL をご覧ください。

https://form.run/@kyoto-event/
発行 : 公益社団法人 京都市観光協会

秋の特別公開へ
京都の “ 秋” のお楽しみの
ひとつといえば、

じっくり拝観してみては。
日

※ 10/5、10/24 〜 27、11/29 は休止

特別公開

この機会に公開される寺宝を

エリア

9/21（土）〜 12/8（日）

〈聖護院〉

寺院の特別拝観です。

各地の寺社で特別公開が催されます

エリア

9:30 〜 16:30
月（ただし、10/14、11/4・
一般 1,000 円
11 は開館）、10/15、11/5・6

10/5（土）〜 27（日） 国内外からの多様で先鋭的なアーティストの作品を紹介。

ロームシアター京都サウスホール チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』
エリア

10/1、11/1、29

館蔵 名品展
〜信長・秀吉、武将・公家・豪商たちが憧れたもの〜 8/29（木）〜 2020/1/14（火）
茶道資料館開館 40 周年・今日庵文庫開館 50 周年記念特別展 II
10/3（木）〜 12/8（日）
『三冊名物記』−知られざる江戸の茶道具図鑑−

京都市交響楽団 第 639 回定期演奏会

月号

2019 年

10:00 〜 16:30
月 曜（ 但 し、9/16、23 、10/14、
大人 800 円
11/4 は開館、9/17、24、10/15、11/5 は休館）

東山魁夷のスケッチ−欧州の古き町にて

外

10

京都観光のオフィシャルガイド

アート・音楽・シアター
エリア

時

771-1880
800 円

エリア

E1

10:00 〜 16:00
市バス 206「熊野神社前」

場所・行事名

9/7（土）〜29（日）・10/5（土）〜12/15（日） 大徳寺塔頭興臨院╱
※9/23は休止 10:00～16:30
（受付終了）※12/2〜15は〜16：00 秋の特別公開

9/13（金）〜12/1（日） 平岡八幡宮╱
10:00〜16:00（最終受付15:30頃） 「花の天井」秋の特別拝観
9/20（金）〜11/25（月） 東寺╱
9:00〜17:00（16:30受付終了） 宝物館秋期特別展
9/25（水）〜12/15（日） 相国寺╱
10:00〜16:00（受付終了） 秋の特別拝観
10/1（火）〜11/24（日） 仁和寺╱
9:00〜17:00（16：30受付終了） 霊宝館 秋季名宝展
10/1（火）〜11/30（土） 清凉寺╱
9:00〜17:00
霊宝館 秋期特別公開

E1

聖護院 謁見の間（上段の間）

問合せ・料金・アクセス

エリア

京都春秋231-7015
600円
市バス206
「大徳寺前」

10:00〜15:00

500円
近鉄京

231-0301
800円
地下鉄烏丸線「今出川」
461-1155
のみ500円
「御室仁和寺」

場所・行事名

五大虚空蔵菩薩像御開帳

10/15（火）～12/10（火）9:00〜
醍醐寺╱
17:00※12/2（月）以降～16:30
霊宝館 秋期特別展
（受付終了1時間前）

571-0002
1,500
円（三宝院・伽藍の拝観含む）
地下鉄東西線「醍醐」

10/19（土）、20（日）、26（土）、27（日）
11/1（金）〜4（月・休）
10:00〜15:00

E2 10/20（日）〜11/30（土）
9:00〜17:00

811-0088
600円
市バス9「堀川五条」

長楽寺╱

561-0589
650円
市バス206「祇園」

庭園の特別公開
秋季特別展（遊行上人秘宝展）

10/25（金）～12/1（日） 将軍塚青龍殿╱
17:00～21:30（21:00受付終了）
※昼夜入れ替え制ではありません。 夜の特別拝観

10/1（火）〜12/2（月） 旧嵯峨御所大本山大覚寺╱
9:00〜16:30
秋季名宝展「皇室と大覚寺」

871-0071
800円
（寺内参拝料を含む）
市バス28・91「大覚寺前」

E2

10/25（金）～12/1（日） 青蓮院╱
18:00～22:00（21:30受付終了） 夜の特別拝観

10/5（土）〜12/8（日） 弘源寺╱
9:00〜17:00
秋の特別公開

前」

10/5（土）〜12/8（日） 宝厳院╱
9:00〜17:00（16:45受付終了） 秋の特別拝観

861-0091
500円（本堂参
拝（襖絵）には別途参拝志納料500円）
市バス28「嵐山天龍寺前」

10/11（金）〜20（日） 妙心寺塔頭東林院╱
18:00〜21:00（20:30受付終了） 梵燈のあかりに親しむ会

京都春秋231-7015
800円
市バス206
「大徳寺前」
463-1334
500円
ＪＲ嵯峨野線「花園」

1 0 / 2 5（ 金 ）〜1 2 / 8（日）
北野天満宮╱
9:00〜16:00（11/9（土）〜
史跡御土居のもみじ苑公開
12/8（日）は20:00まで）

10/25（金）〜12/15（日）
E2 日没～21:30

561-9966
600円
（掌美術館見学付）
市
バス206「東山安井」

真如院╱

E2

10/5（土）〜12/8（日） 大徳寺塔頭黄梅院╱
10:00～16:00（受付終了） 秋の特別公開

861-1769
500
円（別途通常拝観料600円）
JRバス「山城高雄」
京都春秋231-7015
600円
市バス206
「大徳寺前」

771-5725
1,000
10/1（火）〜12/1（日） 銀閣寺╱
円（別途入山料500円）
10:00、11:00、12:00、
秋の特別公開「東山文化の原点 国宝東求堂」
市バス5「銀閣寺道」
13:30、14:30、15:30

881-1232
500円
市バス28「嵐山天龍寺

問合せ・料金・アクセス

10/12（土）〜11/30（土） 大徳寺塔頭総見院╱
10:00～16:00（受付終了） 秋の特別公開

高台寺╱
E2 10月中旬～12月上旬
17:00～21:30（22:00閉門） 秋のライトアップ & 夜間特別拝観

霊宝館
市 バス2 6

861-0343
本堂霊
宝館共通券700円
市バ
ス28「嵯峨釈迦堂前」

時

10/12（土）〜14（月・祝） 神護寺╱

871-2084
800円
ＪＲバス「平岡八幡」
691-3325
（宝物館のみ）
都線「東寺」

日

771-0390
500円
地 下 鉄「 東 山 」よりタク

シー

561-2345
800円
市バス5「神宮道」
461-0005
1,000
円（茶・菓子付）
市バ
ス50「北野天満宮前」

高台寺塔頭圓徳院╱

525-0101
500円
市バス206「東山安井」

ライトアップ＆夜間特別拝観

10/26（土）～12/8（日） 東寺╱
18:30〜21:30（受付21:00まで） 東寺紅葉ライトアップと金堂・講堂夜間特別拝観

円

691-3325
1,000
近鉄京都線「東寺」

