京都観光のオフィシャルガイド

フェス・マーケット・グルメ
4/20（月）

〈岡崎公園〉La Festa Primavera 2020

エリア

E1

La Festa Primavera事務局046-874-4626
16:00頃到着
地下鉄東西線「東山」

4/24（金）
〜5/31（日）※水曜休み
おはらめ

〈大原〉春の大原女まつり・時代行列

エリア

N3

京都大原観光保勝会744-2148
着付け体験
期間中は1人1,500円（通常は
10:00〜15:00
京都バス17「大原」
2,500円）要事前予約

4/25（土）〜5/10（日）※4/27、5/7は休み

〈梅小路公園「朱雀の庭」〉春の和の花展

エリア

S1

京都市都市緑化協会561-1350
9:00〜17:00
200円（小学生以上）
（最終入園16:30）
JR嵯峨野線「梅小路京都西」駅

2020 年

※美術館・博物館の受付終了時間は各館にご確認ください。

アート・音楽・シアター
エリア

古典の日記念
京都市平安京創生館

平安京周辺の山林寺院

12/14（土）～ 5/29（金）

10:00 〜 17:00
無料
は翌平日）

エリア

京都絞り工芸館

絞り染め
スポーツ鳥獣戯画総全長 80 メートル一挙公開

1/7（火）〜 5/6（水・休）

9:00 〜 17:00
800 円

エリア

古田織部美術館

もう一人の茶道大成者－古田織部

1/18（土）～ 5/19（火）

9:30 ～ 17:00
月曜（祝日開館・翌
一般 500 円
平日休館）

エリア

京都万華鏡ミュージアム

科学と芸術の子 万華鏡展

1/25（土）～ 5/29（金）

10:00 ～ 17:30
月曜（祝日開館、
大人 500 円
翌平日休館）

エリア

霊山歴史館

春の展覧会「徳川幕府と新選組」

1/29（水）～ 5/17（日）

9:00 〜 17:30（3/6 〜 31 は〜 18:30）
日開館、翌平日休館）※ 3 月中は休館日なし

エリア

京都市考古資料館

2/7（金）～ 6/21（日）

9:00 ～ 17:00
無料
翌日休館）

C2
C2
N4

C3

E2

C2

40 周年記念後期特別展示
「光秀と京〜入京から本能寺の変〜」

火曜（祝日の場合

月曜（祝
900 円

月曜（祝日開館、

チェコ・デザイン 100 年の旅

3/6（金）～ 5/10（日）

9:30 ～ 17:00（金・土〜 20:00）
月
一般 1,400 円
曜（ただし５/ ４は開館）

野村美術館

2020 年春季特別展「懐石のうつわ」

3/7（土）～ 6/7（日）

10:00 ～ 16:30
月 曜（ た だ し
一般 800 円
5/4 は開館）

S1

美術館「えき」KYOTO

anan 創刊 50 周年記念展 生きて、愛して、歌って。 3/7（土）～ 4/5（日）
創刊から’
70 年代の『anan』をプレイバック

エリア

大西清右衛門美術館

令和 2 年春季企画展「茶の湯釜の美」
（仮称）

エリア

泉屋博古館

E1

エリア

E1

エリア

C3
E1

エリア

S1

角屋
もてなしの文化美術館

エリア

W3 福田美術館

エリア

京都市京セラ美術館

E1 （京都市美術館）

エリア

C3 京都文化博物館

エリア

E2

エリア

E1

エリア

E1

エリア

E3

エリア

C1

エリア

C2

エリア

S1

エリア

S1

清水三年坂美術館
並河靖之七宝記念館

10:00 ～ 20:00
中学生以上 500 円

会期中無休

3/7（土）～ 6/21（日）

10:00 〜 16:30
未定
は翌日）

月曜（祝日の場合

3/14（土）～ 5/17（日）

10:00 〜 17:00
開館）、4/24、5/7

月曜（ただし 5/4 は
一般 800 円

令和 2 年春季企画展「扇の 趣 展」

3/15（日）～ 7/18（土）

10:00 ～ 16:00
月曜（祝日開館、
一般 1,000 円
翌日休館）

若冲誕生 〜葛藤の向こうがわ〜

3/20（金・祝）～ 6/21（日）

10:00 〜 17:00
火曜（ただし 5/5 開館、
一般・大学生 1,300 円
5/7 休館）

開館 60 周年記念名品展Ⅰ
「モネからはじまる住友洋画物語」
おもむき

京都市京セラ美術館開館記念展
京都の美術 250 年の夢

※複数展示替えあり。 3/21
（土）～ 12/6（日）
会期により料金が異なります。 ※第 1 部前期 4/18 〜 5/17

ふりゅう

京都祇園祭－町衆の情熱・山鉾の風流
明治の美術染織
春季特別展 光輝ある並河七宝

3/24（火）～ 5/17（日）
3/27（金）～ 5/31（日）

10:00 〜 18:00
月曜（祝日開館）
第 1 部前期 : 一般 1,500 円
10:00 〜 18:00（金〜 19:30）
月曜
一般 1,500 円
（ただし 5/4 は開館）、 5/7
10:00 ～ 17:00
月火曜（祝日開館）、
大人 800 円
臨時休館有

4/3（金）～ 7/19（日）

10:00 ～ 16:00（受付終了）
月木
一般 800 円
曜（祝日開館、翌日休館）

細見美術館

「飄々表具－杉本博司の表具表現世界－」展

4/4（土）～ 6/21（日）

10:00 ～ 18:00
月曜（ただし 5/4
一般 1,400 円
は開館）

京都国立博物館

西国三十三所 草創 1300 年記念 特別展
「聖地をたずねて―西国三十三所の信仰と至宝―」 4/11（土）～ 5/31（日）

9:30 ～ 18:00（金・土～ 20:00）
月
一般 1,600 円
曜（ただし 5/4 は開館）

相国寺承天閣美術館 「いのりの四季－仏教美術の精華」
茶道資料館
龍谷大学
龍谷ミュージアム
京都劇場

春季特別展「又玄斎一燈とその時代」

4/12（日）～ 7/19（日）

京都コンサートホール 京都市交響楽団 スプリング・コンサート
N4 大ホール

エリア

京都コンサートホール カルテット・アロド
アンサンブルホールムラタ 〜北山クラシック倶楽部 2020 〜

会期中無休

【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）

3/20（金・祝）
～4/30（木）

石清水八幡宮／男山桜まつり

981-3001

6:30〜18:00

3/24（火）
～5/6（水・休）

京都府旅行業協同組合353-2511
下鉄東西線「蹴上」

3/28（土）
～4/5（日）

東映太秦映画村／
映画村さくらまつり

0570-064349
一般2,400円
秦」、京都バス62・63・65・66「太秦映画村前」

3/28（土）
～4/7（火）

淀川三川合流域さくらであい館／
背割堤さくらまつり

9:00〜17:00（入村受付〜16:00）
9:00〜17:00

4/1（水）
～14（火）

茶席9:00～16:00、神苑8:30～17:30

情報を掲載されたい方は

https://form.run/@kyoto-event/

外

一般1,200円

地

京阪本線「石清水八幡宮」
市バ

京都さくらよさこい実行委員会212-5221
入城料・二ノ丸御
岡 崎 会 場・二 条 城 会 場・ゼ スト御 池
岡崎:地下鉄東西線「東山駅」、二条城:
会 場・梅 小 路 公 園 会 場・京 都 駅ビ ル 殿観覧料 一般1,030円
市バス９・50・101・111「二条城前」、ゼスト御池:地下鉄東西線「京
会場（4/4）
・三条名店街商店街会場 都市役所前駅」、梅小路公園:JR「梅小路京都西駅」、京都駅ビル:JR
（4/5）／第16回京都さくらよさこい
「京都駅」、三条名店街商店街:市バス４・205・５・17「河原町三条」

4/5（日）

熊野若王子神社／桜花祭

771-7420
堂道」

4/5（日）

宇治川派流京都市伏見区京橋町界隈／
第14回桃山語り部の道「桜まつり」

NPO法人伏見観光協会622-8758
近鉄京都線「桃山御陵前」

4/9（木）

二条城／観桜茶会

841-0096
410円必要）

4/9（木）
～12（日）

平安神宮／
平安神宮紅しだれコンサート

「平安神宮紅しだれコンサート」事務局241-6170
2,000
市バス5・100・110「岡崎公園 美術館・平安神宮前」
円

4/10（金）

平野神社／桜花祭

4/12（日）

醍醐寺／豊太閤花見行列

571-0002
拝観料1,500円 一部観覧無料区域あり
地下鉄東西線「醍醐」

4/12（日）

地主神社／
えんむすび祈願さくら祭り

541-2097
清水寺の拝観料400円が必要
100・110・206「五条坂」

4月中旬

宝泉寺／宝泉寺さくらまつり

852-0407
「南町」

4/29（水・祝）
～5/6（水・休）

比叡山延暦寺／
比叡のさくらと青もみじ

077-578-0521
催事は無料。延暦寺巡拝料700円→1,000円
比叡山内シャトルバス「西塔」
（三塔共通）※2020年3月1日〜改定

10:00〜16:00

18:15〜21:00（最終入場20:30）
桜花祭10:00 時代行列出発13:00
13:00〜15:00
10:00

10:00〜16:00
10:00〜16:00

461-4450

京阪本線「中書島」、

京都各所で桜が見頃を迎えます。
〈3月中旬～4月下旬〉

平野神社

〈3月下旬～4月上旬〉

高台寺、清水寺、醍醐寺、南禅寺、二条城、嵐山
大覚寺、京都府立植物園、円山公園

エリア

〈3月下旬～4月下旬〉

E1

〈3月下旬～5月上旬〉

複数
箇所

原谷苑

京都御苑

〈3月末～4月中旬〉

梅小路公園

〈4月上旬〉

勝持寺、哲学の道、天龍寺、八瀬、平安神宮、大

地下鉄東

市バス5・100「東天王町」、5「南禅寺・永観

桜名所

〈3月下旬～4月中旬〉

外

761-0221
神苑入苑料600円、お茶券800円
ス5・100・110「岡崎公園 美術館・平安神宮前」

581-0328
拝観料 500円、茶券 500円
西線・JR琵琶湖線「山科」、京阪京津線「京阪山科」

10:00〜16:00

E1

JR嵯峨野線「太

毘沙門堂／観桜会

10:00〜15:00

10:00〜15:00

https://ja.kyoto.travel/

平安神宮／観桜茶会

633-5120

エリア

京阪本線「石清水八幡宮」

岡崎公園周辺／岡崎さくら・
わかば回廊 十石舟めぐり

※4/13日・20は運休9:30〜16:30発
（3/27〜4/8は8:30〜20:30）

4/12（日）

3,000 円（全席指定）

エリア

841-0096
入城料・二の丸御殿観覧料 一般1,030円
地下鉄東西線、市バス９・50・101・111「二条城前」

14:00 開 演
B 席 2,000 円
19:00 開演

問合せ・料金・アクセス

二条城／二条城桜まつり2020

8:45〜16:00（閉城17:00）

13:00/13:30/17:30/18:30
S 席 12,100 円
A 席 8,800 円 B 席 6,600 円 C 席 3,300 円（全席指定・税込）

4/22（水）

場所・行事

3/20（金・祝）
〜4/12（日）

2/22（土）～ 5/17（日）

京都総合観光案内所「京なび」 京都市河原町三条観光情報コーナー
【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

時

4/5（日）

行事・イベントを詳しく知りたい方は

観光のご相談は

日

10:00 ～ 17:00
月曜（ただし 5/4
一般 1,300 円
は開館）、5/7

一 般 A 席 2,500 円

旧嵯峨御所 大本山 大覚寺

京都各地でさまざまな桜のイベントが行われます。

4/4（土）11:00～19:00・
5（日）11:00～19:30

春季特別展
「ブッダのお弟子さん －教えをつなぐ物語－」 4/18（土）～ 6/14（日）
劇団四季ミュージカル『パリのアメリカ人』

10:00 ～ 17:00
800 円

桜に出会う旅へ

9:30 〜 16:30
月曜（ただし 5/ ４は開館）、
一般 1,000 円
5/7、展示替期間 5/18・19

4/15（水）～ 6/21（日）

月号

3/2、4/1

京都国立近代美術館

エリア

4

発行 : 公益社団法人 京都市観光協会

なからぎ

石神社、半木の道

E1
S2

〈4月上旬～中旬〉

山科毘沙門堂、山科疏水、城南宮、善峯寺、龍安
寺、石清水八幡宮、常照皇寺、仁和寺

〈4月中旬〉

茶券3,600円（入城料含む・二の丸御殿観覧は別途
地下鉄東西線、市バス9・50・101・111「二条城前」

三千院、常照寺、大原

E1

〈4月中旬～下旬〉

鞍馬寺、比叡山延暦寺

市バス50・205「衣笠校前」

写経体験1,000円

市バス

京北ふるさとバス

Navi 桜だよりペ
桜開花情報 京都観光
ージでは、3 月下旬から 4

E2

月中旬まで京都市内外の
桜の名所約 50 箇所の開花
状況を週 3 回更新（予定）
桜だよりURL
https://ja.kyoto.travel/
flower/sakura/

観光のプロがあなたの旅をサポートします。詳しくは裏面をご覧ください。

