第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
<26 京都府>
No

行

事

名

開催日
（開催期間）

開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ

特記事項・注意事項

本隆寺（京都市上京区）、養源院
（京都市東山区）、東福寺常楽庵 京都府教育庁指導部文化財保護課
（京都市東山区）、妙心寺（京都市 （075-414-5896）
右京区）

http://www.kyotobe.ne.jp/bunkazai/

事前申込制

萬福寺（宇治市）

京都府教育庁指導部文化財保護課
（075-414-5896）

http://www.kyotobe.ne.jp/bunkazai/

事前申込不要

3

特別展「光秀と幽斎－花開く武将 10月26日～12月
9:00～16:30
文化－」
15日

京都府立山城郷土資料館
（京都府木津川市山城町上狛千
両岩）

京都府立山城郷土資料館
電話：0774-86-5199
FAX：0774-86-5589
yamasiro-s-soumu@pref.kyoto.lg.jp

http://www.kyotobe.ne.jp/yamasirom/cms/

特別展入館料
一般：250円 小中学生：70円

4

文化財講演会「光秀・幽斎と和
歌・連歌」帝塚山学院大学名誉教 11月2日
授 鶴崎裕雄氏

京都府立山城郷土資料館
（京都府木津川市山城町上狛千
両岩）

京都府立山城郷土資料館
電話：0774-86-5199
FAX：0774-86-5589
yamasiro-s-soumu@pref.kyoto.lg.jp

http://www.kyotobe.ne.jp/yamasirom/cms/

京都府立山城郷土資料館
電話：0774-86-5199
FAX：0774-86-5589
yamasiro-s-soumu@pref.kyoto.lg.jp

http://www.kyotobe.ne.jp/yamasirom/cms/

1

京都府文化財建造物修理現場公
11月1日
開2019

9：30/11：00/13：
30/15：00

2

京都府文化財建造物修理現場公 11月２日～11月３
10：00～16：00
開2019
日

13:30～

5

関西文化の日

11月16日～17日 9:00～16:30

京都府立山城郷土資料館
（京都府木津川市山城町上狛千
両岩）

6

特別展示「御土居 洛中洛外のは 7月13日～11月24
9:00～17:00
ざま」
日

京都市考古資料館
（京都市上京区今出川大宮東入
ル元伊佐町265番地の1）

075-432-3245

https://www.kyotoarc.or.jp/blog/jp-musexhibition/jp-mustokubetu/3351.html?cat=15

7

歴代館長リレートーク 第4回
第9代館長 梶川敏夫 「考古資料
10月24日
館建設と遺跡復元イラストの裏
話」

京都市考古資料館
（京都市上京区今出川大宮東入
ル元伊佐町265番地の1）

075-432-3245

https://www.kyotoarc.or.jp/blog/jp-resinfo/3379.html?cat=15

8

秋の早朝特別公開「秋の縁側・
10月25日～27日 8:00～9:00
煎茶・庭」

無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町31
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191025-27/

9

特別展「上京と下京―京都の成り 10月25日～2月2
9:00～17:00
立ちと町衆―」
日

京都市歴史資料館
（京都市上京区寺町通荒神口下る 075-241-4312
松蔭町138番地の1）

https://www.city.kyoto.lg.jp/
bunshi/page/0000256252.ht
ml

10

庭師と学ぶ フォスタリング・スタ
ディーズ Ⅲ
第4回 モミジ、シダ、コケ

10月26日

14:00～16:00

無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町31
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191026/

11

特別講座 和菓子の『銘』と歌の
世界

10月27日

14:00～16:00

無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町31
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191027/

11月4日

①10:00～
②11:00～
③13:00～
④14:00～
⑤15:00～

無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町31
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191104/

12

無鄰菴茶会 「開炉」

14:00～15:00

入館料無料

13

「日本庭園通史」 4
庭園見学 金地院、南禅寺 方丈
庭園
「小堀遠州とその時代」

11月9日（土）

14

旧三井家下鴨別邸 秋の特別公
開

11月14日（木）～
9:00～17:00
12月3日（火）

15

瓢亭×無鄰菴 秋の南禅寺界隈 11月15日（金），
をしっとりと味わう 特別プライベー 16日（土），29日
ト和ろうそく茶会
（金），30日（土）

16

ぶらり丹後「宮津城」

11月2日

17

関西文化の日

11月16日～17日 9:00～16:30

18

文化財講座「光秀・幽斎と丹後一
11月9日
色氏」

19

20

無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町31
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191109/

旧三井家下鴨別邸
（京都市左京区下鴨宮河町58番
地2）

075-366-4321

https://ja.kyoto.travel/event
/single.php?event_id=2268

①17:00～
②18:30～

瓢亭 別館
（京都市左京区南禅寺草川町35
番地）

075-771-3909

https://murinan.jp/events/event20191115-16/

13:30～15:00

現地（宮津市大手川ふれあい広場 京都府立丹後郷土資料館
集合）
（0772-27-0230）

http://www.kyotobe.ne.jp/tango-m

事前申込み不要
小雨決行
参加費無料

京都府立丹後郷土資料館
（宮津市字国分小字天王山6111）

京都府立丹後郷土資料館
（0772-27-0230）

http://www.kyotobe.ne.jp/tango-m

入館料無料

13:30～15:00

京都府立丹後郷土資料館
（宮津市字国分小字天王山6111）

京都府立丹後郷土資料館
（0772-27-0230）

http://www.kyotobe.ne.jp/tango-m

別途入館料が必要（大人200円/小人
50円）
各種割引等あり

市民考古学講座「戦国の争乱と西
10月26日
岡・物集女城」

9:00～15:30

市内ほか

向日市埋蔵文化センター（ 075-9313841）

"公益財団法人向日市埋蔵
文化財センター
事前申込み必要。
http://www.mukoumaibun.or.j
p/"

市民考古学講座「戦国の争乱と西
11月9日
岡・物集女城」

14:00～16:00

文化資料館（向日市寺戸町南垣
内40-1）

向日市埋蔵文化センター（075-9313841）

"公益財団法人向日市埋蔵
文化財センター
申込者数が定員に達したため、募集
http://www.mukoumaibun.or.j 締め切り済み。
p/"

11月1日～30日

14:00～16:00

午前8時30分から午
後5時(月曜日から 長岡京市埋蔵文化財調査セン
公益財団法人長岡京市埋蔵文化財セン http://nagaokakyo金曜日)、午前10時 ター（京都府長岡京市奥海印寺東
ター（075-955-3622）
maibun.or.jp/
か午後4時(第2・第4 条10番地の1）
日曜日)
①長岡京市自治振興室（075-959バンビオ１番館３階 メインホール
1299）
http://nagaokakyo10：00～12：00
（京都府長岡京市神足2丁目3番1
②長岡京市教育委員会生涯学習課
garasha.jp/
号）
（075-955-9534）

入場無料
休館日：土曜日、第２第４以外の日曜
日、祝日

21

特別企画展「弥生時代のムラ」

22

長岡京市ガラシャ祭2019 ガラ
11月2日
シャウィークオープニングイベント

23

第27回企画展「国衆からみた光 10月19日～12月1
9：30～17：00
秀・藤孝‐丹波・乙訓と織田権力」 日

大山崎町歴史資料館(大山崎町大
http://www.town.oyamazaki.k 入館料300円（団体20名以上 200
大山崎町歴史資料館（075－952-6288）
山崎小字竜光3)
yoto.jp
円）、小中学生無料

24

大山崎町文化のつどい

大山崎町立中央公民館（大山崎
町字円明寺小字夏目26）

大山崎町立中央公民館（075-9571421）

25

第44回久御山町民文化祭 久御 10月27日～11月
山町郷土史会特別展示
12日

久御山町中央公民館（久御山町
島田ミスノ38番地）

久御山町役場教育委員会社会教育課
（075-631-9980）

26

庵寺山古墳一般公開

市指定史跡庵寺山古墳
（宇治市広野町丸山）

宇治市歴史まちづくり推進課（0774-21http://www.city.uji.kyoto.jp/
1602）

11月3日

11月9日

10：00～15：00

10:00～15:00

先着３００名（予定）

http://www.town.oyamazaki.k
yoto.jp
特別展示｢”意外と知らない久御山”～
御牧の歴史と伝説を歩く～｣

スタート受付：10：00
～11：00
スタート：近鉄久津川駅
城陽市教育委員会文化・スポーツ推進
ゴール受付：12：00 ゴール：正道官衙遺跡（城陽市寺 課文化財係
～15：00
田正道）
(0774-56-4049)
※小雨決行

27

JOYOエコミュージアムまちの魅力
再発見ツアー「久津川古墳群から 11月2日
南山城地域支配の謎に迫ろう！」

28

JOYOエコミュージアム 令和元年
度秋季企画展 「記念物100年」展
10月19日～12月
参加事業
10:00～17:00
15日
「寺田村の春夏秋冬－堀家の古
文書にみる村の暮らし－」

29

鹿背山城跡展示

30

http://www.kyotobe.ne.jp/joyoube/cms/?page_id=129

参加無料、申込不要
参加者に記念品有

城陽市歴史民俗資料館
（城陽市寺田今堀１番地）

城陽市歴史民俗資料館
(0774-55-7611)

http://www.city.joyo.ky おとな200円 小・中学生100円
11月3日（日・祝）は無料開放
oto.jp/rekishi/

9月9日～11月30
日うち土日祝日は 8：30～17：15
除く

木津川市役所（木津川市木津南
外110-9）

木津川市教育委員会文化財保護課
（0774-75-1232）

木津川市HP
（http://www.city.kizugawa.lg.j
p/）

令和元年度第３回ふれあい文化
講座

11月30日

木津川市中央交流会館いずみ
木津川市教育委員会文化財保護課
ホール（木津川市木津宮ノ内９２） （0774-75-1232）

木津川市HP
（http://www.city.kizugawa.lg.j
p/）

31

予定 「小さな企画展」 あまり知
られていない町の文化財を紹介。
町内遺跡発掘調査実施の場合
は、速報展を開催

11月2、3～11月
11月2（土）3（日）は
29日まで 展示予
井手町文化財展示室（京都府綴
10:00～15:00 （通
定（通常土日祝日
喜郡井手町二本松２－１）
常は16:30）
は休館）

32

「光秀公のまち亀岡」連続歴史講 11月4日・9日・30
13:30～15:00
座（全3回）
日

11/4・30 ガレリアかめおか（亀岡
市余部町）
亀岡市役所市長公室光秀大河推進課
11/9 大本本部みろく会館（亀岡市 （0771-25-5093）
荒塚町）

http://ｗｗ
ｗ.city.kameoka.kyoto.jp

33

日本の鬼の交流博物館 秋季特 10月16日～11月
9：00～17：00
別展（予定）
24日（予定）

日本の鬼の交流博物館（福知山
市大江町仏性寺909）

日本の鬼交流博物館（0773-56-1996）

https://www.city.fukuchiyam
a.lg.jp/onihaku/index.html

34

令和元年度 秋季特別展「森本晴 9月21日～11月24
9：00-17：00
雲-詩墨画の世界-」
日

南丹市日吉町郷土資料館
（京都府南丹市日吉町天若登地
谷７番地）

南丹市日吉郷土資料館（0771-680069）

http://www.be.city.nantan.ky
oto.jp/hiyoshi-shiryokan/

35

令和元年度 秋季特別展「園部藩 10月19日～12月8
9：00-17：00
の歴史と文化」
日

南丹市立文化博物館（京都府南
丹市園部町小桜町63番地）

南丹市立文化博物館（0771-68-0081）

http://www.be.city.nantan.ky
oto.jp/hakubutukan/

36

重要文化財舞鶴旧鎮守府水道施
設「旧北吸浄水場配水池」一般公 11月2日、3日
開

10:00～16：00

北吸多目的施設（舞鶴市字北吸
509）

舞鶴市文化振興課（0773-66-1019）

無料

37

第46回宮津市民文化祭美術展

11月2～4日

10:00～17:00

宮津市民体育館（京都府宮津市
字浜町3000）

宮津市民実践活動センター(0772－20－
3391）

11／4は16:00まで

38

第46回宮津市民文化祭音楽祭

11月3日

13:00～16:00

宮津会館（京都府宮津市字鶴賀
2164）

宮津市民実践活動センター(0772－20－
3391）

39

第46回宮津市民文化祭芸能祭

11月4日

10:00～15:00

宮津会館（京都府宮津市字鶴賀
2164）

宮津市民実践活動センター(0772－20－
3391）

13：30～16：30

井手町教育委員会（0774-82-5700）

http://www.town.ide.kyoto.jp 町文化祭に伴い展示

参加には入場整理券が必要です。
（10月10日応募〆切）

市制15周年記念企画展示・丹後
10月5日～12月15
古代の里資料館企画展示3「細川
9：30-16：00
日
ガラシャ隠棲地」

みやづ歴史の館４Ｆ 宮津市歴史
宮津市教育委員会(0772－45‐1642）
資料館（京都府宮津市字鶴賀
2164）
丹後古代の里資料館企画展示室
丹後古代の里資料館
（京都府京丹後市丹後町宮108番
（0772-75-2431）
地）

http://www.city.kyotang 入館料／大人300円、小中学生150
円、火曜休館
o.lg.jp/kodainosato/

42

秋季企画展示「むかしの装い～装 10月5日～12月7
9：30-16：00
飾の道具～」
日

京丹後市立郷土資料館（京都府
京丹後市網野町郷55番地）

http://www.city.kyotang 入館料／大人200円、小中学生100
o.lg.jp/kyodoshiryokan/ 円、火・木・土曜開館

43

重要文化財「大風呂南1号墓出土 10月22日～11月
9:30～17:00
品」特別公開循環展示
24日

与謝野町立古墳公園はにわ資料
与謝野町役場社会教育課（0772-43館（京都府与謝郡与謝野町字明
9026）
石2341）

44

辰野金吾没後100年文博界隈の
近代建築と地域事業

8月31日～10月27
10:00～19:30
日

京都文化博物館本館総合展示室
（京都府京都市中京区東片町
京都文化博物館（075-222-0888)
623-1）

45

道具と材料の職人譜

11月2日～12月22
10:00～19:30
日

46

近衞家 王朝のみやび 陽明文
庫の名宝9

11月2日～１日5
日

40

宮津市歴史資料館特別開館（無
料公開）

41

11月2～4日

10:00～17:00

10:00～19:30

京丹後市立郷土資料館
（0772-72-4600）

京都文化博物館本館総合展示室
（京都府京都市中京区東片町
京都文化博物館（075-222-0888)
623-1）
京都文化博物館本館総合展示室
（京都府京都市中京区東片町
京都文化博物館（075-222-0888)
623-1）

47

奉祝 天法陛下御即位 第55回京
11月1日～10日
都非公開文化財特別公開

9:00～16:00

上賀茂神社、梅辻家住宅、金臺
寺、大覚寺 秩父宮御殿・庭湖館、
北野天満宮、光照院、三時知恩
寺、冷泉家、清浄華院、廬山寺、
下鴨神社、法然院、知恩院 三門、
京都古文化保存協会（075-754-0120）
霊源院、妙法院、東福寺 三門、霊
源院、妙法院、東福寺 三門、正覚
庵、大雲寺、東寺 講堂・五重塔、
石清水八幡宮、松花堂庭園・美術
館 計21か所

48

第142回埋蔵文化財セミナー

13:30～16:30

長岡京市産業文化会館（京都府
長岡京市開田3丁目10-16）

11月9日

京都府埋蔵文化財調査研究センター企
画調整係（075-933-3877）

11／4は16:00まで
＊休館中の資料館の公開

http://www.bunpaku.or.jp

入場料 一般500円 大学生400円高
校性生以下無料

〃

〃

〃

〃

http://www.kobunka.co 拝観料：1か所一人おとな800円、中高
生400円
公開期間は場
m/
所により異なる

http://www.kyotofumaibun.or.jp

