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市営地下鉄
東西線

市バス地下鉄
三条京阪から10系統、
京阪神宮丸太町から93系統、
202 系統、204系統、「府庁前」
下車 徒歩5分

市営地下鉄
京阪電鉄
JR線

阪急電鉄
近鉄京都線
京福電鉄嵐電

＊御来庁には公共交通機関を御利用ください。

京都駅から市営地下鉄烏丸線
「丸太町」下車、または二条駅から
市営地下鉄東西線乗車、「烏丸
御池」で烏丸線に乗換え、「丸太町」
下車、徒歩10分

〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府庁旧本館
問い合わせ : 京都府府有資産活用課　TEL.075-414-5435 FAX.075-414-5450

京都府庁 旧本館の有料開放について
旧本館が府民の皆様に愛される施設となることを目指し、正庁・旧議場を催し物や
結婚式の会場として有料で開放しています。
ご利用については府有資産活用課までお問い合わせください。

NPO法人京都観光文化を考える会・都草が旧本館
及び新たに建設された建物周辺も含めて歴史と
見どころをご説明いたします。

４月１日(土)、２日(日)、８日(土)、９日(日)
13：00～ （所要時間約1時間）  
集合場所：旧本館正面玄関前

重要文化財 京都府庁 旧本館

旧本館ガイドツアー

旧本館は、明治 37年（1904年）12
月 20 日竣工のレンガ造の建物です。
昭和 46 年まで京都府庁の本館とし
て、また、現在も執務室や会議室とし
て使用されています。創建時の姿をと
どめる現役の官公庁建物としては日
本最古のもので、平成16年（2004年）
に重要文化財に指定されました。

Access

【主催】  京都府・府庁旧本館利活用応援ネット　
問い合わせ：京都府府有資産活用課　TEL.075-414-5435
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会場：京都府庁旧本館

月

日

10 :00~17 :00

3.27
~4.16

2023旧議場をメイン会場に
多彩なイベントを開催！

Opening!Opening!

京都府庁こだわりマルシェ
 ̶100年先を考える！ 
京都府内からの出店者が集合！
   NPO法人オペラプラザ京都さんの
　パフォーマンス！で

食べるを
考える1日

府庁旧本館 春の夕べ
旧本館の夜桜と日本舞踊や
ライブ演奏

★
★

※写真はイメージです

スペシャル
イベント

日4.2
10:00～15:00

4.5 18:00～19:30
水・夜

日4.2
おなじみ京都府のゆるキャラが
旧本館に登場！｢まゆまろ｣と一緒に
記念撮影や握手などふれあうことができます。

「まゆまろ」とふれ合おう！

①１１：００～ 
②１２：００～ 
③１３：００～

お寛ぎの
　　ひとときに

虎屋菓寮 京都一条店

京都市上京区一条通烏丸西入広橋殿町 400
電話：075- 441- 3113　営業時間 10時～ 18時

広告広告
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❾ 平安宮跡と源氏物語
4月15日（土） 11：00～12：00
源氏物語に登場する平安宮遺跡を写真と
ちゅう源氏のイラストで解説、「ちゅう源氏
の源氏物語54帖巻名覚えうた」も上映いた
します。

議

4月9日（日） １1：００～１4：００
オペラアリア・歌曲・シャンソン等 及び、
2023．10．22（日）オペラプラザ京都第12回
公演「カルメン」より ハイライト演奏

❼ オペラプラザ京都 議

議

議❸ 京都府庁あじさいコーラス
4月1日（土） １６：００～１７：００
1981年創立の女性職員サークルで
す。女声コーラスアンサンブルで京都
の四季を彩るハーモニーをお楽しみ
ください。（ゲスト：ウクレレグループ
パイナップルプリンセス）

議

4月1日（土） 11:30～15:00
アメリカの古くから伝わるカント
リーミュージックや、世界の懐かし
い名曲を、アコースティックなサウ
ンドで、お楽しみください。 

❶ フォーク＆カントリー
　 ミュージックコンサート

議

4月8日（土） １3：００～１5：００
国際語エスペラントについて、解説・展示・
クイズ・器楽演奏・朗読・エスペラント文学
の講義などをお楽しみください。シンガーソン
グライター野田淳子のコンサートもあります。

❻ エスペラントって何？

議　旧議場 玄　正面玄関前　前庭 中　中庭 N　2- N 会　第一会議室

4月5日（水） １８：００～１９：３０
普段はなかなか見ることのできない、旧本館の夜
桜。日本舞踊やライブ演奏を聴きながら
ゆっくりとお過ごしください。

17 鴨沂高校 茶道部 茶席 鴨の沂  
4月1日（土） 10：00～13：00頃 
鴨沂高校茶道部の生徒が、春らしいお菓子とともに、お待ちしてお
ります。お気軽にお立ち寄りくださいませ。
※先着150名様 無料。お菓子がなくなり次第、終了させていただきます。

会

会

議❹ 大正琴ファンタジー・
　  琴音人ライブコンサート
4月2日（日） １３：００～１４：００
大正琴でオーケストラの如く！
文部科学大臣賞の子ども達と
大人7名の演奏をお楽しみください。
Jupiter 栄光の架け橋　他

4月1日（土） 　
①１３：００～ ②１５：００～ 
２回公演
心待ちにしていた春、春乃流門下
が桜の世界を和のこころとともに
踊りつなぐひとときをお楽しみくだ
さい。

❷ 春乃流による日本舞踊 　
　  ～桜舞う時の中で～　

中

議❽ 文化庁を祝う市民の会
4月9日（日） １5：００～１7：００
文化庁が3月に京都で業務を開始。市民レベルで佐々木雅幸先生・文化庁・
池上惇先生にお話を伺う。

議❺ コンボジャズを体験しよう
4月2日（日） １5：3０～１7：００
CKミュージックポピュラージャズ研
究会は常にポピュラー音楽の地位向
上を目指して活動しており、本日は
ジャズ音楽の魅力を存分にお楽しみ
いただければうれしいです。

ほとり

紅八重しだれ桜
花が濃い紅色をしており、旧本館
中庭の中で一番最後まで咲いています。

紅一重しだれ桜
花は一重で小輪、
淡紅色をしています。

　　復興応援のシンボル

　八重桜 はるか
NHK大河ドラマに因み、綾瀬はるかさんが
命名された新種の桜。福島県から復興を
応援するシンボルとして寄贈されました。

桜守 佐野藤右衛門氏 命名

容保桜
山桜と大島桜の特徴を併せ持つ
珍しい桜。幕末の京都守護職・
松平容保の名前にちなんで命名されました。

大島桜
花は白色または微紅色で花びらが
５つにわかれています。

4月1日（土）、2日（日）
10:00～17：00
かわいいねずみの光源氏「ちゅう源氏」がイラ
ストで源氏物語を楽しくご紹介いたします。

11 ながたみどりイラスト展

・野外彫刻展 3月27日（月）～4月16日（日）
・2F小品展   3月27日（月）～4月7日（金）
京都彫刻家協会は年間を通してたくさんの展覧会を京都府と共に開
催しております。旧本館での野外展は2010年～ '19年までの10回、
秋は '09 年～ '19 年の 11 回、室内小品展は '06 年 ~'16 年の 11 回
開催されて来ました。今回は 4年振りの野外展の開催となり春の室内
小品展は初めてとなりますが、府民の方々に彫刻と親しんで頂ければ
と考えております。桜の時期にアートを感じて頂けるともっと豊かな
気持ちになって頂けるのではないのでしょうか。

14 府庁旧本館野外彫刻展、旧本館内 2F小品展

3月27日（月）～4月16日（日）  10：00～17：00
「どうすればいい？」「何をするの？」展示と資料・グッズを配布。
週末はスタッフがご相談に応じ献眼登録申し込みもできます。

13 もしもの時の献眼と臓器提供のこと、
　  考えてみませんか

4月8日（土）、9日（日）
10：00～17：00
京都の切手等

12 京都と世界の切手展

玄

N

N

中

中

前中

前

4月2日(日) 10:00～15:00
京都府庁こだわりマルシェは、2010 年にはじまった " 食
べるを考える1日 "です。
つくる、たべる、知る、考える、持続する。その人らしい、多種
多様を尊重したユニバーサルデザインを目指します。
京都府内からの出店者が集まります！
有機農家、エコファーマーたちの農産物、手作りのこだわ
り食品が登場します。かわいい手作りのグッズや楽しい
ワークショップも。
オープニングは NPO 法人オペラプラザ京都さんのパ
フォーマンス。
子どもさんのご来場をお待ちしています！
主催：府庁旧本館マルシェ実行委員会

15 京都府庁こだわりマルシェ 
　　̶100年先を考える！

4月１日(土)、２日(日)、８日(土)、９日(日)、
4月15日（土） 10:00～17:00
京都府内の障害福祉サービス事業所が地域の特色を活かして
製作したハンドメイド商品の販売会

16 ほっとはあと

Café &
 Marché

Exhibition

27      28      29      30      31 1       2      3      4      5      6      7       8         9      10    11    12    13    14     15       16
月　　　火　　　水　　　木　　　金 土　　　　　日　　　　　月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　　土　　　　　日　　　　　月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　　土　　　　　日 
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お茶席展示・体験

カフェ&マルシェ

Maccha

18 京都光華中学校・高等学校茶道部 お花見茶会
4月2日（日） ①10：30～  ②11：00～  ③11：30～  
④13：00～  ⑤13：30～  ⑥14：00～  ⑦14：30～
季節にちなんだお菓子とお抹茶で、ご来席の皆様を精一杯おもてな
しさせていただきます。立礼席ですので，お気軽にお越しください。
 定員   各12名 ●一席：5００円 ※お茶席券の販売は10時～

19 茶席&珈琲 
　 「春宵千夜」
3月31日（金）、4月7日（金） 
17:30～20:30
枝垂れ桜のある中庭空間をおりんと
ウッドベース、サウンドスケープで満た
す少し不思議な夜のお茶席。
（呈茶・珈琲：有料）

4月16日（日） 
開場 12時半～
開演 13時～14時半（予定）
和歌弾き語り活動33周年を記念し、
「万葉集」「古今和歌集」～大正ロマンまで…
ゲスト：EMI（ウード）. 山口レイヤ（VO）

10 阿武野逢世『さくらLIVE』 議
あ ぶ の お う せ

13
14

19 19

帰ってきた！
府庁のさくら絵巻
ここでしか見られない希少種をぜひ
ごらんください！

❷

13

14

14

府庁旧本館
春の夕べ

旧本館内2F小品展は 4／7まで

4月2日（日） 
①１１：００～  ②１２：００～  ③１３：００～
おなじみ京都府のゆるキャラが
旧本館に登場！｢まゆまろ｣と一緒に
記念撮影や握手などふれあうことができます。

20「まゆまろ」とふれ合おう！

円山公園しだれ桜の孫！

祇園しだれ桜
旧本館内の様々な角度から
お楽しみいただけます。

円山公園しだれ桜の孫！

祇園しだれ桜
旧本館内の様々な角度から
お楽しみいただけます。

21 府庁旧本館 春の夕べ1F1F2F

中

18
15

17
16 16 1621★

20

※写真は過去開催のものです。

※観桜祭期間中の旧知事室、旧議場の公開日は月曜日を除く平日及び休日です。

　　いずれも
10：00～17：00

15

❶❷❸ ❹❺ ❻ ❼❽ ❾ 10

まろまゆまろ
登場

3
March

食べるを
考える1日

18：00～ 山口レイヤ LIVE／旧本館
　　　　 出演：山口レイヤ(vo)  
　　　　 サポート  Dr.foo(perc) &
　　　　 ULTRA DANCE MARKET
18:45～ 日本舞踊（春乃流）

※写真はイメージです
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Stage


