
平成21年度事業報告書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

特定非営利活動法人
京都観光文化を考える会･都草

1事業の成果

今期の都草は､会員数の増加とともに事業は全体的に拡大したといえる｡
都草の基本的活動である美化活動･歴史探訪会･研究発表会･京都通実力テスト(京都検定模擬テスト)は､

順調に行われ､京都府庁旧知事室等案内監視業務･JR京都駅臨時観光案内ボランティアガイド･京都伝統産
業ふれあい館解説ボランティアなどの事業も前期から引き続き実施した｡
今期は､約8ケ月にわたる龍安寺山門での案内､読売ファミリーウオークツアー､古典の目ウオークなど､多く

のボランティアガイドを受託したが､ ｢ガイド研修会｣を連続して行うことで､それらの質的向上も図った｡

10月から京都新聞日曜版に掲載が始まった｢文学ウオーク｣欄は､都草会員が25回にわたり原稿を執筆した

もので内外に好評を博した｡
文化的行事としては､嶋原司太夫さんの講演と壬生界隈散策､およびカメラ教室を開催した｡

･組織の拡大に伴う運営体制の見直しを計り､特に事務局機能を充実させた｡
･支部を作る構想は具体的な進展には到らなかったものの､理事会で継続的に審議をしている｡
･広報活動は､ HPをリニューアルしてその運営も軌道にのったが､都草だよりは部員の減少などにより休刊せ

ざるを得なかった｡
･今期は不思議研究会の｢京のお地蔵さんめぐり｣の調査のように､都草独自の活動が出てきた｡

2　事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係わる事業
(千円)

事業名 倬hｼi>�vR�実施日時 們�邵�ｨ��従事者の 人数 假8擁���ｸ�"�,ﾉLﾘ鈷ｷ�-���ﾉ�B�支出 

観光地等 美化活動 ��cx��Oﾈ嶌ｨ�:�)�ｨﾙ�鮗2�平成21年5月18日 ��ｨﾙ�魎�5名 壷L｢�W9<�.��ﾙ�B�0 第8回美化活動｢亀岡.法華寺｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ�#Y?｢�法華寺 添kﾂ�

第9回美化活動｢若宮八幡宮｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D��(ﾈ�#�?｢�若宮八幡宮 添kﾂ�

第10回美化活動｢安楽寺｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D��(ﾈ�#9?｢�安楽寺 添kﾂ�

歴史探訪 ウオーク ��c����79����讖%Idｸ檄(����,b�{IF�,ﾉ*ﾂ餾ｨﾊ�/�^�*ﾚ2�平成21年4月18日 �+xﾉｨ鮖�ﾂ�6名 ��R闔ｩL｢�3CYkﾂ�288 

第12回都草.歴史探訪会｢知られ ざる東山を巡る｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D綛ﾈ��)?｢�大雲院他 妬kﾂ�

第13回都草.歴史探訪会｢青葉 の下嵯峨を歩く｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#�?｢�曇華院他 妬kﾂ�

第14回歴史探訪会｢鳥羽離宮跡 を巡る｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ�#i?｢�安楽寿院他 妬kﾂ�

第15回歴史探訪会｢知恩院.そ の美と謎を訪ねて｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#Y?｢�知恩院 妬kﾂ�

第16回歴史探訪会｢秋景色の北 嵯峨を歩く｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ���?｢�大覚寺他 妬kﾂ�

第17回歴史探訪会｢ゆっくり歩こ う早春の日野路｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ�#�?｢�法界寺他 妬kﾂ�

第18回歴史探訪会｢藤原氏のゆ かりを洛東に訪ねて｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ��Y?｢�東福寺他 妬kﾂ�

第11回研究発表会｢都移り｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D紿ﾈ�#9?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ� ��

第8回ガイド研修会｢観光ガイドの 現場最前線より｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ��)?｢�ひとまち交流 館京都 店ｿ6ﾂ�



京都観光 文化に関 する調査. ��c���W8輊ｶ8ﾊHｸh檄)�I�X鮑,ﾂ�W8輊ｶ:9�ﾂ�平成21年6月14日 �-�,h-ﾈ+��zﾂ�ｭ仍�72�5名 ��R闔ｩL｢�s�)kﾂ�168 

第9回ガイド研修会｢古建築の基 礎パート2｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D繆ﾈ繪?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第2回不思議研究会｢吉祥院の 不思議｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D繆ﾈ�#�?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第3回不思議研究会｢菅公の不 思議｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D繹ﾈ�#9?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第12回都草研究発表会｢幕末京 都の歴史｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ�#�?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第4回不思議研究会｢寂光院炎 上の謎に迫る｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ�#y?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第13回研究発表会｢龍安寺につ いてQ&A｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#9?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第14回研究発表会｢茶の湯と寛 永文化｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ��)?｢�ひとまち交流 館京都 店ﾔb��

第5回不思議研究会｢私の京のこ 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#�?｢�ひとまち交流 添kﾂ�

研究 �+�.ﾘ.�9�ﾂ�亊仍�72�

第10回ガイド研修会｢都草ガイド の心得｣他 兌ﾙ�ﾃ#)D��ﾈ繪?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第6回不思議研究会｢京の不思 議の不思議｣他 兌ﾙ�ﾃ#)D��ﾈ��i?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第1回ガイド実地講習会｢清水 寺｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D��ﾈ�#9?｢�清水寺 添kﾂ�

第15回研究発表会｢京都の野鳥 について｣他- 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ纖?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第2回ガイド実地講習会｢二条 城｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ��9?｢�二条城 添kﾂ�

第3回ガイド実地講習会｢下鴨神 社｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ�#y?｢�下鴨神社 添kﾂ�

第16回研究発表会｢天皇と日本 の歴史｣他 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ���?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第4回ガイド実地講習会｢仁和 寺｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ��9?｢�仁和寺 添kﾂ�

第7回不思議研究会｢京都の名 称地蔵｣他 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ��I?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�

第5回ガイド実地講習会｢上賀茂 神社｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ�#y?｢�上賀茂神社 添kﾂ�

歴史.文化 交流会 �79��[h嶌5H8ﾘ9:(譎�餮h,i^�*ﾘ截�･引H.�2�平成21年8月30日 凩h��夐�ﾂ�5名 ��S3Ikﾂ�162 

第1回カメラ教室 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#)?｢�ひとまち交流 館京都 添kﾂ�会員20名- 

京都府庁旧本館に係る旧知事室 兌ﾙ�ﾃ#�D紲霾��?ｨ��[ﾙ�ﾂ�府庁事務所 ���ﾂ�?｢�一般 ��

等案内.監視業務開始 �#�D�8ﾈ�3�?｢��18,024名 

Z



京都案内 受託事業 �(ｹ�796�9ﾘ蝌ｼh-8.ｨ*�*(ｭ�87ｸ8�92�平成21年4月1日～平成 �788�6(5｢�1人/目 �ｩL｢�5,679 

ティア解説(京都市) �#)D�8ﾈ�3�?ｩ7�?｢�剳s特定多数 

京都駅改札口内観光案内所委託 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ�#y?ｨ��[ﾙ�ﾂ�JR京都駅 鼎Ikﾂ�一般 

業務(京都市観光協会) �#�D紿ﾈ綺?｢�剳s特定多数 

京都検定試験受験対策講習会 兌ﾙ�ﾃ#�D綛ﾈ��)?ｨ��[ﾙ�ﾂ�#�D繆ﾈ�#�?｢�同志社大学 でまち屋 ���kﾂ�二般市民 

京都検定試験受験対策講習会 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ緤?ｨ��[ﾙ�ﾂ�#�D��(ﾈ繪?｢�同志社大学 でまち屋 等kﾂ�一般市民 

読売ファミリー｢龍馬幕末ウオー 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ��i?｢�霊山護国神 �#ikﾂ�一般 

ク｣ 剋ﾐ他 剳s特定多数 

古典の日ウオーク｢嵯峨野｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#��#�?｢�嵯峨野他 悼kﾂ�一般市民 

樟葉｢京都をもつと楽しむ講座｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D����ﾈ�3�?｢�京阪くずは 体育文化セ ンター 添kﾂ�一般市民 

古典の目ウオーク｢東山｣他 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ������?｢�東山他 悼kﾂ�一般市民 

JTB｢京都きもの紀行2009｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ���?｢�青蓮院他 �#)kﾂ�JTB顧客 

京都駅改札口内観光案内所委託 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#�?ｨ��[ﾒ�JR京都駅 田ikﾂ�一般 

業務(京都市観光協会) ��ﾃ#�D���ﾈ�#�?｢�剳s特定多数 

読売ファミリー｢秋の京都非公開 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#Y?｢�京都府庁旧 �)kﾂ�読売フアミ 

日帰りバスツアー｣ 剿{館他 刄梶[顧客 

安楽寺案内 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ�#�?ｨ���"�ﾈ緤?｢�安楽寺 �#Ykﾂ�一般 不特定多数 

龍安寺案内(改修工事案内) 兌ﾙ�ﾃ#�D綛ﾈ紵?ｨ��[ﾙ�ﾂ�#)D��ﾈ紵?｢�龍安寺 鼎Sykﾂ�一般 不特定多数 

京都駅春季臨時観光案内所業務 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ�#y?ｨ��[ﾙ�ﾂ�#�D�8ﾈ�3�?｢�JR京都駅 �#)kﾂ�一般 不特定多数 

着物文化検定バスツアー 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ�#i?｢�安楽寺他 添kﾂ�着物文化検 定合格者 

近畿日本ツーリスト京都冬の旅 ｢龍馬ゆかりの地｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ��I?｢�寺田屋他 �)kﾂ�近畿日本 ツーリスト顧 客 

読売ファミリー｢龍馬幕末ウオーク 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ�#i?｢�霊山護国神 �#ykﾂ�一般 

第2弾｣ 剋ﾐ他 剳s特定多数 

読売ファミリー｢非公開文化財と 歴代美女ゆかりの地巡りツアー｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ�#�?｢�泉涌寺他 �)kﾂ�読売ファミ リー顧客 

京都新聞｢文学ウオーク｣連載 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ���[ﾙ�ﾃ#"�D�8ﾈ�� �#Ykﾂ�一般市民 

京都歴史. 儻ｹ*��]87ﾘ6(7h,ﾈﾞﾉ�ﾂ�平成21年3月1日～6月 中頃 ��8名 �ｩL｢�W9<�.��ﾙ�B� 

歴史街道桃山ウオーク 兌ﾙ�ﾃ#�D綛ﾈ���?｢�伏見界隈 土kﾂ�一般市民 

伏見区民史跡巡り｢深草.稲荷丘 陵に近代文化を訪ねて｣ 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ��9?｢�深草周辺 妬kﾂ�伏見区民 



文化の紹 介 ��ｹ��鞆ｹ�ﾈｧxｾh4X4��ｸ4��平成21年9月5日 ��ｹ���]2�3名 �ｩLｨ�9j��0 

府庁周辺ウオーク 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ紵?｢�府庁周辺 �6冖ﾂ�一般市民 

歴史街道スタディーツアー｢京都 東山の社寺巡り｣ 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ��9?｢�東山周辺 �)kﾂ�-般市民 

講座の開 �(ｹ�79,ｨ��|ﾒ(6X5�6x,iwｹ�ﾈﾗXﾜ��平成21年10月10日.11月 �-�,h-ﾈ+��zﾂ�16名 ��R闔ｩL｢�52 

催 �8日 亊仍�72�鉄�kﾂ�

(2)その他の事業

無し

斗


