
 第１号議案

          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

 平成30年度事業報告書

（平成30年4月1日～ 平成31年3月31日）

 

【受託事業：案内業務】 

施設内案内業務として、京都府庁旧本館旧知事室旧議場等、井筒八ッ橋京都まちなか案内所、

岡崎・市電コンシェルジュなどがあり、それぞれ活発な活動が実施された。一方ツアーガイド業

務は、通常のＪＴＢに加え、大覚寺戊戌開封法会を 1ヶ月以上に及ぶ長期間受託し、都草の高い

対応力が発揮された。御所・御苑案内も増加、京都高齢者大学校のまち歩きは大好評を博し、先

方からは非常に高い評価を得た。 

 

【受託事業：講座業務】 

京都検定対策委員会の活動で、平成 30年度に 12回目を迎えた都草京都通模擬試験（京都検定

1級受験者対象）受験者は 175名、当委員会が講師を務める京都新聞文化センター主催の京都検

定 1級講習会の受講者は約 350 名にのぼった。それぞれの受験者受講者からは、その資料につい

て非常に高い評価を得た。 

また、ヤサカ自動車の社員研修のための講習会（京都検定 2 級及び 3級受験者対象）を 11 回

実施し、京都 大学コンソーシアム講座「京都検定への誘い」の 6講座も、講師として担当した。 

また、京都の歴史や伝統文化・行事祭事等について話をする「おでかけ講座」では、井筒八ッ

橋京都まちなか案内所の四方山ばなしをはじめ、京都伝統工芸大学校や橘大学での講義、京都高

齢者大学校、阪急交通社「たびコト塾」での講座を行った。 

京のこと語り隊は、「京都三大祭」と「京都の世界遺産」をテーマに、会員から希望者を募り

勉強会を行った。資料収集から説明原稿やパワーポイントの作成までの知識・技能を修得すべく、

毎月 1回の勉強会で発表し、検討・修正を行うとともにプレゼンテーションスキルのレベルアッ

プを図った。 

また、「講座タイトル」の追加募集を行い、講師は 27 名と増えなかったもののタイトルは 20

増加して 109タイトルとなった。新「講座タイトル一覧」は内容がより一層充実して、受託講座

の計画立案に活用されている。 

  

    以上、すべての活動を通して「会員が活動する場の拡充」、NPO法人としての「社会的貢献」

を推し進めることができた。 

平成 30 年度の会員数は約 400名となった。特定非営利活動法人 京都観光文化を考える会・都

草(以下都草)は、発足以来、事業を拡大し成長を続け、対外的にも信用を培ってきた。 

平成 28 年度の創立 10 周年という節目の年に理事長交代や組織の改編を行い新体制となった。

会員により提案された活動である新事業「都草 わくわく倶楽部」や「京のこと語り隊」も加え、

さらに全体的な事業の充実化を推し進めてきた。 

 平成 29 年の 11月から京都新聞に掲載が始まった「京都御苑さんぽ」欄は、都草会員 19名が

約１年半に亘り原稿を執筆し好評裏に終わった。 

 

【社会連携事業】 

 毎週日曜日開催の京都御苑歴史散策ツアーは 6年目となった。上述の「京都御苑さんぽ」や京

都検定 1 級の公開のテーマになったことで、年間 993 名の参加者があり充実した活動ができた。

また「明治維新 150年記念連続講座」を環境省自然環境局京都管理事務所と共催で実施し、会員

6名が講師を務め、7 名がツアーを担当した。講座は毎回約 80 名とほぼ満席となった。 

京都府庁旧本館で開催の観芸祭・観桜祭旧本館ツアー6 回のガイドは、延べ 168 名を案内し好

評だった。半年間、都草会員 6 名が講師を務めた旧議場土曜講座は、今年度も高い評価をいただ

いた。 

 昨夏 12 回目を迎えた大船鉾ボランティアは、災害とまでいわれた酷暑の中、会員やその家族

や友人知人、平安女学院・華頂大学女子学生等、延べ 210 名の多大な協力を得て、活動を無事に

終えることができた。四条町からも、感謝の言葉をいただいた。 

 美化活動は 17 回実施した。行事予定での参加募集の工夫やオリエンテーションの効果もあり

参加者の増員につながった。また、毎年実施している引接寺では、橘大学の授業の一環で学生 12

名を交えて実施した。 

  

【会員事業】 

 歴史探訪部会は、西部会・東部会・南部会・伏見深草部会の持ち回りで、7 回探訪会を実施し

た。（丹波支部は個別に 2 回実施）会員の、京都の歴史に関する知識習得や文化への理解に寄与

した。 

 研究発表会は 7回実施し、テーマを考えて都草講演会を 2回開催することができた。会員にと

っては自己研鑽の場でもあり貴重な機会となっている。 

 文化交流会は、伝統工芸や行事、和歌に関する催しを 4 回開催し、会員の文化に対する理解が

深まった。また、「第 8回古文書講座」は 6 回実施し、恒例の「バス研修旅行」も参加者に喜ん

でいただいた。 

 都草 わくわく倶楽部活動の一つであるフィールドワークは、室町通・椹木町通 7回の踏査と、

8 月・1 月にはそれぞれ発表会を実施した。ＨＰ掲載の活動記録が充実した。もう一つの祇園祭

研究会は、山鉾に関する動物の種類調査を実施し、元橋弁慶山保存会理事長（現在は相談役）那

須明夫様の講演会を開催した。質の高い活動を心掛け実施した結果、個人のスキルアップに寄与

した。『月刊京都』（発行：白川書院）7 月号「京都 ふしぎの玉手箱」に掲載される記事を執筆、

協力した。 
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　（１）特定非営利活動に係わる事業

事業名 スタッフ 対象者

 第151回 美化活動 ｢真如堂｣  真如堂 8名 会員34名

 第152回 美化活動 「縣神社」 縣神社 8名 会員 22名

日向大神宮 5名

 第154回 美化活動 ｢法然院｣  法然院 5名

勧修寺 8名 会員 38名

千本閻魔堂 8名 会員 24名

本願寺角坊 8名 会員 21名

日向大神宮 8名 会員 30名

平成30年4月25日

 第153回 美化活動 「日向大神宮」 雨天中止

事業内容 実施日 実施場所

平成30年4月11日

雨天中止

 第155回 美化活動 ｢勧修寺｣ 平成30年6月7日

 第156回　美化活動 「千本閻魔堂」 平成30年7月26日

 第157回　美化活動 「本願寺角坊」 平成30年9月5日

 第158回 美化活動 ｢日向大神宮｣ 平成30年9月26日

美化活動

 

【受託事業：案内業務】 

施設内案内業務として、京都府庁旧本館旧知事室旧議場等、井筒八ッ橋京都まちなか案内所、

岡崎・市電コンシェルジュなどがあり、それぞれ活発な活動が実施された。一方ツアーガイド業

務は、通常のＪＴＢに加え、大覚寺戊戌開封法会を 1ヶ月以上に及ぶ長期間受託し、都草の高い

対応力が発揮された。御所・御苑案内も増加、京都高齢者大学校のまち歩きは大好評を博し、先

方からは非常に高い評価を得た。 

 

【受託事業：講座業務】 

京都検定対策委員会の活動で、平成 30年度に 12回目を迎えた都草京都通模擬試験（京都検定

1級受験者対象）受験者は 175名、当委員会が講師を務める京都新聞文化センター主催の京都検

定 1級講習会の受講者は約 350 名にのぼった。それぞれの受験者受講者からは、その資料につい

て非常に高い評価を得た。 

また、ヤサカ自動車の社員研修のための講習会（京都検定 2 級及び 3級受験者対象）を 11 回

実施し、京都 大学コンソーシアム講座「京都検定への誘い」の 6講座も、講師として担当した。 

また、京都の歴史や伝統文化・行事祭事等について話をする「おでかけ講座」では、井筒八ッ

橋京都まちなか案内所の四方山ばなしをはじめ、京都伝統工芸大学校や橘大学での講義、京都高

齢者大学校、阪急交通社「たびコト塾」での講座を行った。 

京のこと語り隊は、「京都三大祭」と「京都の世界遺産」をテーマに、会員から希望者を募り

勉強会を行った。資料収集から説明原稿やパワーポイントの作成までの知識・技能を修得すべく、

毎月 1回の勉強会で発表し、検討・修正を行うとともにプレゼンテーションスキルのレベルアッ

プを図った。 

また、「講座タイトル」の追加募集を行い、講師は 27 名と増えなかったもののタイトルは 20

増加して 109タイトルとなった。新「講座タイトル一覧」は内容がより一層充実して、受託講座

の計画立案に活用されている。 

  

    以上、すべての活動を通して「会員が活動する場の拡充」、NPO法人としての「社会的貢献」

を推し進めることができた。 
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法然院 8名 会員 32名

武信稲荷神社 8名 会員 27名

宇治・興聖寺 8名 会員 25名

真如寺 8名 会員 30名

長岡天満宮 8名 会員 26名

若宮八幡宮 8名 会員 28名

鷹峰・常照寺 8名 会員 27名

平安神宮 8名 会員 45名

智積院 8名 会員 38名

興聖寺 8名 会員 30名

護王神社 8名 会員 39名

京都御苑 各4名 一般 16名

京都御苑 15名 一般 多数

 京都新聞連載「京都御苑さんぽ」 25名 一般 多数

伝統文化
支援

大船鉾 100名 一般 多数

旧知事室等 70名
一般

12,600名

旧議場 20名
一般

11,800名

京都府庁
旧本館

25名 一般 多数

京都府庁
旧本館

17名 一般 多数

京都府庁
旧本館

5名 一般 多数

京都府庁
旧議場

12名
一般

約100名/回

樫原周辺 6名
会員・一般

47名

伏見周辺 6名
会員・一般

21名

堀川五条周辺 6名
会員・一般

55名

 第161回 美化活動
　　　　　　　　　　　｢宇治・興聖寺｣

平成30年11月2日

 第162回　美化活動　「真如寺」

 第159回 美化活動 ｢法然院｣ 平成30年10月9日

 第160回 美化活動
 　　　　　　　　　　　｢武信稲荷神社｣

平成30年10月24日

平成30年11月12日

 第163回　美化活動 「長岡天満宮」 平成30年11月21日

 第164回　美化活動 「若宮八幡宮」 平成30年12月5日

 第165回　美化活動
　　　　　　　　　　　　「鷹峰・常照寺」

平成30年12月19日

 第166回　美化活動 「平安神宮」 平成31年1月17日

 第167回　美化活動 「智積院」 平成31年2月8日

 第168回　美化活動 「興聖寺」 平成31年3月8日

平成30年4月1日
～ 平成30年4月10日

 平成30年度
　　　　　秋の府庁一般公開 案内

 第169回　美化活動 「護王神社」 平成31年3月29日

京都御苑
歴史
研究会

 京都御苑歴史散策ツアー
平成30年4月1日
～平成31年3月31日
     （各 日曜）

 京都御苑案内（団体予約） 年30回程度

平成30年4月～
　　　　　平成31年3月
　　（約月2回、木曜日）

 第82回 歴史探訪会
     ｢伏見の明治維新150年｣

平成30年5月23日

大船鉾支援
平成30年7月20日
 ～ 平成30年7月24日

府庁連携

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

平成30年4月1日
 ～ 平成30年3月31日

 京都府庁旧本館に係る
    議場案内・監視業務

平成30年4月1日～
　　平成30年3月31日

 平成30年度
　　　　　春の府庁一般公開 案内

平成30年10月22日
～ 平成30年11月6日

 平成30年度
　　　　　春の府庁一般公開 案内

平成31年3月25日
                   ～ 31日

 旧議場土曜講座
平成30年10月～
　　　　　平成31年3月
　　（毎月第3土曜）

 第81回 歴史探訪会
     ｢樫原（山陰）街道を行く｣

平成30年4月20日

 第83回 歴史探訪会
     ｢本圀寺と西寺町に残る秘話｣

平成30年6月12日

美化活動

歴史
探訪会
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淀・納所 6名
主に会員

33名

堀川寺之内周
辺

6名
主に会員

64名

稲荷・東福寺周
辺

6名
主に会員

31名

一乗寺周辺 6名
主に会員

61 名

丹波篠山周辺 2名 会員 8名

福知山周辺 2名 会員 10名

3名
主に会員

30名

3名
主に会員

34名

3名
主に会員

26名

3名
主に会員

29名

3名
主に会員

33名

3名
主に会員

24名

3名
主に会員

49名

3名 会員 18名

3名 会員 26名

京都府庁
旧議場

12名 会員 80名

五条松原 3名 会員 16名

上賀茂神社周
辺

3名 会員 36名

京都御所周辺 3名 会員 19名

隨心院 3名 会員 27名

3名 会員 40名

3名 会員 30名

 第86回 歴史探訪会
   ｢明治150年　錦秋の
　　　　深草・稲荷社・東福寺を行く｣

平成30年11月22日

 第87回 歴史探訪会
   ｢陽春の一条寺山麓を行く｣

 第84回 歴史探訪会
   ｢鳥羽・伏見の戦い
　　　　　　　　　　　最後の激戦地｣

平成30年9月15日

 第85回 歴史探訪会
   ｢紫（ムラサキ）の地に
　　　　　歴史の栄枯の足跡を巡る｣

平成30年10月17日

平成31年3月21日

丹波支部
　　「丹波篠山城を訪ねて」

平成30年4月8日

丹波支部
　　「明智光秀と福知山城」

平成30年11月11日

研究発表
会・講演

 第94回 研究発表会
    「押小路通を歩く・すぐき漬｣

平成30年4月27日

 第97回 研究発表会
  「歴代外天皇･渋谷街道を考える｣

平成30年10月12日

ひと・まち交流館
京都

 第95回 研究発表会
  「寄町制度・Wカップを楽しく見る｣

平成30年6月25日
ひと・まち交流館
京都

 第96回 研究発表会
    「尾上松之助・疏水の利用｣

平成30年9月21日
ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

 第98回 研究発表会
    「神仏習合･城下町伏見を語る｣

平成30年12月7日
ひと・まち交流館
京都

 第99回 研究発表会
    「和菓子のルートを探る・
　　　　　　　　　古事記はおもしろい｣

平成31年2月22日
ひと・まち交流館
京都

 第100回 研究発表会
    「京の仏像50選・
　　平安貴族の位階と職制のしくみ｣

平成31年3月15日
ひと・まち交流館
京都

 第2回　都草講演会
　「霊明神社八世神主
　　　　　　　　　　　　　村上繁掛氏」

平成30年5月18日
ひと・まち交流館
京都

 第3回　都草講演会
　「城郭談話会　福島克彦氏」

平成30年11月5日
ひと・まち交流館
京都

 第12回 都草総会特別講演 平成30年5月28日

文化交流

 第24回 文化交流会
    ｢真田紐ストラップ作り体験｣

平成30年6月30日

 第25回 文化交流会
    ｢重陽の節句と烏相撲｣

平成30年9月7日

 第26 回 文化交流会
  ｢京都御苑で和歌と歴史を楽しむ｣

平成30年11月8日

 第27回 文化交流会
   ｢はねず踊り｣

平成31年3月31日

研修会

　ガイド研修会①
　　「声のおもてなし」　鈴木愛悠氏

平成30年9月1日
ひと・まち交流館
京都

　ガイド研修会②
　「思いを伝える言葉の力」
　　　　　　　　　　　　　　武部　宏氏

平成30年11月7日
ひと・まち交流館
京都

歴史
探訪会
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3名 会員 37名

犬山方面 2名 会員 31名

2名
主に

会員21名

京都市内 ４名
会員

約20名/回

府庁パートナー
シップ

４名
会員

約20名/回

平安神宮前
広場

25名 一般 多数

井筒八ッ橋 10名 一般　多数

京都市内 50名
ＪＴＢ顧客

多数

京都市内 9名 一般 多数

京都市内 15名 一般 多数

大覚寺 29名
一般

約4300名

東福寺 8名 一般多数

京都御所周辺 6名
一般

約120名

京都市内 数名 一般多数

平成30年10月6日 二条城 4名
学生約90名

/回

京都市内 数名 一般 多数

平成30年10月11日 京都市内 5名 一般 多数

平成30年11月23日 京都市内 5名 一般 多数

平成30年12月8日 京都市内 5名 一般 多数

平成30年11月17日 伏見周辺 4名 一般 多数

ヤサカ自動車 20名
ヤサカ社員･

会員
約250名

ヤサカ自動車 20名
ヤサカ社員･

会員
約200名

キャンパス
プラザ京都

6名
学生約100

名/回

研修会

　ガイド研修会③
　「ガイドの基本動作」
　　　　　　　　　　　　田村専務理事

平成31年2月5日
ひと・まち交流館
京都

 第8回　研修バス旅行
     　　　　｢犬山城、城下町、如庵｣

平成30年12月10日

 第8回　古文書講座
平成30年9月～平成31
年3月　全6回

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ
四条

都草
わくわく
倶楽部

 わくわくクラブ
平成30年４月～平成31
年3月　月1回

 わくわくクラブ　祇園祭研究会
平成30年４月～平成31
年3月　月1～2回

施設内
案内業務

 岡崎・市電コンシェルジュ
平成30年4月1日～
　　平成31年3月31日
（月曜日をのぞく毎日）

井筒八ッ橋案内所
平成30年4月1日
～ 平成31年3月31日

ガイド
ツアー

  ＪＴＢまちあるき
平成30年4月1日
～ 平成31年3月31日
          (各 日曜)

 京都東急ホテル 周辺ウォーク
平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日
          (各 日曜)

 祇園祭案内（JTB、月刊京都、
　　　　　三井ガーデンホテルなど）

平成30年7月10日
～ 24日（のうち数日）

 JTB大覚寺「戊戌法要」ガイド
平成30年10月1日～11
月30日

 JTB東福寺ガイド
平成30年11月22日～
30日（のうち7日間）

 JTBリテーリングガイド
平成3１年3月12日～20
日（のうち4日間）

 JTBその他単発ガイド 年数回

 立命館大学　漢字塾

 日経カルチャーガイドウォーク
　　　　　　　　　　　　　　または講演

年数回

 中京区区民ウォーク

 上京区区民ウォーク

 下京区区民ウォーク

  もちもちぃんウォーク　伏見深草

京都検定
対策

平成30年6月～11月
         （10回）

 ヤサカ自動車
　　　　　　京都検定対策講座（2級）

平成30年6月～11月
         （10回）

 大学コンソーシアム
平成30年8月9日、10日
　全6講座

 ヤサカ自動車
　　　　　　京都検定対策講座（1級）
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7名
一般

約150名

6名
一般

約110名

京都新聞
  文化ホール

7名
一般

約120名

17名
会員・一般

174名

府庁パートナー
シップ

3名 会員 17名

井筒八ッ橋 12名
会員・一般
約25名/回

京都伝統工芸
大学校

4名
学生

180名/回

京都市内 数名 学生多数

平成30年10月2日
伏見区役所
       1階ホール

1名
一般

約150名

閑院宮邸 10名 一般 多数

京都市内 1名 一般 多数

京都高齢者
大学校
河原町学舎

8名
約30名

/回

市内各所 50名
約30名

/回

京都橘大学 2名
学生

約10名/回

梅田阪急
グランドビル30F

12名 一般約20名

東進名駅ビル
5F

12名 一般約20名

東日本営業本
部ホール

1名
一般

約100名

京都検定
対策

 京都新聞文化センター主催
   京都会場 京都検定1級対策講座

平成30年9月24日

 第12回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

平成30年10月28日

平成30年10月9日

平成30年4月1日
～ 平成31年3月31日
        （第1土曜）

 京都伝統工芸大学校
　　　　　　　　　　　　　京都学講座

平成30年4月～
（全15回）

 小・中学校　　講演等依頼 年数回

京都商工会議所

 京都新聞文化センター主催
   東京会場 京都検定1級対策講座

平成30年10月2日
ＴＫＰ市ヶ谷
   カンファレンス
   センター

 京都新聞文化センター主催
   京都会場 京都検定1級対策講座

複合業務

 京都高齢者大学校講座 月1回

 京都高齢者大学校まち歩き
月2回、平成30年11月
以降は月3回

ひと・まち交流館
京都

おでかけ
講座

 京のこと語り隊
　　　　　講師育成のための勉強会

平成30年４月～平成31
年3月　月１回

 井筒八ッ橋 ｢四方山ばなし｣

　阪急交通社　たびコト塾　名古屋 月1回

 伏見連携講座

 環境省共催
            明治維新150年連続講座

平成30年4月25日～
12月26日　　 全8回

 その他単発講座 年10数回

　阪急交通社　たびコト塾　東京 年6回

 京都橘大学　京都観光学
年3回（内１回は美化活
動体験）

　阪急交通社　たびコト塾　大阪 月2回
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