
 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

 令和元年度事業報告書

（平成31年4月1日～ 令和2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（以下都草）は、発足以来の事業拡大に

伴って、対外的な信用も着実に培いながら発展してきた。令和元年度には、会員数が約 400 名

となった。 

 平成 26 年に作成したパンフレットに替わり、理事長交代や会員活動の大きな変化に基づいて

内容を一新し、新パンフレットを作成した。 

 また、都草の活動に伴う資料作成等における、著作権対応ガイドラインを作成した。 

 都草の独自性のあるものとして平成 28 年 11 月より都草講演会を開催しているが、昨年度か

らは開催場所を京都府立京都学・歴彩館に移し、京都府立京都学・歴彩館府民協働連続講座を 2

回開催した。時流に沿った講演内容であったこともあり、多数の会員や一般受講者の参加を得、

さらに充実したものとなった。 

 京都の魅力発信を目的とする活動の一つ執筆事業では、令和元年 7月より、白川書院発行『月

刊京都』―京都ふしぎの玉手箱―に連載記事を寄稿している。 

 他の団体との連携強化として、昨年秋、都草代表 5名と特定非営利活動法人 奈良まほろばソ

ムリエの会の代表者 5 名とが情報交換会を開催、良い刺激を得ると同時に将来につながる有意

義な会合となった。 

 さらに上京区 140周年記念事業（上京大茶会・上京 de婚活）に協力、高評価を得た。 

 しかし、年度末にあたる 3 月の活動は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり延期・中

止とした。 

 

【社会連携事業】 

7年目となる毎週日曜日開催の京都御苑歴史散策ツアーは、年間 376名の参加者があった。平

成 30 年 4 月から 12 月まで閑院宮邸跡で開かれた明治維新 150 年記念連続講座（環境省と都草

が共催）の記念誌が環境省京都御苑管理事務所より発行され、京都府立京都学・歴彩館に献本

した。 

4年目を迎えた京都府庁旧本館で開催の旧議場土曜講座は、都草会員 5名が講師を務め、いず

れも好評裏に終わった。観芸祭のボランティア参加者は 18名、旧本館ツアー5回のガイドは 50

名を案内し好評だった。 

昨夏 13 回目を迎えた大船鉾ボランティアは、本年も四条町から労いの言葉をいただいた。 

猛暑の中、会員やその家族・友人、平安女学院等女子学生、延べ 210 名の協力のもと無事に活

動を終えた。 

 美化活動は、13 回実施した。行事予定表の工夫やオリエンテーションの効果により、新しい

会員の参加が増加し、参加者 30 名以上が 10回あった。 

【会員事業】 

 歴史探訪会は、6回実施した。京都の歴史に関する理解や知識習得を求める会員にとっては満

足度が高く、平均 53名の参加があった。 

 自己研鑽の場として貴重な機会である研究発表会は、7回実施した。発表者はリピーターの会

員の他、初めての発表者が 6 名あった。 

 文化交流会は、4回実施した。うち、5回目になる―子どもお茶会 百人一首であそぼ―（共

催：明日の京都文化遺産プラットフォーム）は、ボランティア参加者が 8 名で、小学生に文化

を伝えるやり甲斐のある活動となっている。また、蹴鞠体験は、参加した会員にとっても稀有

な体験となり有意義であった。 

 「第 9回古文書講座」は、難解な史料ではあったが全 6回をやり遂げた。 

都草 わくわく倶楽部の活動の一つであるフィールドワークは、姉小路通・千本通など 5回の

踏査と、8月・2月に実施した発表会。発表会から探訪が決定した大岩神社や鉄道博物館などの

見学も実施し、先に述べた『月刊京都』―京都ふしぎの玉手箱―の題材の一助になっている。も

う一つの祇園祭研究会では、山鉾の動物種類調査や祇園祭検定問題の整理をし、祇園祭連合会

副理事長 木村幾次郎様、前菊水鉾囃子方相談役 大森重徳様、宮本組組頭 原 悟様の講演会

を開催した。このような質の高い活動の結果、会員の知見を広めることに大いに助力した。 

 ガイド研修は、平成 30 年より座学でガイド理論を学んできたが、令和元年 12 月に現場での

実践研修を実施した。参加会員の知識や対応能力の向上に寄与した。 

 

【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

があり、それぞれ順調に活動を行った。一方ツアーガイド業務は、JTB、御所御苑、京都東急ホ

テルの案内の他、京都高齢者大学校のまち歩きが大好評かつ高評価であり、会員のやり甲斐に

大いに貢献した。 

 

【受託事業：講座業務】 

 京都検定対策委員会の活動で、令和元年度に 13 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 193 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 450 名だった。それぞれの業務向けに作成した資料は例年通り高

評価であった。その他、6 講座を 6 名が担当した京都 大学コンソーシアム講座「京都検定への

誘い」、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）、京都駅

ビル開発講習会を実施し、それぞれが好評であった。 

 また、全 15 講座を 4名で担当する京都伝統工芸大学校、京都高齢者大学校、井筒八ッ橋京都

まちなか案内所の四方山ばなし、阪急交通社たびコト塾（大阪・名古屋・東京）や、ライフデザ

イン阪急阪神では、京都の観光と文化の発展に寄与する為の講座を順調に行った。 

 京のこと語り隊は、「京都の世界遺産」のテーマによるパワーポイントを作成、それを活用し

研究発表会で発表した。会員のパワーポイント作成知識と技能、プレゼンテーションスキルの

向上に貢献した。 

 

 以上、NPO法人としての社会貢献はもとより、全ての活動を通じて、会員の活動する機会の拡

充を推進した。 
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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

5名

 第171回 美化活動 「吉田神社」 吉田神社 10名 会員 19名

真宗大谷派
岡崎別院

10名 会員 30名

藤森神社 5名

熊野若王子神社 第170回 美化活動 ｢若王子神社｣  

事業内容 実施日 実施場所

 第173回 美化活動　「藤森神社」

 第172回 美化活動　「岡崎別院」 令和元年5月15日

雨天中止

雨天中止

平成31年4月24日観光地等
における
美化活動

【会員事業】 

 歴史探訪会は、6回実施した。京都の歴史に関する理解や知識習得を求める会員にとっては満

足度が高く、平均 53名の参加があった。 

 自己研鑽の場として貴重な機会である研究発表会は、7回実施した。発表者はリピーターの会

員の他、初めての発表者が 6 名あった。 

 文化交流会は、4回実施した。うち、5回目になる―子どもお茶会 百人一首であそぼ―（共

催：明日の京都文化遺産プラットフォーム）は、ボランティア参加者が 8 名で、小学生に文化

を伝えるやり甲斐のある活動となっている。また、蹴鞠体験は、参加した会員にとっても稀有

な体験となり有意義であった。 

 「第 9回古文書講座」は、難解な史料ではあったが全 6回をやり遂げた。 

都草 わくわく倶楽部の活動の一つであるフィールドワークは、姉小路通・千本通など 5回の

踏査と、8月・2月に実施した発表会。発表会から探訪が決定した大岩神社や鉄道博物館などの

見学も実施し、先に述べた『月刊京都』―京都ふしぎの玉手箱―の題材の一助になっている。も

う一つの祇園祭研究会では、山鉾の動物種類調査や祇園祭検定問題の整理をし、祇園祭連合会

副理事長 木村幾次郎様、前菊水鉾囃子方相談役 大森重徳様、宮本組組頭 原 悟様の講演会

を開催した。このような質の高い活動の結果、会員の知見を広めることに大いに助力した。 

 ガイド研修は、平成 30 年より座学でガイド理論を学んできたが、令和元年 12 月に現場での

実践研修を実施した。参加会員の知識や対応能力の向上に寄与した。 

 

【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

があり、それぞれ順調に活動を行った。一方ツアーガイド業務は、JTB、御所御苑、京都東急ホ

テルの案内の他、京都高齢者大学校のまち歩きが大好評かつ高評価であり、会員のやり甲斐に

大いに貢献した。 

 

【受託事業：講座業務】 

 京都検定対策委員会の活動で、令和元年度に 13 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 193 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 450 名だった。それぞれの業務向けに作成した資料は例年通り高

評価であった。その他、6 講座を 6 名が担当した京都 大学コンソーシアム講座「京都検定への

誘い」、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）、京都駅

ビル開発講習会を実施し、それぞれが好評であった。 

 また、全 15 講座を 4名で担当する京都伝統工芸大学校、京都高齢者大学校、井筒八ッ橋京都

まちなか案内所の四方山ばなし、阪急交通社たびコト塾（大阪・名古屋・東京）や、ライフデザ

イン阪急阪神では、京都の観光と文化の発展に寄与する為の講座を順調に行った。 

 京のこと語り隊は、「京都の世界遺産」のテーマによるパワーポイントを作成、それを活用し

研究発表会で発表した。会員のパワーポイント作成知識と技能、プレゼンテーションスキルの

向上に貢献した。 

 

 以上、NPO法人としての社会貢献はもとより、全ての活動を通じて、会員の活動する機会の拡

充を推進した。 
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禅華院 11名 美化部員

立本寺 10名 会員 33名

千本ゑんま堂 10名 会員 31名

10名 会員 32名

仁和寺 10名 会員 47名

本願寺
　　　　西山別院

10名 会員 25名

眞如寺 10名 会員 35名

若宮八幡宮社 10名 会員 29名

善法律寺 10名
主に会員

29名

大豊神社 10名 会員 37名

落柿舎 10名 会員 34名

藤森神社 5名

光照院 5名

閑院宮
ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ

4名 25名

京都御所・御苑 26名 一般376名

京都御苑 15名 一般 多数

山科周辺 9名
主に会員

49名

御池通周辺 11名
主に会員

71名

伏見周辺 10名
主に会員

60名

松ヶ崎周辺 10名
主に会員

96名

宇治橋周辺 6名
主に会員

 46名

相国寺 10名 会員 61名

小栗栖周辺 8名

京北周辺 3名 会員 10名

令和2年2月2日

京都御苑
歴史

研究会

年30回程度

令和元年11月21日

熊野若王子神社

 第179回 美化活動　「西山別院」 令和元年11月6日

令和元年9月19日

 第92回 歴史探訪会
     ｢宇治橋界隈を巡る｣

令和元年10月14日

 第93回 歴史探訪会
     ｢錦秋の相国寺と応仁の乱｣

令和元年11月29日

令和元年9月24日

令和元年10月8日

 第174回 美化活動　「立本寺」 令和元年6月17日

 第176回 美化活動
　　　　　　　　　　　「千本ゑんま堂」

令和元年7月31日

 第177回 美化活動
　　　　　　　　　　　　「若王子神社」

観光地等
における
美化活動

令和2年2月13日

 第175回 美化活動　「禅華院」 令和元年5月27日

 第178回 美化活動　「仁和寺」

 第181回 美化活動
　　　　　　　　　　　　「若宮八幡宮」

令和元年12月4日

令和2年1月21日

 第182回　美化活動　「善法律寺」

 第183回　美化活動　「大豊神社」

 第184回　美化活動　「落柿舎」

 第180回 美化活動　「眞如寺」

 第90回 歴史探訪会
     ｢明治天皇陵と
　　　　　　伏見城の足跡をめぐる｣

令和元年6月20日

 第185回　美化活動　「藤森神社」 感染防止のため中止

感染防止のため中止

 京都御苑案内（団体予約）

平成31年4月～令和2
年2月　毎週日曜日

 第186回　美化活動　「光照院」

令和元年12月19日

 京都御苑歴史散策ツアー

 京都御苑歴史研究会

歴史
探訪会

 第88回 歴史探訪会
     ｢蓮如上人ゆかりの地を訪ねる｣

平成31年4月20日

 第89回 歴史探訪会
     ｢御池通に眠る光秀の夢、
　　　その下には藤原北家の繁栄｣

令和元年5月22日

平成31年4月13日

 第94回 歴史探訪会
   ｢明智光秀終焉への道を行く｣

中止

丹波支部
　　「光秀と桜」

 第91回 歴史探訪会
     ｢妙と法の郷　松ヶ崎｣
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3名
主に会員

48名

3名
主に会員

45名

3名
主に会員

46名

3名
主に会員

43名

3名
主に会員

52名

3名
主に会員

34名

3名

12名
会員・一般

280名

12名
会員・一般

130名

3名 会員 44名

4名 会員33名

5名 会員 27名

京都御苑 4名

京都府庁
旧議場

16名 会員 80名

京都コンサート
ホール

4名 会員 18名

4名 会員 20名

古武邸 8名 一般46名

元西陣小学校 4名 会員 19名

三井ガーデン・
社会福祉会館

1名
主に会員

20名

京都市内 ４名 会員

４名 会員

3名 会員

 新春子ども茶会 令和2年1月5日

 第5回　ガイド研修会
　　「私が思うガイドの基本
　　　　　　　　　　　　　（須田清司）」

ひと・まち交流館
京都

令和元年9月11日

令和元年10月18日

令和元年12月8日

 第4回　都草講演会
　「信長と京都
　　　　　　　　宿所の変遷からみる」

 第102回 研究発表会
    「三条大路末、
　　　　　　江戸時代の天皇・公家｣

 第13回 都草総会特別講演

ひと・まち交流館
京都

 第5回　都草講演会
　「京都に残された資料からみる
　　　　　　京都の即位式・大嘗祭」

寺町周辺

京都府立
京都学・歴彩館

 第7回　ガイド研修会
　　「ガイド実践　京都御苑」

中止

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

令和元年6月6日

 第103回 研究発表会
    「明智光秀と本能寺の変、
　　　　　　　　　　　深泥池風土記｣

令和元年9月26日

令和元年6月22日

 第104回 研究発表会
    「日本書紀１、今出川通の近代｣

令和元年10月24日

令和元年5月25日

平成31年4月～令和2
年3月　2ヶ月に1回

 第28回 文化交流会
    ｢リュートの演奏と
　　　　　　講演会を楽しみましょう｣

令和元年6月22日

 第29回 文化交流会
    ｢新選定『百人一首』｣

ひと・まち交流館
京都

 第105回 研究発表会
    「能の中の京都、
　　　　　　　　　　京のこと語り隊」｣

令和元年12月23日
ひと・まち交流館
京都

令和2年2月27日
ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

京都府立
京都学・歴彩館

 第106回 研究発表会
    「日本書紀2、
　　　　明智光秀は近江で誕生？｣

令和元年6月25日

 第101回 研究発表会
    「本圀寺事件、四条通りの市電｣

令和元年9月～令和2
年2月　全6回

 わくわくクラブ
平成31年4月～令和2
年2月　月1回

 第9回　古文書講座
　　　　　　　　　　『若山要助日記』

平成31年4月22日

令和元年12月4日
 第6回　ガイド研修会
　　「ガイド実践　寺町通周辺」

 第30回 文化交流会
    ｢鞠と遊ぶ　蹴鞠体験会｣

令和2年1月26日

 京のこと語り隊

 第10７回 研究発表会
    「神沢杜口とその主著『翁草』、
　　　　　　　　　鴨川の橋をめぐる｣

中止

 わくわくクラブ　祇園祭研究会
平成31年4月～令和2
年3月　月1～2回

 第4回　ガイド研修会
　　「ガイドの心得　安田富枝会員」

京都観光
文化に
関する

調査・報告
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京都府庁
旧知事室等

30名
一般

12,600名

京都府庁
旧議場

15名
一般

11,800名

井筒八ッ橋 14名
会員・一般
約25名/回

井筒八ッ橋 9名 一般 多数

京都市内 6名 一般 多数

彌榮自動車 3名/回
ヤサカ社員･

会員
約20名/回

6名
ヤサカ社員･

会員
約20名

京都市内 20名 一般 多数

京都経済ｾﾝﾀｰ 6名
一般

約150名

大正大学 6名
一般

約130名

京都経済ｾﾝﾀｰ 6名
一般

約170名

京都駅ビル 4名
一般

約10名

京都市内 約5名 学生

京都市内 約5名 宿泊者

京都高齢者
大学校
河原町学舎

8名
約30名

/回

市内各所 21名
約30名

/回

京都伝統工芸
大学校

4名
学生170名

/回

キャンパス
プラザ京都

6名
学生約100

名/回

京都市内 数名 一般 多数

夙川 2名 12～20/回

箕面 2名 12～20/回

宝塚 2名 12～20/回

令和元年11月2日 京都御苑 6名
一般

1500名

令和元年11月3日
上京区役所・
ブライトンホテル

12名 一般49名

 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

 井筒八ッ橋 ｢四方山ばなし｣

平成31年4月 ～ 令和2
年2月（毎週日曜日）

 ヤサカ観光講座補講（1級用）

平成31年4月 ～ 令和2
年2月　（第1土曜日）

 井筒八ッ橋 まちなか案内所

 京都検定講習会　京都駅ビル開発
令和元年10月18日、
11月18日、11月22日

 日経カルチャーガイドウォーク
　　　　　　　　　　　　　または講演

 大学コンソーシアム
令和元年8月9日、10日
全6講座

月3回

 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

令和元年9月22日

 京都高齢者大学校講座

月1回

令和2年1月より
月1回

 ライフデザイン宝塚

 上京大茶会

 上京de婚活

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

年数回

 京都伝統工芸大学校
　　　　　　　　　　　　　京都学講座

 京都府庁旧本館に係る
    議場案内・監視業務

平成31年4月1日
 ～ 令和2年3月31日

ひと・まち交流館
京都

月1回

 小・中学校　　講演等依頼 年数回

平成31年4月～令和元
年9月　（全15回）

令和元年9月28日

 京都高齢者大学校
　　　　　　　　ぶらり京都のまち歩き

令和元年10月10日

 祇園祭案内（JTB、月刊京都、
　　　　　三井ガーデンホテルなど）

 ヤサカ観光講座（2級用）

平成31年4月1日
 ～ 令和2年3月31日

平成31年4月1日
 ～ 令和2年3月31日

令和元年7月10日
～ 24日（のうち数日）

 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

令和元年9月15日

 京都東急ホテル 周辺ウォーク

 宿泊施設等　　講演等依頼 年数回

月1回

受託事業

令和元年7･8・11月
         （11回）

 ライフデザイン夙川

 ライフデザイン箕面
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京都市内 1名 30名

京都市内 2名 12名

御所・南禅寺 2名 30名

京都市内 20名
ＪＴＢ顧客

多数

京都市内 約30名 一般多数

京都府庁
旧本館

5名

12名 一般約30名

東進名駅ビル
5F

12名 一般約30名

1名
一般

約500名

安楽寺 3名 一般85名

JR東海 3名/日 29名

京都市内 1名 一般 多数

11名 一般 多数

京都府庁
旧議場

12名
一般

約100名/回

講座 17名
会員・一般

193名

伝統文化
支援

延べ210
名（一般
を含む）

一般 多数

 第13回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

令和元年１0月27日

大船鉾

ひと・まち交流館
京都

大船鉾支援
令和元年7月7日・
　　　 7月20日～24日

梅田阪急
グランドビル30F

令和2年3月29日 安楽寺受付

月2回

月1回

 城巽社会福祉協議会

 令和元年度
　　　　　春の府庁一般公開 案内

中止

 中京文化協議会「保元平治の乱」

令和元年8月7日

令和元年8月8日

京都の歴史・
文化の紹介  令和元年10月～

　　　　　令和2年2月
　　（毎月第3土曜）

  ＪＴＢまちあるき
平成31年4月 ～ 令和2
年2月（毎週日曜日）

 JTBその他単発ガイド 年数回

 阪急交通社　たびコト塾　名古屋

 その他単発講座 年10数回

 平成31年4月～令和2
年3月　　（月1回）

 旧議場土曜講座

 阪急交通社　たびコト塾　東京 年6回

 阪急交通社　たびコト塾　大阪

 シルバー人材センター 令和2年1月24日

 東寺早朝拝観
令和2年3月29日
　　　　　　　　　～31日

月刊京都連載
　　　　　　「京都ふしぎの玉手箱」

受託事業

東日本営業
本部ホール
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