
 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

　（1）  特定非営利活動に係わる事業

事業名
従事者
の人数

受益対象者の
範囲及び人数

美化活動  第90回 美化活動 ｢與杼神社｣  與杼神社 8名 会員 18名

 第91回 美化活動 ｢南禅寺｣  南禅寺 8名 会員 45名

 第92回 美化活動 ｢等持院｣  等持院 8名 会員 30名

崇道神社 8名 会員 32名

　なお、平成26年度の事業計画で取り上げた都草案内パンフレットの作成や都草ホームページのリニューアルは計
画通り実行できたが、観光案内事業の拡大に対応するためのガイド登録システムや都草の活動の基盤となる会員台
帳システムの構築は、平成27年度以降の持ち越しとなった。

　京都検定対策講座については、京都検定1級の合格に向けた京都通模擬試験や京都新聞文化センターが主催す
る講座の受験生（受講生）が年々増加しており、その活動が会員以外にも認知され、実績が評価されてきたものと考
えている。

 平成26年度事業報告書
（ 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日）

 第93回 美化活動 ｢崇道神社｣ 平成26年6月17日

　京都観光文化の調査・研究に関する事業については、研究発表会を例年通り、ほぼ月1回のペースで開催し、約
45名/回の参加を得た。   平成25年度から都草が注力して取り組んでいる京都御苑に関する調査・研究は、御苑ツ
アーなどを開催しながら、充実した活動を展開できた。

事業内容

平成26年4月11日

平成26年4月25日

実施日時

平成26年4月3日

　一方、会員の研修を目的とした事業については、一昨年から始めた古文書連続講座では、講師である伊東先生の
ご指導により、多くのことを学ぶことができた。  会員の研修と親睦を兼ねて実施した文化交流会やバス研修旅行も、
会員の多数の参加を得て、成功裏に終えることができた。  また、京都を訪れる外国人観光客に対するおもてなしの
一端を都草でも担えるよう、英会話研修の講座を初めて開催し、その一歩を踏み出せた。 これらの成果は、今後の
都草の活動に役立つものと期待される。

　都草の収入基盤でもある事業については、京都府庁旧知事室等案内監視業務を始め、
     ・ JR京都駅臨時観光案内所
     ・ 京都伝統産業ふれあい館
     ・ みやこめっせ総合案内所
     ・ 京都まちなか交通観光案内所
     ・ 井筒八ッ橋京都まちなか案内所
     ・ 三井ガーデンホテル京都四条
などの多くの場所で、幅広い案内業務に取り組み、訪れた方や受託先から大いに感謝された。　また、JTBを始めと
する企業・団体からの歴史探訪・観光案内ウォークの依頼にも円滑に対応した。  その一方で、受託先に出向き、京
都の四方山ばなしなどをする ｢おでかけ講座｣ も数が増え、井筒八ッ橋・上京区役所・京都東急ホテルなどで、京都
の知識や情報を活発に発信した。  上記以外にも、京都府庁旧本館の旧議場復元（平成26年10月）に伴い、都草が
その案内業務を受託することになった。

実施場所

　 平成26年度の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）の事業は、総じて安定しており、
会員の総数もほとんど変動がなかった（約370名）。

  まず、都草の原点ともいうべき美化活動は100回を超え、節目となる100回を記念してその活動を平安神宮で行い、
この活動に熱心に参画していただいた方々を表彰した。  また、歴史探訪会は、会員以外の方の参加もいただき、充
実した取り組みが展開できた。  特に、3月31日に開催した歴史探訪会は、時期や天候にも恵まれ、参加人数が初め
て70名を超えた。
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 第94回 美化活動 ｢引接寺｣  引接寺 8名 会員 43名

 第95回 美化活動 ｢常照寺｣  常照寺 3名 会員  9名

 第96回 美化活動 ｢粟田神社｣  粟田神社 8名 会員 25名

 第97回 美化活動 ｢勧修寺｣  勧修寺 8名 会員 33名

 第98回 美化活動 ｢若宮八幡宮｣  若宮八幡宮 8名 会員 26名

 第99回 美化活動 ｢善法律寺｣  善法律寺 6名 会員 13名

 第100回 美化活動 ｢平安神宮｣  平安神宮 10名 会員 53名

 第101回 美化活動 ｢法然院｣  法然院 8名 会員 35名

 第102回 美化活動 ｢本法寺｣  本法寺 8名 会員 36名

歴史探訪
ウォーク

嵐山周辺 6名 主に会員 66名

西陣地区 6名 主に会員 44名

聖護院・
  百万遍周辺

6名 主に会員 44名

二条城周辺 6名 主に会員 47名

本願寺周辺 6名 主に会員 40名

伏見稲荷周辺 6名 主に会員 42名

萬福寺周辺 6名 主に会員 56名

蹴上・疏水周辺 6名 主に会員 71名

京都の調
査・研究

4名 主に会員 46名

4名 主に会員 42名

4名 主に会員 70名

4名 主に会員 45名

4名 主に会員 42名

4名 主に会員 41名

4名 主に会員 26名

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

 第65回 研究発表会
    ｢上京焼き討ち｣ ｢松原通｣

平成26年10月23日

 第64回 研究発表会
    ｢官兵衛と秀吉｣
　  ｢足利将軍と近江｣

平成26年9月4日

 第58回 歴史探訪会
    ｢蹴上・疏水周辺に
          春の装いを感じて｣

平成27年3月31日

 第60回 研究発表会
    ｢ホタル｣ ｢京都の小さな道｣

平成26年4月22日

 第62回 研究発表会
    ｢六地蔵巡り｣ ｢祇園祭｣

 第61回 研究発表会
    ｢教科書の中の京都｣
    ｢古事記 2｣

平成26年5月27日

平成26年6月25日

平成27年1月14日

 第51回 歴史探訪会
     ｢桜舞う嵐山・南北朝夢紀行｣

平成26年4月7日

平成27年3月9日

 第52回 歴史探訪会
    ｢京都の原点
　　　  平安宮跡を改めて散策する｣

平成26年5月31日

 第63回 研究発表会
    ｢東・西本願寺分裂の歴史｣
    ｢大船鉾復活まで｣

平成26年8月28日

平成26年10月22日

平成26年7月10日

 第56回 歴史探訪会
    ｢錦秋の伏見稲荷山を巡る
          平安時代の文学に触れる｣

平成27年2月27日
 第57回 歴史探訪会
    ｢異文化の萬福寺と
          その周辺を訪ねる｣

 第54回 歴史探訪会
    ｢洛中のシンボル神泉苑と
          幕末の史跡を訪ねて｣

平成26年9月25日

 第53回 歴史探訪会
    ｢たっぷり聖護院
          ちょっぴり京大構内｣

 第55回 歴史探訪会
    ｢時代を超えた桃山ロマン！
          国宝西本願寺を訪ねる｣

平成26年11月22日

平成26年9月24日

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

平成27年3月26日

平成26年9月5日

 第66回 研究発表会
    ｢内山永久寺｣ ｢京都の河川｣

平成26年11月24日

平成26年10月8日

平成26年11月13日

平成26年12月16日

平成26年7月30日

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

2 ページ



4名 主に会員 36名

4名 主に会員 31名

4名 主に会員 68名

4名 主に会員 45名

京都御苑 5名/回
一般

約800名

5名
会員・一般
約100名

2名 会員 38名

研修会 1名 会員 27名

1名 会員 27名

1名 会員 27名

1名 会員 27名

1名 会員 27名

1名 会員 27名

4名 会員 25名

花背 4名 会員 41名

大原 2名 会員 26名

4名 会員 35名

1名
会員･法人会員

32名

1名
会員･法人会員

32名

1名
会員･法人会員

32名

1名
会員･法人会員

32名

12名 会員 94名

若狭方面 1名 会員 41名

白川周辺ほか 1名 会員 24名

平成26年11月1日

 第10回 都草文化交流会
    ｢銘菓 『松風』 ひとくち話と
                            ミニお茶会」

 京都御苑歴史散策ツアー

 第4回 英会話研修 平成26年12月2日

 京都御苑歴史研究会
    ｢京都御苑の歴史、柳原家と
        中山家、近衛邸と二条邸他｣

 平成26年度
　　第6回 古文書連続講座

平成27年3月7日
三井ガーデン
ホテル京都四条

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

 第1回 英会話研修

 第8回 都草総会特別講演

平成26年9月2日

 第2回 英会話研修 平成26年10月7日

 第3回 英会話研修 平成26年11月4日

 ガイド現地研修会
     ｢並河靖之七宝記念館、
                      堀野記念館｣

平成26年10月23日

平成26年6月1日

 バス研修旅行
     ｢若狭 馬頭観音巡り｣

平成26年10月18日

ひとまち交流館
京都

 第67回 研究発表会
    ｢竹｣ ｢能｣

平成26年12日16日

平成27年3月10日

平成26年12月6日

平成27年1月8日

平成27年2月12日

 第11回 都草文化交流会
    ｢花背松上げ鑑賞｣

平成26年8月15日

平成26年5月19日

 平成26年度
　　第3回 古文書連続講座

平成26年11月22日

 平成26年度
　　第2回 古文書連続講座

平成26年10月4日

平成26年7月5日

 京都御苑歴史研究会
    ｢発声練習｣ ｢菌類調査報告等｣

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          (各 日曜)

京都東急ホテル

ひとまち交流館
京都

 平成26年度
　　第5回 古文書連続講座

平成27年2月7日
三井ガーデン
ホテル京都四条

京都東急ホテル

京都東急ホテル

京都東急ホテル

三井ガーデン
ホテル京都四条

三井ガーデン
ホテル京都四条

平成26年9月30日

 平成26年度
　　第1回 古文書連続講座

平成26年9月6日

ひとまち交流館
京都

 第12回 都草文化交流会
    ｢声明へのいざない｣

 第13回 都草文化交流会
    ｢私のお宝展示＆お譲り会」｣

平成27年3月4日

三井ガーデン
ホテル京都四条

 第70回研究発表会
    ｢京都の鉄道史｣ ｢伏見の酒｣

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

三井ガーデン
ホテル京都四条

ひとまち交流館
京都

 平成26年度
　　第4回 古文書連続講座

 第68回 研究発表会
    ｢古事記 3｣ ｢節分行事｣

 第69回研究発表会
    ｢神道・神社入門｣ ｢京の駄菓子｣

ひとまち交流館
京都
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2名 会員 58名

受託事業 府庁事務所 2名/日

12名

30名

25名

みやこめっせ 1名/日 一般 多数

みやこめっせ 1名/日 一般 多数

井筒八ッ橋 1名/日 一般 多数

1名/日
一般観光客

多数

ＪＲ京都駅構内 3名/日
一般観光客

多数

1名/日
一般観光客

多数

1名/日
一般観光客

多数

4名/日
ＪＴＢ顧客

多数

1名/日 一般 多数

醍醐周辺 10名 一般 約110名

京都市内 2名 一般 約40名

2名/回 一般 多数

京都美寧坂 2名/回
一般観光客
約5名/回

京都東急ホテル 2名/回
一般

約15名/回

上京区新庁舎 2名/回 一般 多数

京都府庁旧本館

 みやこめっせ総合受付 案内

平成26年11月14日
              ～ 11月30日
          （内10日間）

 京都東急ホテル 周辺ウォーク
平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          (各 日曜)

井筒八ッ橋
  まちなか案内所

 平成26年 春の府庁一般公開 案内
平成26年4月1日
             ～ 4月7日

京都府庁旧本館

 平成26年 秋の府庁一般公開 案内
平成26年10月30日
             ～ 11月16日

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          （各 土日・祝）

 秋の京都駅 観光案内

京都市内各所

一般
約15､000名

 京都まちなか交通･観光案内所
 周辺ウォーク

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          （各 日曜）

四条～三条 河原町
通周辺

 京都東急ホテル
    ｢夜がたり｣

平成26年
   9月3､6､10､13日
            （4回）

平成26年11月8日

平成27年
    2月8～10日
       （3回）

 井筒八ッ橋 京都まちなか案内

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          (原則 平日）

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
     （受託先 指定日）

 京都伝統産業ふれあい館 案内

 醍醐もちもちぃんウォーク

平成26年11月20日

 井筒八ッ橋
    ｢四方山ばなし｣

平成26年4月
    　～ 平成27年3月
     　　    （1回/月）

 京都美寧坂
    ｢もっともっと京都｣

平成26年4月
    　～ 平成27年3月
     　　    （1回/月）

 上京区新庁舎イベント
     ｢四方山ばなし｣

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
     （受託先 指定日）

 枚方 歴史散歩会

 京都まちなか交通･観光案内所 案内
平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          （各 土曜）

平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
          （各 土日）

  ＪＴＢまちあるき
平成26年4月1日
  ～ 平成27年3月31日
     （受託先 指定日）

 三井ガーデンホテル
     京都四条観光デスク 案内

平成26年12月20日

京都府庁旧本館 平成27年 春の府庁一般公開 案内
平成27年3月21日
             ～ 3月31日

 都草交流会（忘年会）

三井ガーデン
ホテル京都四条

京都まちなか交通・
観光案内所

京都東急ホテル
周辺

京都東急ホテル
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ヤサカ自動車
（西五条）

2名/回
ヤサカ社員･会員

約25名/回

5名 一般 約130名

京都新聞
  文化ホール

6名 一般 約170名

京都商工会議所
会議室

6名 一般 約150名

京都新聞
  文化ホール

5名 一般 約110名

池坊学園 10名
一般

約20名/日

伝統行事
支援

大船鉾 会所 30名
一般観光客

 多数

講座 16名
会員・一般

115名

注） 複数開催の場合の従事者数および対象者数は、平均人数または延べ人数で示す。

　（2）  その他の事業 なし

 京都新聞文化センター主催
    京都検定1級対策講座（京都）
  <台風(13日)の影響に対する補講>

平成26年11月16日

 京都新聞文化センター主催
    京都検定1級対策講座（東京）

 祇園祭大船鉾
  　ちまき授与ボランティア

平成26年7月20日
               ～ 7月24日

 池坊京都学講座

 京都新聞文化センター主催
    京都検定1級対策講座（京都）

平成26年10月13日

平成26年10月5日

 第8回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

平成26年11月2日

平成26年11月8日
             ～ 11月14日
          （内5日間）

 ヤサカ自動車 京都検定対策講座
平成26年6月10日
            ～ 10月29日
         （20回）

 京都新聞文化センター主催
    京都検定1級対策講座（京都）

平成26年10月25日

ひとまち交流館
京都

ＴＫＰ市ヶ谷
   カンファレンス
   センター
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