
 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

京都検定対策委員会の活動としては、京都検定１級受験者を対象にした模擬試験が今年度で
9回目を迎えたが、年々受験者数は増え、受験者は172名にのぼった。また当委員会では、京都
新聞文化センター主催の京都検定１級講習会の講師を昨年度に引き続き担当したが、受講者は
約400名を数えた。この数は京都検定１級受験者の約1/2である。さらに、京都検定受験に向け
たヤサカ自動車の社員研修の講師を昨年度に引き続き担当した。ヤサカ自動車のご厚意によ
り、この研修会には１級合格をめざす約10名の都草会員が出席できることになり、その中から
合格者を出すこともできた。

双京構想については、6月20日に上京区役所において、京都市総合企画局のお世話で「所功
先生」をお招きして勉強会を開催し、その様子は京都新聞にも掲載されたが、それ以後の進展
は特になかった。

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）の会員数は、平成27年3月

末現在357名で、前年度とほぼ同じであるが、事業は全体的には拡大傾向を持続している。

都草の収入基盤でもある事業は、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・市内ホテル等の多
くの場所で、幅広い案内業務に取り組み、受託先から大いに評価された。 また、ＪＴＢを始
めとする企業・団体からの歴史・観光ウォークの依頼にも適切に対応した。京都伝統産業ふれ
あい館・みやこめっせ総合案内所での案内は、昨年で終了となったが、その代わりとして、岡
崎公園内に開設され、大変注目された観光案内所「岡崎・市電コンシェルジュ」での案内業務
を受託し、月曜日を除いて連日、案内活動を行なっている。

京都観光文化の調査・研究に関する事業としては、研究発表会を例年通り、ほぼ月１回の
ペースで開催し、また5年目となる古文書連続講座は今年度も6回開催した。研修バス旅行は、
開創1200年を迎えた真言密教の聖地高野山を総勢48名で訪れ、親睦を兼ねた研修として、大い
に喜ばれた。‘都草らしさ’を意識しつつ、多岐に渡る活動をする文化交流会では、夜間の祭
事観賞、町家でのお茶会の開催、古地図の学習等を通して、会員同士の親睦を深めることがで
きた。また、都草の事業の一つ「地域の伝統行事継承の支援」の大きな柱である大船鉾ボラン
ティアは、今年度で9年目を迎え、参加者が延べ約160名にもなる大きな事業に発展した。社会
的にも十分に貢献できたと考える。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歴
史散策ツアーは、団体の申し込み等が増え、しだいに社会に認知されてきたといえる。

 平成27年度事業報告書

（ 平成27年4月1日～ 平成28年3月31日）

継続事業の一つ 美化活動では、平成27年4月9日の報恩寺から平成28年3月30日の石清水八幡
宮まで、寺院9か所、神社8か所の計17か所の清掃を行なった。終了後に社寺の由来を伺えたこ
とや、貴重な文化財を見学できたことは大変有意義であった。また、歴史探訪会は、回を追う
ごとに非会員の方々の参加も増え、好評価を頂いているが、特に今年2月に開催した4部会合同
の第65回歴史探訪会は、醍醐寺の「五大力尊仁王会」の餅上げ行事の見学もあり、参加者の皆
さまには大変喜んで頂けるものとなった。

平成27年度の方針書に掲げた項目で、10周年記念事業の取り組みを開始する予定だったが、
今年度中には実施が叶わなかった。平成28年度早々には実施出来る見込みである。
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　（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

 第103回 美化活動 ｢報恩寺｣  報恩寺 8名 会員 32名

 第104回 美化活動 ｢常照寺｣  常照寺 8名 会員 32名

 第105回 美化活動 ｢清浄華院｣  清浄華院 8名 会員 27名

実相院門跡 8名 会員 25名

 第107回 美化活動 ｢三宅八幡宮｣  三宅八幡宮 8名 会員 26名

 第108回 美化活動 ｢千本ゑんま堂｣ 千本ゑんま堂 8名 会員 25名

 第109回 美化活動 ｢瀧尾神社｣  瀧尾神社 8名 会員 20名

 第110回 美化活動 ｢松尾大社｣  

 第111回 美化活動 ｢平野神社｣  

 第112回 美化活動 ｢廬山寺｣  廬山寺 8名 会員 31名

 第113回 美化活動 ｢車折神社｣  車折神社 5名 会員 18名

 第114回 美化活動 ｢若宮八幡宮社｣  若宮八幡宮社 8名 会員 21名

 第115回 美化活動 ｢善法律寺｣  善法律寺 8名 会員 30名

 第116回　美化活動　「光照院門跡」 光照院門跡 8名 会員 42名

 第117回　美化活動　「下御霊神社」 下御霊神社 8名 会員 30名

 第118回　美化活動　「岡崎別院」 岡崎別院 8名 会員 30名

八幡地区 6名
主に会員

40名

上京地区 6名
主に会員

51名

深草周辺 6名
主に会員

43名

御苑周辺 6名
主に会員

53名

日野周辺 6名
主に会員

59名

長岡京周辺 6名
主に会員

45名

醍醐寺 10名
主に会員

63名

山科周辺 5名
主に会員

55名

平成27年9月9日

雨のため中止

雨のため中止

平成28年3月10日

平成27年5月20日

実施場所

観光地等
における
美化活動

平成27年4月6日

 第106回 美化活動 ｢実相院門跡｣ 平成27年5月29日

平成27年11月18日

平成27年12月2日

平成27年10月28日

平成27年12月14日

平成28年1月27日

平成28年2月16日

歴史探訪
ウォーク

 第59回 歴史探訪会
     ｢宮寺の聖地
           八幡男山周辺を歩く｣

平成27年4月23日

平成27年10月4日

 第61回 歴史探訪会
    ｢墨染、伏見大仏から
       初夏の深草の里を歩く｣

 第63回 歴史探訪会
    ｢ふたたび日野へ ～新しい発見
　　 隠れた日野の史跡を巡る～｣

平成28年2月23日

 第62回 歴史探訪会
    ｢まだまだあります御苑の史跡Ⅰ
      ～御苑の南部を巡る～｣

平成28年3月25日

平成27年9月18日

平成27年6月27日

事業内容

平成27年4月27日

平成27年5月14日

平成27年6月22日

実施日時

 第66回 歴史探訪会
　　 ｢春爛漫の山科・一里塚から
       古代へ、巨大磐座を訪ねる｣

平成27年7月22日

 第65回 歴史探訪会
　　 ｢醍醐寺｣

 第60回 歴史探訪会
    ｢上京・洛中洛外図を歩く｣

 第64回 歴史探訪会
    ｢長岡京市の史跡を歩く｣

平成27年11月19日
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2名
主に会員

30名

2名
主に会員

42名

2名
主に会員

33名

2名
主に会員

33名

2名
主に会員

32名

2名
主に会員

49名

2名
主に会員

37名

2名
主に会員

23名

2名
主に会員

44名

2名
主に会員

46名

1名 会員 29名

1名 会員 29名

1名 会員 29名

1名 会員 29名

1名 会員 29名

1名 会員 29名

高野山方面 2名 会員 48名

12名 会員 85名

京都御苑 4名 一般 16名

4名 会員　22名

４名 会員 10名

古武邸 ４名 会員 20名

 平成27年度
　　第3回 古文書連続講座

平成27年11月21日

 平成27年度
　　第4回 古文書連続講座

平成27年12月19日

平成27年10月17日

ひとまち交流館
京都

平成27年8月31日

平成27年10月26日

 バス研修旅行
     ｢高野山及び慈尊院｣

平成27年4月22日

平成27年4月1日
     （各 日曜）

 第8回 都草総会特別講演

 平成27年度
　　第5回 古文書連続講座

平成28年1月16日
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

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

平成27年11月22日

 平成27年度
　　第1回 古文書連続講座

平成27年9月19日
三井ガーデン
ホテル京都四条

ひとまち交流館
京都

 第77回 研究発表会
    ｢天部の仏像・
　　　　　　　長坂街道と鷹が峰｣

平成27年12月22日

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

平成27年5月26日

ひとまち交流館
京都

平成27年6月5日 県神社

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

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27年度
　　第2回 古文書連続講座

平成27年10月1日

京都観光
文化に
関する

調査・研究

 第71回 研究発表会
　  ｢歴史カルタで八幡再発見・
        小さな祠｣

平成27年4月16日

 第14回 文化交流会
    ｢暗闇の奇祭’あがた祭’って？｣

 京都御苑歴史散策ツアー

平成28年1月12日

 平成27年度
　　第6回 古文書連続講座

平成28年2月20日

 祇園祭ガイド研修会 平成27年6月10日

 第15回 文化交流会
    ｢西陣の町家・古武邸｣

 第79回 研究発表会
    ｢御所人形・山階宮晃親王｣

 第72回 研究発表会
    ｢京料理とおばんざい・
　　　　　　　洛東智積院成立史｣

平成27年6月25日

 第73回 研究発表会
    ｢古事記・鷹山を考察する｣

平成27年7月2日

 第74回 研究発表会
    ｢コマイヌワールド・京都鉄道史｣

 第75回 研究発表会
    ｢東洞院通・
　　八坂神社創建と四条通の原像｣

 第80回 研究発表会
    「古事記6・神社4｣

平成28年2月8日

平成28年3月8日

ひとまち交流館
京都

ひとまち交流館
京都

 第78回 研究発表会
    ｢金唐革・綸旨紙｣

 第76回 研究発表会
    ｢平安神宮特別講座｣
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6名 会員37名

6名 会員 59名

旧知事室等 20名
一般

15,000名

旧議場 10名
一般

10,000名

みやこめっせ 15名 一般 多数

平安神宮前広場 20名 一般 多数

京都市内各所 20名
ＪＴＢ顧客

多数

井筒八ッ橋 12名 一般 多数

井筒八ッ橋 12名
一般

20名/回

8名
一般

15名/回

10名 一般 多数

5名
一般観光客

多数

9名
一般観光客

多数

ヤサカ自動車 2名/回
ヤサカ社員･

会員
約25名/回

みやこめっせ 11名 一般 多数

京都市内 10名 一般 多数

5名
一般

 約1３0名

京都新聞
  文化ホール

6名
一般

約150名

京都新聞
  文化ホール

6名
一般

約1２0名

伏見 10名
一般

約110名

　岡崎市電コンシェルジュ
平成27年12月5日～
（月曜日をのぞく毎日）

 京都府庁旧本館に係る
    議場案内・監視業務

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日

 京都伝統産業ふれあい館
    ボランティア解説　（京都市）

ＴＫＰ市ヶ谷
   カンファレンス
   センター

京都東急ホテル

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日
        （各 土曜）

平成27年4月4日
 ～ 平成27年4月30日
       （各 土日）

京都東急ホテル

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

ひとまち交流館
京都

 京都東急ホテル 周辺ウォーク

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日

京都観光
文化に
関する

調査・研究

 都草忘年会

平成27年10月31日

  ＪＴＢまちあるき
平成27年4月5日
 ～ 平成28年3月30日

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日
        （数回）

 三井ガーデンホテル
     京都四条観光デスク案内

 井筒八ッ橋 京都まちなか案内

 井筒八ッ橋 ｢四方山はなし｣

 京都東急ホテル ｢夜がたり｣

平成27年10月11日

 醍醐もちもちぃんウォーク

 京都まちなか交通･観光案内所案内

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日
          (各 日曜)

 みやこめっせ総合受付案内

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日

 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

 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27年10月18日
受託事業

平成27年4月1日
 ～ 平成28年3月31日

 ヤサカ自動車 京都検定対策講座
平成27年6月16日
            ～ 11月11日
         （20回）

平成27年4月1日
 ～ 平成27年11月30日
         （各 土日・祝）

 祇園祭案内（JTB、月刊京都、三井
 ガーデンホテルなど）

平成27年7月10日
            ～ 24日
         （のうち数日）

平成27年12月21日

平成28年2月10日
 第16回 文化交流会
    ｢古地図｣

 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27年10月24日
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池坊 10名
一般

約20名/回

京都市内 2名 一般 40名

京都市内 6名 一般 100名

鴨沂高校 3名 一般 40名

京都市内 2名 一般 40名

京都市内 1名 一般 多数

京都御苑 15名 一般 多数

京都駅前広場 21名 一般 多数

京都駅前広場 10名 一般 多数

京都府庁旧本館 25名 一般 多数

京都府庁旧本館 15名 一般 多数

京都府庁旧本館 20名 一般 多数

伏見稲荷・
清水寺

12名 一般 多数

京サテライトキャ
ンパス

5名 一般 多数

京都美寧坂 10名
一般

5名/回

京都の
歴史・文化

の紹介
大船鉾 会所 30名

観光客等
多数

講座
ひとまち交流館
京都

16名
会員・一般

172名

注） 複数回開催の活動の人数は、原則 延べ人数を示す

（2）その他の事業

　　無し

 池坊講座

平成28年3月1日

 第8回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

平成27年10月22日

 京都美寧坂 ｢京都の話｣
 平成27年4月
    ～ 平成28年3月
          （月1回）

 祇園祭大船鉾
  　ちまき授与ボランティア

 平成27年7月21日
                   ～24日

 平成27年 秋の府庁一般公開案内

 枚方歴史散歩会

平成27年8月7日
             ～ 8月27日
          （のうち5日間）

受託事業

平成28年2月～
（6回）

 平成27年10月30日
              ～ 11月16日

 タカラ物流システムツアー

平成27年7月
（2回）

 平成28年 春の府庁一般公開案内
 平成28年3月26日
                   ～ 30日

 平成28年 春季京都駅臨時観光
 案内所

平成28年3月26日、
27日

 シニア自然大学

 伏見ボランティアガイド養成講座

 平成27年 秋季京都駅臨時観光
 案内所

平成27年11月21日～
（5日間）

平成27年9月17日

平成27年9月～
（3回）

 鴨沂高校特別講座

 平成27年 春の府庁一般公開案内
 平成27年4月1日
                   ～ ７日

平成27年10月3日～
（3回）

期間中10数回

年数回

 京都御苑案内（団体予約）

 日経カルチャーガイド

 日経カルチャーガイドウォーク
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