
 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

 平成28年度事業報告書

（平成28年4月1日～ 平成29年3月31日）

 【受託事業：講座業務】 

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都草京都通模擬試験が平成

28年度には10回目を迎えた。年々受験者数は増え、28年度には175名にのぼった。 また当委員会が講師

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360名を数えた。 京都検定1級

の受験者数（約800名）の半数以上が、都草の模擬試験や講習会を受験あるいは受講されたのではないか

と推測される。さらに、当委員会では京都検定受験に向けたヤサカ自動車の社員研修のための講習会の

講師を昨年に引き続き担当した。また、京都商工会議所の依頼を受け、京都大学コンソーシアムの一部の

講義の講師を担当することになった。 

 一方、京都の歴史や伝統文化・行事などについてお話しをする、いわゆる「おでかけ講座」では、井筒八

ツ橋案内所の四方山ばなしに加えて、新たに京都伝統工芸大学校での講義、京都高齢者大学校の講座

や京都府庁旧議場土曜講座を行った。 

 また、10周年記念事業の「京のこと語り隊」は、資料の収集・整理や委員のスキルアップを図りながら、講

師経験者の参画を募り、17名の会員から賛同を得て、50項目の講座タイトルを登録できた。これを基に区役

所や長寿連合会などへの紹介活動を行っている。 

 

 平成28年11月25日、京都市庁舎にて、小松香織理事長以下都草役員代表6名が門川京都市長と懇談し

た。京都観光についての大変有意義な懇談であった。 

 これらのすべての活動を通して、都草の役割（社会的貢献）を果たし、都草の名前を知っていただくことに

寄与できたと考えている。 

１ 事業の成果 

 

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、平成28年に創立10周年を迎え、

記念誌 『ともに京都を学び・語り・遊ぶ －都草10年の軌跡－』 を発行するとともに、10月には法人会員の

京都東急ホテルにて創立10周年記念式典・祝賀会を盛大に行った。 

この10年間都草は着実に事業を拡大し成長を続けてきたが、10周年を期に理事長交代と組織の改編を

行い、新体制のもとに10周年記念事業などを新たに立ち上げた。会員数は約370名で大きな変動はなかっ

た。 

 

 【社会連携事業】 

参加者の増員が課題となった美化活動は14回実施、135回目を迎えた。毎週日曜日開催の京都御苑歴

史散策ツアーは3年半が経った。 

そして昨夏10年目を迎えた大船鉾ボランティアは、四条町からの信頼も厚く、この活動も会員にとって真

に遣り甲斐のあるものとなってきている。 

また半年間、都草会員6名が講師を務めた旧議場土曜講座は、出席者が毎回100名を超し、多大な反響

があった。  

さらに京都府、京都市、京都商工会議所主催の「京都の宮廷文化と双京構想の歴史的意義」と題したシ

ンポジウムが行われ、坂本孝志特別顧問がパネリストとして参加した。 

 

 【会員事業】 

平成27年度まで、年8回開催していた研究発表会は、平成28年度から隔月開催とし、懸案事項であった

参加費無料を実現した。この研究会は、会員にとって自分の勉強の成果を発表できる場としても喜んでい

ただいた。 

歴史探訪会は、平成27年度に引き続き、西部会・東部会・南部会・伏見深草部会の持ち回りで7回開催

した。毎回好評であったが、その中の第73回「四条通に右京盛衰の史跡を訪ねて」では、日本写真印刷

（株）印刷歴史館の見学もあり、参加者にとっては大変貴重な機会となった。 

平成24年度に始まった文化交流会は20回目を迎え、会員からの期待もますます大きくなってきている。

その中で、第17回の”「歌人 藤原俊成（生誕900年）の時代」の町中を往く”では、冷泉貴美子様のご参加

をいただいた。 

また、「古文書講座」や「バス研修旅行」も有意義な内容であった。 

 10周年記念事業である「都草 わくわく倶楽部」では、自ら新しい発見、出会いを求め二条通を歩き、祇

園祭研究会では、祇園祭ギャラリーでの見学や八坂神社 橋本禰宜の講演等、充実した勉強となっており、

これらの成果は今後の都草活動に大いに寄与するものと考えている。 

 

 【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・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・岡崎市電コンシェルジュ・三井ガーデンホテル京都四

条などがあり、活発な活動が展開された。一方ツアー業務は、JTBに加え京都市、JR東海より二条城案内を

受託し、回を追うごとに参加者が増加している京都高齢者大学校まち歩きは好評を博し、その他も含め先

方からは高い評価を得た。 
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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

対象者

 第120回 美化活動 ｢勧修寺｣  勧修寺 8名

 第121回 美化活動 ｢常照寺｣  常照寺 8名 会員 23名

松ヶ崎大黒天 8名 会員 19名

 第123回 美化活動 ｢松尾大社｣  松尾大社 8名 会員 28名

仁和寺 8名 会員 30名

千本閻魔堂 8名 会員 23名

武信稲荷神社 8名 会員 22名

光照院門跡 8名 会員 15名

地蔵院（椿寺） 8名 会員 22名

 第129回 美化活動 ｢真如寺｣  真如寺 8名 会員 27名

 第130回 美化活動 ｢勝林院｣  勝林院 8名 会員 26名

若宮八幡宮社 8名 会員 20名

 第132回 美化活動 ｢平安神宮｣  平安神宮 8名 会員 23名

事業内容 実施日 実施場所

観光地等
における
美化活動

中止

平成28年4月21日

 第122回 美化活動
　　　　　　　　　　｢松ヶ崎大黒天｣

平成28年5月9日

平成28年5月24日

 第124回 美化活動 ｢仁和寺｣ 平成28年6月22日

 第125回　美化活動
　　　　　　　　　　「千本閻魔堂」

平成28年7月29日

 第126回　美化活動
　　　　　　　　　　「武信稲荷神社」

平成28年9月7日

 第127回 美化活動
　　　　　　　　　　｢光照院門跡｣

平成28年10月3日

 第128回 美化活動
　　　　　　　　　　｢地蔵院（椿寺）｣

平成28年10月19日

平成28年11月7日

平成28年10月28日

 第131回 美化活動 ｢若宮八幡宮｣  平成28年11月18日

平成29年1月18日

 【受託事業：講座業務】 

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都草京都通模擬試験が平成

28年度には10回目を迎えた。年々受験者数は増え、28年度には175名にのぼった。 また当委員会が講師

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360名を数えた。 京都検定1級

の受験者数（約800名）の半数以上が、都草の模擬試験や講習会を受験あるいは受講されたのではないか

と推測される。さらに、当委員会では京都検定受験に向けたヤサカ自動車の社員研修のための講習会の

講師を昨年に引き続き担当した。また、京都商工会議所の依頼を受け、京都大学コンソーシアムの一部の

講義の講師を担当することになった。 

 一方、京都の歴史や伝統文化・行事などについてお話しをする、いわゆる「おでかけ講座」では、井筒八

ツ橋案内所の四方山ばなしに加えて、新たに京都伝統工芸大学校での講義、京都高齢者大学校の講座

や京都府庁旧議場土曜講座を行った。 

 また、10周年記念事業の「京のこと語り隊」は、資料の収集・整理や委員のスキルアップを図りながら、講

師経験者の参画を募り、17名の会員から賛同を得て、50項目の講座タイトルを登録できた。これを基に区役

所や長寿連合会などへの紹介活動を行っている。 

 

 平成28年11月25日、京都市庁舎にて、小松香織理事長以下都草役員代表6名が門川京都市長と懇談し

た。京都観光についての大変有意義な懇談であった。 

 これらのすべての活動を通して、都草の役割（社会的貢献）を果たし、都草の名前を知っていただくことに

寄与できたと考えている。 
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 第133回 美化活動 ｢吉田神社｣  吉田神社 8名

 第134回　美化活動　「諸羽神社」 諸羽神社 8名 会員 27名

御香宮神社 8名 会員 21名

京都御苑 6名
主に会員

50名

上賀茂地区 6名
主に会員

49名

船岡山周辺 6名
主に会員

39 名

勧修寺周辺 6名
主に会員

25名

上高野周辺 6名
主に会員

29名

泉涌寺周辺 6名
主に会員

43名

西院周辺 10名
主に会員

41名

亀岡馬路地区 3名 会員 11名

亀岡方面 3名 会員 6名

3名
主に会員

29名

3名
主に会員

40名

3名
主に会員

31名

3名
主に会員

33名

3名
主に会員

53名

3名
主に会員

21名

各回
1名

各回
会員 29名

仏所定慶・
富田工芸

2名 会員 21名

ひとまち交流館 2名 会員 22名

浜松方面 2名 会員 40名

12名 会員 100名

観光地等
における
美化活動

 第69回 歴史探訪会
    ｢都のやすらいと船岡山｣

平成28年6月9日

 第70回 歴史探訪会
    ｢初秋の勧修寺と
　　　　　　　　　その小里を訪ねて｣

中止

 第135回　美化活動
　　　　　　　　　　「御香宮神社」

 第73回 歴史探訪会
　　 「四条通に
　　　　右京盛衰の史跡を訪ねて」

平成29年3月23日

 丹波支部
　　「中川小十郎ゆかりの史跡を
　　　　　　　　　　　　　　　訪ねる」

平成29年3月6日

平成29年3月24日

歴史探訪
ウォーク

 第67回 歴史探訪会
     ｢御苑の北部を歩く｣

平成28年4月22日

 第68回 歴史探訪会
    ｢薫風にさそわれ上賀茂へ｣

平成28年5月15日

 第83回 研究発表会
    「狩野派と京狩野・
　　　　　　　　町組と番組小学校｣

平成28年8月2日
ひとまち交流館
京都

平成28年9月28日

 第71回 歴史探訪会
    ｢上高野に眠る歴史を訪ねて｣

平成28年10月18日

 第72回 歴史探訪会
    ｢錦秋の泉涌寺道を探る｣

平成28年11月20日

 丹波支部
　　「旧山陰道に残る丹波の歴史」

平成28年12月2日

 第81回 研究発表会
    「町中の祠・道昌と広隆寺｣

平成28年4月14日
ひとまち交流館
京都

 第82回 研究発表会
    「大原琴平神社・祇園祭｣

平成28年6月27日
ひとまち交流館
京都

 第84回 研究発表会
    「東京極大路と寺町通・
　　　　　　　　　京都府歴代知事｣

平成28年10月4日
ひとまち交流館
京都

 第85回 研究発表会
    「琵琶湖疏水・庚申信仰｣

平成28年12月26日
ひとまち交流館
京都

 第86回 研究発表会
    「紙・木像仏｣

平成29年2月9日
ひとまち交流館
京都

 平成28年度　古文書連続講座
 　（全6回）

平成28年9月19日
～平成29年2月25日
（毎月1回）

三井ガーデン
ホテル京都四条

 第4回ガイド現地研修会
　　　　　　　「仏所定慶・富田工芸」

平成28年4月25日

 都草講演会（大矢先生）
　　　　　　　「京都の映画史」

平成28年8月29日

 バス研修旅行
     　　　　｢方広寺、龍譚寺｣

平成28年11月20日

 第8回 都草総会特別講演 平成28年5月26日
京都府庁
旧議場

平成28年6月26日

京都観光
文化に
関する

調査・報告
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京都御苑 各4名 一般 16名

4名 会員 15名

2名 会員 10名

４名 会員 20名

４名 会員 21名

瓢亭別館 2名 会員 48名

4名 会員 20名

西陣界隈 2名 会員 7名

二条通 6名 会員 36名

竹田工務店 1名 会員 6名

1名 会員 6名

1名 会員 12名

6名 会員 49名

旧知事室等 600名
一般

12,600名

旧議場 300名
一般

11,800名

平安神宮前
広場

600名 一般 多数

京都市内 50名
ＪＴＢ顧客

多数

200名
一般観光客

多数

中京区 2名 一般 多数

井筒八ツ橋 24名
会員・一般

240名

京都市内 50名 一般 多数

180名
一般観光客

多数

50名
一般観光客

多数

平成28年10月11日
平成28年12月21日
平成29年2月15日

平成28年7月10日

平成28年11月9日

 わくわく倶楽部
　　　「西陣界隈の異空間を歩く」

 わくわく倶楽部
　　　　　「二条大路を歩く」①②③

 わくわく倶楽部　祇園祭研究会
　　　「菊水鉾他の縄がらみ見学」

 わくわく倶楽部　祇園祭研究会
　　「長刀鉾資材方のお話を聞く」

 京都御苑歴史散策ツアー
平成28年4月1日
～平成29年3月31日
     （各 日曜）

 祇園祭ガイド研修会 平成28年7月7日
府庁パートナー
シップセンター

 パワーポイント研修 平成28年8月26日
府庁パートナー
シップセンター

 第17回 文化交流会
    ｢藤原俊成の時代の町中を歩く｣

平成28年4月12日 四条界隈

 第19回　文化交流会
　　　　　　　　　「瓢亭のお雑煮」

平成28年12月16日

 第20回 文化交流会
    　　　　　　　｢町衆の町を散策｣

平成29年3月16日 京都市内

平成28年7月4日

 京都府庁旧本館に係る
    議場案内・監視業務

平成28年4月1日
 ～ 平成29年3月31日

　岡崎市電コンシェルジュ
平成28年4月1日～
（月曜日をのぞく毎日）

平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日
        （第1土曜）

 井筒八ツ橋 まちなか案内所
平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日

京都まちなか交通・
観光案内所

 都草新年会 平成29年1月23日
三井ガーデン
ホテル京都四条

 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)

 三井ガーデンホテル
     京都四条観光デスク案内

平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日

三井ガーデン
ホテル京都四条

  ＪＴＢまちあるき

 井筒八ツ橋 まちなかウォーク 平成28年4月9日

 井筒八ツ橋 ｢四方山ばなし｣

 京都まちなか交通･観光案内所
平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日

府庁パートナー
シップセンター

祇園祭ぎゃらりぃ

井筒八ツ橋

平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日
          (各 日曜)

 第18回 文化交流会
　「歌人　藤原俊成（生誕900年）」
　　の時代の町中を往く②

平成28年9月1日 四条界隈

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

平成28年4月1日
 ～ 平成29年3月31日

京都観光
文化に
関する

調査・報告

受託事業

 わくわく倶楽部　祇園祭研究会
　  「祇園祭 八坂神社の神輿神事
      について」（橋本禰宜）

平成29年3月2日
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50名
一般観光客

100名

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

京都市内 15名 一般 多数

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

東福寺 8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 21名
約30名

/回

京都伝統工芸
大学校

7名 学生230名

京都美術大学 7名 学生180名

京都伝統工芸
大学校

2名
新任教師

450名

キャンパス
プラザ京都

6名 学生400名

伏見区 4名 一般 多数

京都市内 数名 一般 多数

京都御苑 15名 一般 多数

京都駅前広場 6名 一般 多数

京都駅前広場 13名 一般 多数

京都駅前広場 6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

28名 一般 多数

京都府庁
旧本館

15名 一般 多数

二条城 15名 一般 多数

 京都まちなか交通･観光案内所
 ウォーク

平成28年4月1日
～ 平成29年3月31日

市内各所

 祇園祭案内（JTB、月刊京都、
　　　　　三井ガーデンホテルなど）

平成28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

平成28年9月24日 京都商工会議所

 ヤサカ自動車
　　　　　　京都検定対策講座（1級）

平成28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28年6月～11月
         （10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

平成28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

平成28年10月9日

 JTB東福寺ガイド
平成28年11月22日～
30日（のうち7日間）

 京都高齢者大学校講座 平成28年4月～

 京都高齢者大学校まち歩き 平成28年4月～

 京都伝統工芸大学校
　　　　　　　　　　　　　京都学講座

平成28年4月～
（全13回）

 京都美術大学　京都学講座
平成28年4月～
（全15回）

 京都府教職員新任研修
　　　　　　　　　　　　　京都学講座

平成28年7月25日～
（4日間）

 大学コンソーシアム 平成28年8月9日・10日

年数回

 京都御苑案内（団体予約） 年10数回

 平成28年度
　秋季JR京都駅臨時観光案内所

平成28年11月21日～
（5日間）

 平成27年年度
　春季JR京都駅臨時観光案内所

 平成28年度
　　　　　春の府庁一般公開 案内

 平成29年3月25日
                   ～ 31日

 二条城・醍醐寺コラボ企画
　　　　　　　　　　　　二条城ガイド

 平成28年10月15日
             ～ 11月20日

 平成28年年度
　春季JR京都駅臨時観光案内所

平成29年3月26日、
                  27日

 平成27年度
　　　　　春の府庁一般公開 案内

平成28年4月1日
～ 平成28年4月10日

 平成28年度
　　　　　秋の府庁一般公開 案内

平成28年10月22日
～ 平成28年11月6日

受託事業

受託事業

平成28年4月2日・3日

 醍醐もちもちぃんウォーク 平成28年11月19日

 日経カルチャーガイドウォーク
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二条城 21名 一般 多数

大船鉾 会所 70名
観光客等

多数

京都府庁
旧議場

12名
一般

各100名

講座
ひとまち交流館
京都

15名
会員・一般

175名

その他
京都
東急ホテル

15名
会員・招待者

104名

注） 複数回開催の活動の人数は、原則 延べ人数を示す

 第10回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

平成28年10月29日

 JR東海　冬の旅企画
　　　　　　　　　　　　二条城ガイド

 平成29年1月7日
               ～ 3月17日

 平成28年7月21日
                   ～24日

 旧議場土曜講座
 平成28年10月～
　　　　　平成29年3月
　　（毎月第3土曜）

 都草10周年記念式典 平成28年10月8日

京都の歴史・
文化の紹介

 祇園祭大船鉾
  　ちまき授与ボランティア

受託事業
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