
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29年度事業報告書
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

創立以来、事業を拡大し、成長を続けてき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、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った。新体制となった後も「都

草 わくわく倶楽部」や「京のこと語り隊」の 新事業を加えて、全体的な事業の拡大充実を図り、HP等による

広報活動も活発に行った。会員数は約390名で微増となった。 

 昨年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、都草会員がおよそ1年の予定で原稿を執筆

しているもので、内外で好評を博している。 

 

【社会連携事業】 

 美化活動は15回実施した。行事予定案内での参加募集の工夫や適切な候補先(修学院離宮・二条城等)を選定

することによって、参加者の増員につながった。 

 毎週日曜日開催の京都御苑歴史散策ツアーは、上記の「京都御苑さんぽ」他の影響もあり参加者が大幅に増

加し、年間960余名を数え、充実した活動ができた。 

 昨夏11回目を迎えた大船鉾ボランティアは、会員やその家族や友人、平安女学院・華頂大学女子学生、延べ

210余名の多大な協力を得て無事活動を完了した。その一方で、男性会員の参加増員が課題となった。四条町か

らは、感謝の言葉をいただいた。 

京都府庁旧本館で開催の観芸祭・観桜祭旧本館ツアーガイドは、女性会員の参画もあり好評だった。半年間、

都草会員6名が講師を務めた旧議場土曜講座も、昨年同様毎回即日定員オーバーと好評で、高い評価をいただい

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回探訪会を開催した。会員の京都

の歴史・文化への深い理解と知識習得に寄与した。 

 研究発表会は発表会員が固定化しつつあったが、新規の発表者２名をむかえて7回開催することができた。会

員にとり、自己実現・自己研鑽の場として貴重な場となっている。 

 文化交流部会は、伝統文化の体験を目的に菓子・寄席・和歌に関する催しを3回実施し、参加者に大変喜んで

いただいた。また、6回開催した「第7回古文書講座」や恒例の「バス研修旅行」も例年通り有意義な内容であ

った。 

 都草 わくわく倶楽部活動の一つである二条通や松原通の踏査を実施し、HPには毎回の活動記録を掲載した。

もう一つの活動である祇園祭研究会は、三若会会長の近藤浩史氏の講演等3回、粽作り体験、長刀鉾お囃子練習

見学、宵山見学勉強会、祇園祭検定問題作成とその試験実施、さらに山鉾に関する動物の種類調査の開始など、

密度の高い活動を展開し、個人のスキルアップに寄与した。 

 

【受託事業：案内業務】 

施設内案内業務としては、京都府庁旧本館旧知事室旧議場等、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などがあり、それぞれ活発な活動を実施した。一方ツアーガイ

ド業務は、JTBに加えクラブツーリズムより二条城案内を長期間受託し、御所案内も増加した。京都高齢者大学

校は、参加希望者の増加に伴い実施回数を増やすなど、先方からは引き続き高い評価を得た。 

【受託事業：講座業務】 

平成29年度に11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）の受験者は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

者や受講者からは、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）、大学コンソーシアム京都

の講座「京都検定への誘い」の講師を担当した。 

「おでかけ講座」は、井筒八ッ橋京都まちなか案内所の四方山ばなし、京都伝統工芸大学校、京都高齢者大

学校、阪急交通社「たびコト塾」で、講義や講演を行った。受講者の方々には、京都の歴史や伝統文化、行事

祭事についての講話を熱心に聞いていただいた。  

さらに、京都市・大政奉還150周年記念プロジェクト京都市運営委員会主催の～大政奉還150周年記念事業～

区民講座「私のまちの幕末維新」では、第2部「必聴！エリア散策のツボ」の講師を会員11名が担当、開催区の

市民の方々には大いに楽しんでいただいた。 

    京のこと語り隊は、パワーポイントによる講座を担当するための勉強会を、毎月1回実施した。また、受託講

座の増加に対応するために、講師および講座タイトルの募集を行った。その結果、講師は13名から25名に、講

座タイトルは50題から93題に大幅に増加した。これにより大変充実した内容となった。 

  

 平成30年3月11日、亀岡市の生涯学習施設「ガレリアかめおか」にて、小松香織理事長が、亀岡商工会議所主

催の亀岡ふるさと検定10周年記念セミナーで「NPO法人の設立と運営について」と題し講演した。NPO法人都草

の存在とその活動の意義を、改めて自覚する良い機会となった。 

 

 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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 　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

東本願寺岡崎
別院

9名 会員 25名

 第137回 美化活動 ｢常照寺｣  常照寺 9名 会員 30名

 第138回 美化活動 ｢吉田神社｣  吉田神社 9名 会員 30名

 第139回 美化活動 ｢修学院離宮｣  修学院離宮 9名 ―

二尊院 9名 会員 23名

 第141回 美化活動 「千本閻魔堂」 千本閻魔堂 9名 会員 23名

 第142回 美化活動 「西雲院」　 西雲院 9名 会員 26名

 第143回 美化活動 ｢清浄華院｣  清浄華院 9名 会員 27名

 第144回 美化活動 ｢修学院離宮｣  修学院離宮 9名 会員 38名

 第145回 美化活動 ｢真如寺｣  真如寺 9名 会員 28名

 第146回 美化活動 ｢若宮八幡宮社｣  若宮八幡宮社 9名 会員 18名

 第147回 美化活動 ｢善法律寺｣  善法律寺 9名 会員 28名

 第148回 美化活動 ｢二条城｣  二条城 9名 会員 34名

平成29年12月13日

事業内容

雨のため中止

平成29年7月26日

平成29年10月18日

実施場所実施日時

観光地等
における
美化活動

平成29年4月4日

 第140回 美化活動 ｢二尊院｣ 平成29年6月22日

平成30年1月18日

平成29年4月24日

平成29年5月16日

 第136回 美化活動
              ｢東本願寺岡崎別院｣

平成29年9月11日

平成29年11月13日

平成29年11月29日

平成29年9月26日

創立以来、事業を拡大し、成長を続けてき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、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った。新体制となった後も「都

草 わくわく倶楽部」や「京のこと語り隊」の 新事業を加えて、全体的な事業の拡大充実を図り、HP等による

広報活動も活発に行った。会員数は約390名で微増となった。 

 昨年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、都草会員がおよそ1年の予定で原稿を執筆

しているもので、内外で好評を博している。 

 

【社会連携事業】 

 美化活動は15回実施した。行事予定案内での参加募集の工夫や適切な候補先(修学院離宮・二条城等)を選定

することによって、参加者の増員につながった。 

 毎週日曜日開催の京都御苑歴史散策ツアーは、上記の「京都御苑さんぽ」他の影響もあり参加者が大幅に増

加し、年間960余名を数え、充実した活動ができた。 

 昨夏11回目を迎えた大船鉾ボランティアは、会員やその家族や友人、平安女学院・華頂大学女子学生、延べ

210余名の多大な協力を得て無事活動を完了した。その一方で、男性会員の参加増員が課題となった。四条町か

らは、感謝の言葉をいただいた。 

京都府庁旧本館で開催の観芸祭・観桜祭旧本館ツアーガイドは、女性会員の参画もあり好評だった。半年間、

都草会員6名が講師を務めた旧議場土曜講座も、昨年同様毎回即日定員オーバーと好評で、高い評価をいただい

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回探訪会を開催した。会員の京都

の歴史・文化への深い理解と知識習得に寄与した。 

 研究発表会は発表会員が固定化しつつあったが、新規の発表者２名をむかえて7回開催することができた。会

員にとり、自己実現・自己研鑽の場として貴重な場となっている。 

 文化交流部会は、伝統文化の体験を目的に菓子・寄席・和歌に関する催しを3回実施し、参加者に大変喜んで

いただいた。また、6回開催した「第7回古文書講座」や恒例の「バス研修旅行」も例年通り有意義な内容であ

った。 

 都草 わくわく倶楽部活動の一つである二条通や松原通の踏査を実施し、HPには毎回の活動記録を掲載した。

もう一つの活動である祇園祭研究会は、三若会会長の近藤浩史氏の講演等3回、粽作り体験、長刀鉾お囃子練習

見学、宵山見学勉強会、祇園祭検定問題作成とその試験実施、さらに山鉾に関する動物の種類調査の開始など、

密度の高い活動を展開し、個人のスキルアップに寄与した。 

 

【受託事業：案内業務】 

施設内案内業務としては、京都府庁旧本館旧知事室旧議場等、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などがあり、それぞれ活発な活動を実施した。一方ツアーガイ

ド業務は、JTBに加えクラブツーリズムより二条城案内を長期間受託し、御所案内も増加した。京都高齢者大学

校は、参加希望者の増加に伴い実施回数を増やすなど、先方からは引き続き高い評価を得た。 

【受託事業：講座業務】 

平成29年度に11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）の受験者は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

者や受講者からは、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）、大学コンソーシアム京都

の講座「京都検定への誘い」の講師を担当した。 

「おでかけ講座」は、井筒八ッ橋京都まちなか案内所の四方山ばなし、京都伝統工芸大学校、京都高齢者大

学校、阪急交通社「たびコト塾」で、講義や講演を行った。受講者の方々には、京都の歴史や伝統文化、行事

祭事についての講話を熱心に聞いていただいた。  

さらに、京都市・大政奉還150周年記念プロジェクト京都市運営委員会主催の～大政奉還150周年記念事業～

区民講座「私のまちの幕末維新」では、第2部「必聴！エリア散策のツボ」の講師を会員11名が担当、開催区の

市民の方々には大いに楽しんでいただいた。 

    京のこと語り隊は、パワーポイントによる講座を担当するための勉強会を、毎月1回実施した。また、受託講

座の増加に対応するために、講師および講座タイトルの募集を行った。その結果、講師は13名から25名に、講

座タイトルは50題から93題に大幅に増加した。これにより大変充実した内容となった。 

  

 平成30年3月11日、亀岡市の生涯学習施設「ガレリアかめおか」にて、小松香織理事長が、亀岡商工会議所主

催の亀岡ふるさと検定10周年記念セミナーで「NPO法人の設立と運営について」と題し講演した。NPO法人都草

の存在とその活動の意義を、改めて自覚する良い機会となった。 

 

 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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 第149回 美化活動 ｢上御霊神社｣  上御霊神社 9名 会員 36名

 第150回 美化活動 ｢光照院門跡｣  光照院門跡 9名 会員 35名

東山七条周辺 6名 主に会員 28名

新洞地区 6名 主に会員 62名

城陽周辺 6名 主に会員38名

二条城 6名 主に会員 48名

豊国神社周辺 6名 主に会員 29名

泉涌寺周辺 6名 主に会員 37名

御陵･山科周辺 9名 主に会員 44名

2名 主に会員 38名

2名 主に会員31名

2名 主に会員30名

2名 主に会員 27名

2名 主に会員 28名

2名 主に会員 41名

2名 主に会員 25名

1名
/回

会員 20名
/回

美濃方面 2名 会員 34名

15名 会員 85名

京都御苑 208名 一般 969名

二条通 8名 会員 35名

松原通 16名 会員 70名

京都観光
文化に関
する調査・

研究

　わくわく倶楽部　松原通を歩く
平成29年11月～平
成30年3月（全4回）

　わくわく倶楽部　二条通を歩く

ひと・まち交流館
京都

 第93回 研究発表会
    ｢古事記・京阪京津線｣

平成30年3月26日

ひと・まち交流館
京都

平成29年5月29日

平成29年10月27日

平成29年6月27日

平成30年2月13日

 第80回 歴史探訪会
　　 「御陵から山科へ」

 第75回 歴史探訪会
    ｢大火後の川東に祈りの街を巡る｣

 第74回 歴史探訪会
     ｢豊臣秀吉の夢、大仏の神廟、
                       その破却跡を巡る｣

平成29年4月26日

平成29年10月18日

 第76回 歴史探訪会
    ｢国史跡　車塚古墳、
          木津川流れ橋と浜茶を巡る｣

 第78回 歴史探訪会
     ｢豊臣秀吉の夢、大仏の神廟、
                       その破却跡を巡る｣

平成30年3月23日

 第79回 歴史探訪会
    ｢たっぷり堪能！　御寺泉涌寺！｣

平成29年5月23日

平成29年11月29日

平成29年9月11日

平成29年4月1日～
     （各 日曜）

平成29年4月～7月
（2回）

 第87回 研究発表会
  「室町通を歩く・
                古事記はおもしろいⅦ｣

 第90回 研究発表会
    ｢中川重麗、太子道｣

 第92回 研究発表会
    ｢平安中期に輝いた女性・
                        東海道あれこれ｣

 第11回 都草総会特別講演

　第7回 バス研修旅行
     ｢華厳寺、横蔵寺｣

 京都御苑歴史散策ツアー

　第7回古文書講座

 第91回 研究発表会
    ｢同聚院不動明王・
                       京都庭園の景観｣

 第89回 研究発表会
    ｢横書看板・歴代知事｣

 第88回 研究発表会
  ｢古写真で観る 祇園祭山鉾巡行史
                                ・稲荷信仰｣

 第77回 歴史探訪会
    ｢二条城の七不思議と七門｣

平成29年6月24日

観光地等
における
美化活動

平成30年2月20日

平成30年3月7日

歴史探訪
ウォーク

平成29年9月～平成
30年2月　（全6回）

三井ガーデン
ホテル京都四条

府庁旧議場

ひと・まち交流館
京都

ひと・まち交流館
京都

平成29年12月7日

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

平成29年4月21日

平成29年11月27日

平成29年8月24日
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4名 会員　29名

長刀鉾会所 4名 会員　16名

北村家 4名 会員　13名

浄妙山他 4名 会員　16名

府庁
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

4名 会員　15名

府庁
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

4名 会員　13名

府庁
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

4名 会員　20名

府庁
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

4名 会員　20名

４名 会員 36名

４名 会員 28名

上御霊神社周
辺

４名 会員 17名

6名 会員 54名

府庁旧知事室
等

220名
一般

15,000名

府庁旧議場 220名
一般

10,000名

平安神宮前広
場

620名 一般 多数

京都市内各所 200名
ＪＴＢ顧客

多数

東福寺 21名 一般多数

井筒八ッ橋 210名 一般多数

井筒八ッ橋 12名 一般20名/回

44名 一般 多数

50名
一般観光客

多数

50名
一般観光客

多数

50名
一般観光客

90名

京都観光
文化に関
する調査・

研究
　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「祇園祭検定問題」

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「南観音山の懸想品」

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「山鉾の動物調査」

 京都府庁旧本館に係る
    旧議場案内・監視業務

 京都東急ホテル 周辺ウォーク

京都東急ホテル

ひと・まち交流館
京都

平成29年6月16日
ひと・まち交流館
京都

平成29年4月12日

京都東急ホテル
周辺

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

三井ガーデン
ホテル京都四条

平成29年12月～

平成29年4月～
　　　　　　（不定期）

平成29年4月15日

平成29年5月18日

平成29年10月11日

平成29年11月8日

平成29年4月1日～
平成30年3月31日
（月曜日を除く毎日）

平成29年4月1日～
平成29年12月31日

平成29年11月30日

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

平成30年1月29日

平成29年7月22日

　岡崎・市電コンシェルジュ

 京都まちなか交通･観光案内所案内

平成29年4月1日～
平成30年3月31日
          (毎週日曜)

平成29年11月22日
～30日　（全7日間）

平成29年4月1日～
平成30年3月31日
     （毎月第1土曜）

 三井ガーデンホテル
     京都四条観光デスク案内

受託事業

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「瀧尾神社の龍と大船鉾の龍頭」

 京都府庁旧本館に係る
    旧知事室等案内・監視業務

 第23回 文化交流部会
    ｢和歌を楽しもう｣

  ＪＴＢまちあるき

 第21回 文化交流部会
    ｢幻の行事・
      嘉祥のお話とお菓子をいただく｣

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「祇園祭と神輿渡御」講演会

 JTB東福寺ガイド

 井筒八ッ橋 ｢四方山ばなし｣

 都草新年会

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「後祭り見学」

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「長刀鉾の祇園囃子練習」

　わくわく倶楽部祇園祭研究会
　　　「長刀鉾粽作り」

 第22回 文化交流部会
    ｢都草寄席｣

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

京都まちなか交
通・観光案内所

 井筒八ッ橋 まちなか案内所
平成29年4月1日～
平成30年3月31日
     （毎週4日間））

 京都まちなか交通･観光案内所ツアー
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

四条河原町周辺

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

平成29年9月8日
ひと・まち交流館
京都
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彌榮自動車 13名
ヤサカ社員･

会員
約25名／回

2名
ヤサカ社員･

会員
23名

京都市内 3名 一般　45名

京都市内 17名 一般 多数

6名 一般 約140名

明治大学 5名 一般 約110名

6名 一般 約1２0名

10名
一般　約30名

/回

32名
一般　約60名

/回

京都伝統工芸
大学校

15名
学生　180名

/回

阪急交通社　梅
田サービスセン
ター

20名
一般 約50名

/回

阪急交通社　梅
田サービスセン
ター

3名 一般　約180名

阪急交通社　新
宿サービスセン
ター

1名
/回

一般　約80名
/回

キャンパスプラ
ザ

6名
学生 約80名

/回

各区役所 11名 一般 多数

伏見区 4名 一般 多数

京都市内 1名/回 一般 多数

京都市内 1名/回 一般 多数

京都市内 1名/回 一般 多数

京都市内 2名/回 約30名

京都市内 1名/回 一般 多数

二条城・御所 6名 一般 多数

醍醐寺周辺 3名 一般 多数

京都市内 1名/回 一般 多数

平成29年9月24日

 京都高齢者大学校講座
平成29年4月～平成
30年3月　（全10回）

 京都新聞文化センター主催
   京都検定1級対策講座（東京）

数回　虹の会　市内ガイド

 大学コンソーシアム京都・夏期講座

 ヤサカ観光講座
　　 京都検定対策講習会（１級対象）

平成29年11月12日

　阪急交通社特別講座

 ヤサカ観光講座
　　 京都検定対策講習会（２級対象）

平成29年
　　6月～8月、11月
         （11回）

　大政奉還150周年記念事業
　　　区民講座「私のまちの幕末維新」

平成29年9月～平成
30年1月　（全11回）

平成29年11月3日～
5日

　日経カルチャーガイドウォーク

　日経カルチャー講演

　神戸新聞文化センター　市内ガイド

数回

平成29年7月～3月
（全3回）

平成29年9月16日

　クラブツーリズム仙台　市内ガイド
平成29年5月30日～
（全3日）

 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29年5月～9月
（全15回）

平成29年11月18日　醍醐もちもちぃんウォーク

平成29年10月、11月
全3回

　阪急交通社講座　たびコト塾
　　　　　　　　　　　　　　東京講演会

　各ボランティアガイド、
　　　　　　　　　　ホテル･旅館等講習

　醍醐地区協議会　醍醐寺周辺案内

 京都高齢者大学校ツアー

　阪急交通社講座　たびコト塾

　クラブツーリズム　市内ガイド

平成29年4月～平成
30年3月　　（全8回）

　祇園祭案内　（JTB、月刊京都、
　　　　　　　三井ガーデンホテルなど）

受託事業

数回

 京都伝統工芸大学校　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29年10月1日

平成29年8月12日、
13日

平成29年7月10日
 ～ 24日　（数日）

数回

平成29年10月30日
平成30年2月8日

数回

平成29年7月～3月
（全20回）

京都商工会議所

ひと・まち交流館
京都

京都高齢者大学
校河原町学舎

京都市内

数回

　京都市観光協会
　　　　　　　　　　二条城・御所ガイド

京都商工会議所
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京都御苑
京都御所

15名 一般 多数

二条城 15名 一般 多数

京都駅前広場 10名 一般 多数

京都駅前広場 21名 一般 多数

25名 一般 多数

28名 一般 多数

15名 一般 多数

二条城 7名 一般 多数

二条城 27名 一般 多数

大船鉾 会所
213名

※
観光客等 多数

6名 一般 500名

講座 15名
会員・一般

170名

注） 複数回開催の活動の人数は、原則 延べ人数を示す ※　大船鉾の会員従事者延べ人数は、52名

受託事業

京都の
歴史・文化

の紹介

平成29年4月1日～
　　　　　　4月10日

  平成29年度
　　　　　　　春の府庁一般公開 案内

  平成28年度
　　　　　　　春の府庁一般公開 案内

  平成29年度
　　　　　　　秋の府庁一般公開 案内

　二条城案内（団体予約）

 平成30年3月24日
              ～ 31日

 第11回 目指せ京都検定1級
          　　　　　京都通模擬試験

平成29年10月29日

 祇園祭大船鉾ボランティア
 平成29年7月20日
               ～24日

京都府庁旧本館

ひと・まち交流館
京都

京都府庁旧本館

京都府庁旧本館

 平成29年8月31日
 　　　　　～9月15日

平成29年10月22日
 　　　　　～11月6日

　旧議場土曜講座 京都府庁旧議場
平成29年10月～
　　　　平成30年3月
　　　　　　（月1回）

 平成29年9月16日
         ～ 12月15日

 クラブツーリズム　二条城ガイド

期間中多数　京都御苑･御所案内（団体予約）

　平成29年度
　　　　　秋季京都駅臨時観光案内所

平成29年11月18日
～26日　（5日間）

 リーフパブリケーション　二条城ガイド

十数回

　平成28年度
　　　　　春季京都駅臨時観光案内所

平成29年
　　　　4月1日、2日
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