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「町家の日 WEEK !」の間、京都市内各所で町家イベントを行います。

machiyanohi.jp

【 町家の日 WEEK ! 】

【協力】　株式会社インテリックス、株式会社エーゲル、町家ギャラリー be 京都、スプリングバレーブルワリー株式会社、シャポー RITSUKO、修美社、京町家ハウス月と、
京空間 mayuko、（特非）京町家再生研究会、京町家友の会、（一社）京町家作事組、シマ屋ステイズ、Node Collective Kyoto、日本の風、日本プラスター株式会社、京都着
物レンタル夢館、有限会社エー・アイ・シー、にこみや岳、町家でうれしいことしよう会、京都ペレット町家ヒノコ、アトリエミリュウ、錺屋、三原町家、Ratne Café、ア
トリエくるくる、すまいの雑貨店 sumao、株式会社おおきに商店、すし　ふく吉、彌榮自動車株式会社（ヤサカタクシー）、株式会社ワコールホールディングス、京ノ家、カフェ・
フロッシュ、株式会社フージャースホールディングス、（公財）奈良屋記念杉本家保存会、無名舎 吉田家、（特非）うつくしい京都、秦家住宅、長江家住宅、株式会社らくたび、
らくたび京町家（旧村西家住宅）、（株）2.5 工房　代表　山岡進、株式会社八清、若山不動産、ルームプラス、51Action、髙永株式会社、京町家情報センター
【後援】　京都市、（公財）京都市景観・まちづくりセンター、（公社）京都市観光協会、サッポロビール株式会社　　【主催】町家の日普及実行委員会

（上記は、2019.12.31 現在の協賛・協力店舗さまを掲載しており、その他はHPにて随時更新しております。）

2020.3.1[sun.] [sun.]8
町家の日普及実行委員会（京町家情報センター内）

【 所在地 】 〒604-8241 京都市中京区三条通新町西入釜座町 32

【 TEL 】075-213-1430

【 MAIL 】kyoto@machiyanohi.jp

������� 詳しくは「町家の日」のウェブで！
　　情報は随時更新中！
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大型京町家共通見学会

京都市の中心部に残る重要文化財の大型京町家5軒が協働で行う初の見学会！
自由見学とツアー見学があり、貴重な大型京町家を一度に巡ることがで
きるまたとない機会です。各おうちそれぞれの魅力を楽しんでください。

投稿写真の中から優秀作品に
ステキなプレゼントを進呈！
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町家の日フォトコンテスト

「町家の日フォトコンテスト 2020」
を開催します。あなたが思う町家の
ステキを撮って応募しよう！投稿写
真の中から優秀作品にはプレゼント
を進呈させていただきます。

【 応募方法 】

町家の写真を撮る！

ステップ 1.

ステップ 2.

ハッシュタグ
「# 町家の日フォトコン 2020」で

インスタグラムに投稿！

【 特典 1 】
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町家の日スタンプラリー

「町家の日 WEEK !」期間中に開催
される各イベント会場で「町家の日
スタンプ」を 5 つ集めて特典をゲッ
ト！特典を１つ選んでください。

3/8 までにスタンプを 5 つ集めて、
見学会の京町家へ直接お持ちくださ
い。チケットと引き換えます。

大型京町家共通見学会（3/8）
自由見学チケット

【 特典 2 】

5 つ目のスタンプを貰った会場で、
スタッフに①氏名、②住所、③電話番号
をお伝えください。後日郵送します。

【有効期限：2020.3.8】

町家の日
オリジナル起こし文ハガキ
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【 自由見学 】

5 軒の大型町家を各自で自由に巡っ
ていただきます。各町家には、案内
スタッフがおります。

日付：  3/8（日）
時間： 10:00～16:00
料金： ¥3,500
予約： 町家の日ＨＰより
TEL： 075-213-1430
   （町家の日普及実行委員会）

※ 町家の日スタンプラリー（右記）
を達成した方は、無料で自由見学
できます。

日付：  3/8（日）
時間： 10:00～13:00
料金： ¥4,800（30 名限定）
予約： らくたびＨＰより
TEL： 075-257-7321
   （株式会社らくたび）

【 ツアー見学（30名限定） 】

株式会社らくたび・若村亮 氏によ
る解説付きでご案内。京町家や京都
の町の話も、お楽しみいただけます。
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展示会「和の収納」

お待たせしました！「古道具・骨董市」

「西陣の町屋で映画上映会」

舞妓はんあそび

くみひもとんぼ玉ストラップ作り　提携：体験工房 和楽

おおきにお抹茶体験

ふく吉料理教室

Machiya Green Future Day

春の帽子作品展

「在釜かかってます」

ミニヒノコ市～里山の恵みと京町家で出会う～

漆喰と灯り展

アトリエ ミリュウ 刺繍アクセサリー展示即売会

俳句の楽しみ －俳句をユネスコの世界遺産に－

京町家改修の近年の実例紹介

SVB京都、築約100年の町家と洋館でART展示開催！

GOKANをくすぐる町家たち

にこみや岳「店主おすすめ1品サービス！」

町家で学ぶ和菓子×煎茶

雛飾り

西村豊さんの小さな写真展『こんにちは　森の小さないきものたち』

京町家 軒先 90cm チャレンジ

レトロでオシャレな活版しおりを作ろう！

Have fun 町家！

吉例ちとせ市＆喫茶「大正」

万年筆で書く「楽しい」ゆる文字（講師：宇田川一美）

小松サウンド

町家で楽しむ「はじめての骨董」

町家で個展2020「根本孝・作品展」

住みたい町家を探しに行こう！

町家の日特別イベント「大型京町家共通見学会」
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展示会「和の収納」

日本の風
（京都市北区小山上花ノ木町 55） 

3/1 ～ 3/8　10:00 - 17:00
無料／定員なし／予約不要
080-5525-3570 ／西邑（にしむら）

畳む ( 屏風 )、巻く ( 掛軸・巻物 )、折る ( 折
帳 )、閉じる ( 和綴本 ) など日本ならでは
の和の収納に注目してみました。

1

CAFÉ FROSCH
（京都市上京区東柳町 557-7）

西陣の町屋で映画上映会

3/8　16:00
参加無料（ワンドリンク制）／
定員 20名／予約不要
075-200-3900 ／定久

西陣の町屋で映画を楽しみましょう。日
本映画研究家のラウリ・キツニックが解
説します。

3

おおきにで遊ぼう！
食べよう！
体験しよう！

おおきに迎賓館　黒門中立賣邸
（京都市上京区中立賣通黒門東入役人町） 

3/1 から施設開きをする「おおきに迎賓
館 黒門中立賣邸」。舞妓さんをお招きし
て、お座敷で一緒に遊んだり、お話しし
たり。2 階では、京くみひもを使ったス
トラップ作りのワークショップを開催。
また、「すし ふく吉」では、おくどさん
で炊いたご飯でにぎるおにぎりや太巻き
の料理教室を開催いたします。普段、体
験することができない特別な“おおきに”
をお届けいたします。

4

舞妓はんあそび

3/1, 7, 8　14:00 - 15:30
¥3,000 ／定員 20 名／要予約

0120-07-0092
／株式会社おおきに商店 広報課

くみひもとんぼ玉ストラップ作り
提携：体験工房 和楽

3/7, 8　12:00, 13:00, 14:00, 15:00
¥1,000 ／各回 15 名／予約優先

おおきにお抹茶体験　※生菓子付

3/7, 8　13:00 - 16:00
￥920 ／定員なし／予約不要

ふく吉料理教室

＜太巻き＞

3/7　12:00 - 13:30
¥3,000 ／定員 8名／要予約

＜おにぎり＞
※おくどさんでご飯炊き体験付

3/8　12:00 - 13:30
¥3,000 ／定員 8名／要予約

土間の家
（京都市上京区鳳瑞町 225-14）

Machiya Green Future Day

3/7, 8　11:00 - 17:00
無料／定員なし／予約不要

町家と持続可能な社会の関連性をめぐっ
て、展示、ワークショップやトークを企
画します。エコカフェやランチと手作り
市も同時開催。

5

お待たせしました！
「古道具・骨董市」

町家ギャラリー be京都
（京都市上京区安楽小路町 429-1） 

3/7 ～ 3/9　10:00 - 15:00
無料／定員なし／予約不要
075-417-1315 ／岡元

町家ギャラリー be 京都で開催する古道
具・骨董市。ご要望に応じて、町家の日
と同時開催いたします！掘り出し物が見
つかるかも！大切に受け継がれてきた
品々を楽しみましょう。

2

シャポーRITSUKO
（京都市中京区西大黒町 336）

春の帽子作品展

3/6 ～ 8　11:00 - 18:00
無料／定員なし／予約不要
075-757-1888 ／辻

オリジナル帽子の展示、即売をします。また、
町家のアトリエで帽子教室を開いております。

6

釜座町町家
（京都市中京区釜座町 32）

俳句の楽しみ
ー 俳句をユネスコの世界遺産に ー

3/5　13:00 - 14:30
¥1,000 ／定員約 20 名／要予約
075-252-0392 ／森

俳句を通して日々の暮らしを見つめると、
そこに新たな発見や感動が生まれます。俳
句歴 40 年のベテラン福永法弘さんに、町
家で俳句の楽しみを教えていただきます。

京町家改修の近年の実例紹介

3/8　13:00 - 16:00
無料／定員約 20 名／予約不要
075-252-0392 ／森

住宅、宿、カフェ、ギャラリーなど、人
が集い、自然と寛げる町家の作り方を実
例からご紹介します。町家に関する疑問、
ご希望も気軽にご相談ください。

11

京都ペレット町家ヒノコ
（京都市中京区榎木町 98-7）

ミニヒノコ市
～里山の恵みと京町家で出会う～

3/7　11:00 - 17:00
無料／定員なし／予約不要
075-241-6038 ／井澤

ミニヒノコ市開催中。フェアトレード食
品とコーヒーの春風コーヒさんのカフェ
出店、ペレットストーブ体験など。大正
生まれの町家で一休みしませんか？

8

うま～くヌレールLABO京都
（京都市中京区市之町 170）

漆喰と灯り展

3/7, 8　10:00 - 16:00
無料／定員なし／予約不要
075-406-5031 ／鈴木

漆喰壁に映し出される美しい灯りの陰影。
町家をリノベーションした「うま～くヌ
レール LABO京都」でお楽しみください。
当日は漆喰の塗り体験も無料で体験でき
ます！

9

アトリエ ミリュウ アトリエショップ
（京都市中京区姉西町 46-31）

アトリエ ミリュウ
刺繍アクセサリー展示即売会

3/7, 8　11:00 - 18:00 
無料／定員なし／予約不要
075-203-5142 ／田中

スパンコール、ビーズなどを使ってオー
トクチュール刺繍の技法で制作した刺繍
アクセサリーの展示即売会です。お気軽
にお立ち寄りくださいませ。

10

スプリングバレーブルワリー京都
（京都市中京区高宮町 587-2）

スプリングバレーブルワリー京都、
築約 100 年の町家と洋館で
ART展示開催！

3/1 ～ 3/8　13:00 - 20:00
※日によって変更の可能性あり。
無料（飲食代は別）／定員なし
／予約不要（ただし飲食もご利用の
場合は予約をお奨め）
075-231-4960 ／岸原

京都発のクラフトビール文化を創造するス
プリングバレーブルワリー京都が、築約
100 年の町家と普段は非公開の洋館で、新
進気鋭のアーティストとコラボ・アート展
を開催。

12

まちやライブ
会場：三原町家

3/8　11:00 - 16:00
（タイムスケジュール詳細HPにて）
投げ銭／定員 25名／予約不要

オープンハウス
会場：三原町家

3/8　10:00 - 17:00 の間
ライブのアーティスト入替時に実施
無料／定員なし／予約不要

宮本町 三原町家 etc.
（京都市中京区宮本町）

GOKANをくすぐる町家たち

堀川通りを一本西に入った岩上通りの宮
本町。町家がたくさん残っていて、訪れ
る人を驚かせます。そんな町内でアコー
スティックライブやオープンハウス、飲
食・雑貨販売、アロマイベントなど様々
なイベントを開催。詳細はHPにて。

13

スパイスカレー
会場：Ratne Café

3/8
11:30 - 14:25 LO　17:00 - 19:55 LO
実費／定員なし／予約不要（通常営業）
075-812-5862 ／川本

チネイザンお腹デトックス
会場：アトリエくるくる

3/8
13:00 14:00 15:00 16:00（0.5h）
¥3,800 ／定員各 1名／予約優先
075-801-1338 ／中村

オープン sumai
会場：すまいの雑貨店 sumao

3/8　11:00 - 17:00
無料／定員なし／予約不要
075-200-3219 ／浜谷

古都のアロマクラフト
会場：アトリエくるくる

3/8　13:00、15:00（1h）
¥2,750 ／定員各 5名／予約優先
075-801-1338 ／中村

にこみや岳
（京都市中京区西錦小路町 264-3）

店主おすすめ 1品サービス！

3/1 ～ 3/8
18:00 - 23:00（LO 22:00）
075-256-1080 ／黒川

昔ながらの町家の良さを残した懐かしい
空間で煮込みとおばんざいがおすすめで
す。ご来店いただき、飲食をされる方には、
1 品サービス！飲食された方には、町家
の日スタンプも押させていただきます。

14

長江家住宅
（京都市下京区船鉾町 394）

町家で学ぶ和菓子×煎茶

3/1　① 10:00 - 12:00
　　  ② 13:30 - 15:30
￥3,500 ／定員 20 名／要予約
075-353-7512 ／高木

京都市指定有形文化財長江家住宅にて、和
菓子店 青洋の青山洋子さんによる和菓子の
お話しと実演＋ティータイム。ティータイ
ムでは煎茶についてのお話しを聞きつつ和
菓子店 青洋の和菓子と煎茶道方円流のお茶
を楽しんで頂きます。

15

京空間mayuko
（京都市下京区要法寺 445）

雛飾り

3/8　10:00 - 18:00
¥1,000 ／定員なし／要予約
075-351-0326 ／氣谷

京空間 mayuko に伝わる雛飾り（江戸、
明治、大正、昭和のお雛様）の展示。

16

関連企画①
朗読お茶会（星野裕美子、小嶋あかね）

3/1　14:00 - 15:00
定員 30 名／前日までに要予約

関連企画②
森の小さな命のお話（西村豊氏）

3/7　14:00 - 15:30
定員 30 名／前日までに要予約

秦家住宅
（京都市下京区太子山町 594）

西村豊さんの小さな写真展
『こんにちは　森の小さないきものたち』

3/1 ～ 3/7　10:00 - 16:00
大人 ¥1,000、中高 ¥500
小学生以下無料
／定員なし／予約不要
075-351-2565 ／秦

八ヶ岳の森に生きる生命の輝きをご鑑賞
ください。自然とともにあるその営みは、
人々が紡いできた暮らしのなかにも…。
森の暮らし、町の暮らし。町なかの静か
な空間で五感をみがくひとときです。

17

仏光寺御幸町 町家軒下
（京都市下京区大黒町 277）

京町家 軒先 90cm チャレンジ

3/3 ～ 3/5　13:00 - 18:00
無料／定員なし／予約不要
080-3808-8069 ／若山

築 100 年近い家の京町家軒先でささやかで
も　みてくれたひとが嬉しくなるようなこ
とを、いろんな人と一緒に作り上げていき
たいと、思っています。どうぞお楽しみに
してください。

18

開催場所未定
※後日HPにて公開

住みたい町家を探しに行こう！

3/7　13:00 - 16:00
参加無料／定員なし／予約不要
075-213-1430
／京町家情報センター事務局

実際に契約可能な京町家の賃貸・売買物
件を自由に巡っていただくスタンプラ
リーです。様々なタイプの京町家物件を
ご覧いただける良い機会です。

スタヂオ・ユニ町家オフィス
（京都市下京区高橋町 613-15）

こちら下京区仏光寺裏
おもしろ印刷派出所
「レトロでオシャレな活版しおりを作ろう！の巻」

3/7, 8
①11:00 - 12:00  ②13:00 - 14:00  
③14:30 - 15:30  ④16:00 - 17:00
¥1,500（同柄のしおり一人 5枚付き）
／各回 6名／要予約
075-353-6290 ／上山

スタヂオ・ユニは個性豊かなクリエイター
が集まるデザイン会社です。今回は昔な
がらの印刷技法「活版印刷機」を京都の
おもしろ印刷所「修美社」からお借りし、
協力のもと特別に体験できます！数種の
絵柄からしおりを選び、10 字程の活字を
選んで印刷。自分だけのオリジナルしお
りを作りましょう。おひとりでも友達同
士や親子でも愉しめるイベントです。
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ヨリアイマチヤ －五条烏丸－
（京都市下京区大堀町 491）

Have fun 町家！

3/7　11:00 - 16:00 予定
※イベントにより異なります。
075-341-6321 ／長谷川

町家ウォークラリーなど町家を楽しむイ
ベントを開催予定です。町家のご相談も
承ります。あたたかい食べ物をご用意し
てお待ちしています。詳細は HP にてご
確認ください。
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ゲストハウス 錺屋
（京都市下京区東錺屋町 184）

吉例ちとせ市＆喫茶「大正」

3/1, 8　10:00 - 19:00
無料／定員なし／予約不要
075-351-1711 ／上坂

大正建築で楽しむアンティーク蚤の市と、
ティーサロン。
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小松サウス
（京都市東山区小松町 11-29）

小松サウンド

3/7　13:30 - 17:30（受付終了 16:30）
¥2,000 ／定員 15 名／要予約
075-203-4284 ／ジャニス・テイ

茶席には音が常にお相伴しています。湯
が沸くと、畳をすり足で歩くと、音もし
ます。新声紀が聞こえるよう、小松サウ
スでカナダのサウンドアーティスト
Anne-F Jacques と茶の空間をたててみ
ます。
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旧楽只苑
（京都市東山区五条橋東 4丁目 448）

町家で楽しむ「はじめての骨董」

2/29 ～ 3/8　10:00 - 16:00
無料／定員なし／予約不要
075-882-6906 ／森川

京都東山、京都の伝統工芸 「京焼・清水焼」
の生まれたこの場所で、 骨董市を開催 
「興味はあるけど、難しくてとっつきにく
い。」 そんなあなたへ、店主がわかりやす
く 解説してくれます。 よりどり 1000 円
蚤の市も同時開催！！
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根本孝 邸
（京都市東山区泉涌寺東林町 39-67）

 町家で個展2020「根本孝・作品展」

3/7, 8　11:00 - 16:00　
無料／定員なし／予約不要
090-3285-1268 ／村田

初めて参加させて頂きます。イラストレー
ターの根本孝です。七兵衛物売り絵・ポス
ターに加え仕事以外の作品も展示します。
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サロン月と
（京都市左京区聖護院山王町 19-7）

万年筆で書く「楽しい」ゆる文字 
講師：宇田川一美

3/7　16:00 - 18:00
3/8　10:00 - 12:00
¥2,000 ／定員 10 名／要予約
075-771-2258 ／山内

文字の味わいを出せる万年筆は、きちん
としたお礼状や挨拶状だけでなく親しい
人への便りや、ちょっとした気持ちを添
える一筆箋などでも大活躍。手紙を送る
相手やようとん合わせたゆる文字フォン
トを選んで、手書きのよさを伝えてみま
せんか。
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京都着物レンタル夢館 御池別邸
（京都市中京区金吹町 472-1）

「在釜かかってます」

3/1, 7, 8　14:00 - 16:00
¥1,100 ／各日 20 名／予約不要
075-354-8515 ／金原

風情ある京町家にて茶道体験を行っていただ
きます。お気軽にフラッとお立ち寄り下さい。
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