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染物・織物特集
若葉が芽吹く新緑の季節は、爽やかで華やかなも
のを身につけたくなりませんか。京紫苑ではこの
季節にぴったりの、上品でかわいらしい「染物・織
物」のアイテムをラインナップしています。西陣織の
ネクタイ、京友禅染めの眼鏡ふきなどは贈り物とし
ても喜ばれることうけあいです。

サテンストール
（手捺染）
各4,500円

サテンストール
（手捺染）　
4,100円

西陣織信玄袋
5,500円

西陣織小袋
2,700円

西陣織長財布　
各3,500円

西陣織ミニ巾着
各2,500円

京友禅染「おふき」
（眼鏡ふき）
各1,500円

西陣織
ネクタイ
各7,000円

西陣織
バッグ　
18,000円

※価格は全て税抜きです。商品売り切れの際は、ご容赦ください。

ミュージアムショップ京紫苑で当日5,000円（税抜）以上お買上げのお客様に、みやこめっせ駐車場１時間
分のサービス券を進呈いたします。お車でお越しの際は、駐車券をご持参のうえ、店頭でお申し出ください。

　　みやこめっせ駐車場サービスについて
お買上げ500円毎に1ポイント加算。30ポイントで、店内でご利用いただける500
円相当の商品券を進呈。有効期限なし、入会金は無料。詳しくは、店頭まで。

　　ミュージアムショップ京紫苑ポイントカードご入会のご案内

多彩な伝統工芸品を一
堂に集め、体系的に紹
介。
制作過程のパネルや映
像による説明など、伝統
工芸の美と技の世界に
触れていただけます。

常設展示場

5月5月
有 料

観覧無料

観覧無料

職人の実演

ギャラリー

摺型友禅染体験コーナー 月～土曜、祝日は団体のみ（要予約）　日曜は随時受付（9：30～ 16：00）
その他の体験もお問合せください。

紋章上絵、京象嵌、綴織、和ろうそく絵付（予定）
※実演日時はWebをご覧ください。

京の木工芸展 生活のなかの木のぬくもり
会期 開催中～5月26日（日）　9：00 ～ 17：00

京都伝統産業ふれあい館 / ミュージアムショップ 京紫苑

■ミュージアムショップ 京紫苑 お問い合わせ 

■京都伝統産業ふれあい館　お問い合わせ 

京都市勧業館みやこめっせ地下１階

■ 開館時間　9:00～17:00

■ 休館日　　８月中旬２日間
　 　　　　　年末年始

京都伝統産業ふれあい館
京の伝統産業を一堂に集めた産業と文化と人の交わる空間

〒６０６-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1（京都市勧業館「みやこめっせ」地下1階）

老舗の伝統工芸品から季節を彩る和雑貨
まで、京都の魅力あふれる商品をお買い
求めいただけます。お気軽にお立ち寄り
ください。

TEL 075-762-2671 URL https://www.miyakomesse.jp/premise/kyoshion/

TEL 075-762-2670 URL https://kmtc.jpFAX 075-761-7121

600
300

ロームシアター京都・細見美術館・平安神宮・京都市美術
館・京都国立近代美術館・京都市動物園がすぐ近く！
駐車しやすい広めのスペースも魅力の便利な駐車場です。
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 3F 第3展示場

 2F 美術工芸ギャラリー

 1F 第2展示場

 B1F 第1展示場／特別展示場／日図デザイン博物館

平成31年4月1日現在

滋賀県大津市山百合の丘17番地
0120-023-138
0120-138-012
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イザヤビジネスツールズ（株）

5
月M

ay

会　期 イベント名 時間 会場 内　容 主催・お問合せ

1日㊌・㊗～
5日㊐・㊗ 第37回春の古書大即売会 10：00

～

16：45
1F

京都を主に40店の古書店が選りすぐ
りの古書を販売
最終日は16：00まで

京都古書研究会
080-6141-7925
sanmitu@mbox.kyoto-inet.or.jp
http://koshoken.seesaa.net

2日㊍・㊗～
4日㊏・㊗ 第23回京都刀剣まつり 9：30

～

16：40
B1F

刀剣・刀装具・刀剣用品などを展示
即売。全国から約20店舗が出店。会
場横の工芸実技室でも実演、講座な
どを開催
初日は11：00～、最終日は16：00まで

京都刀剣まつり実行委員会
075-811-4645
hashimoto@kurayahashimoto.
com

3日㊎・㊗～
5日㊐・㊗ 第66回 全日本居合道全国大会 9：00

～

17：00
B1F 居合道演武大会 全日本居合道連盟

11日㊏ 第３回 京都認定こども園
就職フェア2019 in みやこめっせ

12：00

～

15：30
1F

京都府・京都市の認定こども園で働
きたいと考えている学生、保育教
諭・栄養士や看護師対象の就職フェ
ア

全国認定こども園協会 京都府
支部
06-6391-0541
tamura@bellsante.co.jp
https://hoikucollection.jp/
navi/2020/event/kyoto0511_
fair.php

11日㊏・12日㊐ ミキハウスファミリーセール in 京都 10：00
～

17：00
1F 自社商品の展示・即売会

最終日は15：00まで

ミキハウスファミリーセール運
営事務局
072-991-5863
https://www.mikihouseland.jp/

12日㊐
アーキエムズプロデュース
自転車マナーアップフェスタ  
in Kyoto

10：00

～

16：00
B1F

自転車の利用マナーや交通ルールを
家族で楽しみながら学べる参加型・
体験型イベント

京都市、京都府警察、㈱アーキ
エムズ
075-222-3565
http://kyotojitensha.jp/

12日㊐ 日本伝統俳句協会
2019年度 関西支部大会 有料

10：00

～

17：00
B1F

日本伝統俳句協会 関西支部の俳句大
会
有料：参加料2 ,000円

日本伝統俳句協会 関西支部
西村やすし
090-2355-1167
yn13616@kcn.jp

18日㊏ ONE CAREER EXPO  
in KYOTO

13：00

～

18：00
B1F

一流企業内定者がオススメする、人
気の外資系・日系企業が揃う特別イ
ベント

株式会社ワンキャリア
03-6416-4088
events@onecareer.jp
https://onecareer.co.jp/

18日㊏・19日㊐ 市民リフォーム祭 10：00

～

17：00
1F

築20年以上の方必見！大展示場で有
名メーカー24社の設備品や素材が１
度に見比べられる、お家に役立つ情
報満載のリフォームイベント

株式会社ハウスドゥ アップリ
フォームジャパン
0120-6-12120
call@housedo.co.jp
https://upreform.jp/
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会　期 イベント名 時間 会場 内　容 主催・お問合せ

1日㊏・2日㊐ BitSummit 7 Spirits
（ビットサミット・セブン・スピリッツ） 有料

10：00

～

17：00
3F

2013年より開催されているインディ
ーゲームの祭典「BitSummit」
有料：中高生1 ,000円、一般2 ,000円

BitSummit 実行委員会
https://bitsummit.org/

2日㊐ ComiCon 京都 有料
11：00

～
15：00

B1F
アマチュアによる自費出版コミック
の展示即売
有料：600円

ComiCon
http://www.comicon.co.jp/

5日㊌～8日㊏ 第38回 全国和紙ちぎり絵 京都サ
ークル展

10：00

～

17：00
B1F

サムサイズから30号作品まで約100点
のオリジナル和紙ちぎり絵作品を展
示
初日は12：00～、最終日は16：00まで

全国和紙ちぎり絵 京都サーク
ル
090-3975-6264

8日㊏ 進学サミット2019 12：00

～

16：00
B1F 大学・短期大学・専門学校による  

進学相談
（株）栄美通信 大阪支社
06-6342-7744
https://www.eibi-navi.com/

9日㊐ 2019 来て☆見て☆発見！
私学フェアKYOTO

10：00

～

16：00
1F

私学中高に在籍している生徒の発表
と学校紹介および先生方の学校別相
談コーナー

京都府私立中学高等学校連合会
075-344-0385
http://www.kyotoshigaku.gr.jp

9日㊐
同人誌即売会
「古明地こんぷれっくす
むっつめ。」 

有料 12：00

～

15：30
B1F 有志による自費出版物の即売会

有料：800円
古明地心理学研究室
info@komeiji-complex.org
https://komeiji-complex.org/

14日㊎～17日㊊ 第65回平安南画壇展 9：00

～

16：30
B1F

墨を基調とした墨彩画を楽しむ会。
額装・軸装を問わず出品
初日は13：00～、最終日は15：00まで

平安南画壇
0771-24-5147

5
月

6
月June

会　期 イベント名 時間 会場 内　容 主催・お問合せ

19日㊐ KYOTO YOGA 2019 有料
11：30

～

18：00
B1F

「今を生きる」をテーマにYOGAクラ
ス・YOGA コラボ企画・物販ブース
を展開
有料：2 ,000～3 ,500円

KYOTO YOGA 2019 実行委員会
050-3748-2909
info@kyo-yoga.com
https://www.kyo-yoga.com/

19日㊐ 女性を描く現場 有料
13：30

～

16：30
日図 人物スケッチ会

有料：参加費2 ,000円（見学無料）
野中雅郎
090-9115-1740

22日㊌ レクミー LIVE in 京都 11：00

～

19：00
B1F 関西上位大学生のための、一流企業

が集まる合同説明会

株式会社リーディングマーク
03-6712-7431
info@leadingmark.jp
http://www.leadingmark.jp/

22日㊌・23日㊍ 古裂會 第106回入札オークション
下見会

10：00

～

17：00
1F

古美術・骨董オークション出品作品
の展示および出品相談
最終日は16：00まで

株式会社 古裂會（こぎれかい）
075-254-8851
office@kogire-kai.co.jp
https://www.kogire-kai.co.jp/

23日㊍ 京都府北部７市町合同企業説明会 12：30

～

15：30
1F 京都府北部７市町内事業所による合

同企業説明会（新卒・既卒者対象）
京都府北部地域連携都市圏形成
推進協議会
0772-69-0440
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6
月

会　期 イベント名 時間 会場 内　容 主催・お問合せ

16日㊐ 第二十七回 無双直伝英信流 
居合道 全国大会

9：00

～

17：00
B1F 無双直伝英信流居合道の演武大会 無双直伝英信流正統会

16日㊐ 女性を描く現場 有料
13：30

～

16：30
日図 人物スケッチ会

有料：参加費2 ,000円（見学無料）
野中雅郎
090-9115-1740

21日㊎・22日㊏ 京都刀剣大展示即売会 10：00

～

18：00
B1F 美術刀剣の展示および販売

最終日は17：00まで

（株）コレクション情報
058-274-1960
info@samurai-nippon.net
https://www.samurai-nippon.net/

21日㊎～23日㊐ 第57回 水穂書展 10：00

～

17：00
1F

京都の書文化の中心を担う水穂会が毎年
開催している「かな書」の展覧会。代表
の日比野光鳳以下900点以上の作品を展示

書道水穂会
075-781-1325

23日㊐ 京都市・乙訓地域 公立高等 
学校合同説明会 3F 京都市・乙訓地域の公立高校が集まり、

各校の特色などを紹介

京都府教育委員会 075-414-5848
京都市教育委員会 075-222-3811
http://www.kyoto-be.ne.jp/
koukyou/cms/
http://www.kyotocity-hs.jp/

終日
（詳細未定）

招 待 イ ベ ン ト

5月
3F 第20回 葵の会
10日㊎～15日㊌
9：30～17：00［10日 14：00～］
 内容  呉服・宝飾・アパレルなどの展示販売会
 主催  和光株式会社
 お問合せ  075-223-1177
 kimono@wakou-kk.co.jp
 ＨＰ  https://www.wakou-kk.co.jp/

日図 エスタジオ・ラモ  ５月コレクション
13日㊊・14日㊋
9：00～18：00
 内容  子どもフォーマル服展示
 主催  （株）彩邑
 お問合せ  075-321-5398

1F 帯地大展観
15日㊌～17日㊎
9：00～18：00［15日 12：00～、17日 ～16：00］
 内容  呉服全般、展示および販売
 主催  株式会社 長谷川
 お問合せ  075-432-5111
 otayori@nishijin-hasegawa.com
 ＨＰ  http://www.nishijin-hasegawa.com

B1F 2020年度 節句人形新作受注会
29日㊌・30日㊍
9：00～17：00
 内容  節句人形（羽子板・破魔弓、雛人形、五月人

形）の新作展示会
 主催  株式会社フジキ工芸産業
 お問合せ  03-5439-4511
 info@fujiki-ci.com
 ＨＰ  http://www.fujiki.com

 ＨＰ  http://www.kyoyaki.jp/

5月
第12回玄游社書作展
4月29日㊊・㊗～5月1日㊌・㊗
10：00～17：00［29日 13：00～、1日 ～16：00］
 内容  社中による書作展
 主催  上田 雅堂
 お問合せ  090-8986-1044

田中純弥３D アート展
4月30日㊋・㊗～5月7日㊋
12：00～17：00［7日 ～16：00］
 内容  田中純弥の立体3Dアートの展示販売。  

有料：500円
 主催  田中純弥

おしばな絵画創作展
～四季の草花から「癒しと安らぎ」を～
2日㊍・㊗～8日㊌
10：00～17：00［2日 13：00～、8日 ～14：00］
 内容  押し花額の展示・販売、押し花小物の販売およ

び体験会（しおり作りなど）
 主催  こもれ陽散歩道～小林美代子～
 お問合せ  0740-22-5506
 flower.mk@cube.ocn.ne.jp
 ＨＰ  http://oshibanabiyori.seesaa.net/

ベルレッタ 夏の帽子展示販売会
9日㊍～13日㊊
10：00～17：00［13日 ～15：00］
 内容  ベルレッタ 夏の帽子展示販会
 主催  （有）ベルレッタ

CLAY ART COLLECTION  
～気分はヨーロピアン～
9日㊍～13日㊊
10：00～17：00［9日 13：00～、13日 ～16：00］
 内容  DECOクレイクラフト 疋田教室の作品展。粘

土でできた花や造形作品を展示
 主催  DECOクレイクラフト 上級講師 疋田尚子
 お問合せ  090-2197-3533
 thikita0729@yahoo.co.jp
 ＨＰ  http://www.rose-blanche.info/

ポジャギ・韓紙工芸作品展  
福を込めて ～복을 담아서～
15日㊌～19日㊐
11：00～17：00［15日 13：00～、19日 ～15：00］
 内容  韓国伝統工芸 ポジャギ、韓紙工芸の生徒作品

展
 主催  コリア伝統工芸協会
 お問合せ  080-3110-6427 崔弘美（チェ・ホンミ）
 ktca0407@gmail.com

京都造形芸術大学教授李庚水墨研究  
第８回「鯰の会」作品展
24日㊎～26日㊐
10：00～17：00［26日 ～16：00］
 内容  「鯰の会」会員の水墨画、墨彩画による作品制

作発表の場
 主催  鯰の会
 お問合せ  0774-20-8655

6月
第４回 筆児の会日本画展
1日㊏～3日㊊
10：00～17：00［3日 ～15：00］
 内容  京都造形芸術大学通信日本画コース2014年度卒

業生（27名）の日本画グループ展
 主催  筆児の会
 お問合せ  090-8771-5908（代表／鹿野正博）

第11回ミュゼ・ド・エトフ  
パッチワークキルト展
7日㊎～9日㊐
10：00～17：00［7日 13：00～］
 内容  ベッドカバーや小物などモダンな作品を展示。

京都・大阪の合同作品展
 主催  橘澄子パッチワークサークル

第60回京都写真連盟展
11日㊋～16日㊐
9：00～17：00［16日 ～16：00］
 内容  「季期情感」を作品テーマにした京都写真連盟

の会員による写真展
 主催  京都写真連盟
 お問合せ  0774-32-8836
 k-sano@m8.dion.ne.jp

2019年 第８回 KYOTO ART EXHIBITION
17日㊊～21日㊎
9：00～17：00［17日 12：00～］
 内容  反戦、反核、反原発の思いを強く心に持ってい

るアーティスト達の作品展
 主催  KYOTO ART EXHIBITION
 お問合せ  0463-32-8361
 miyock@mc.scn-net.ne.jp
 ＨＰ  http://www.kyotoart.net

第２回 Frame2016絵画展
23日㊐～28日㊎
11：00～17：00［28日 ～15：00］
 内容  京都造形芸術大学通信教育部 洋画コース2016

年度卒業生（33名）による絵画展
 主催  Frame2016メンバー

第７回 栞会ʼ12展
30日㊐～7月5日㊎
10：00～17：00［5日 ～15：00］
 内容  芸術表現を追求する洋画作品展
 主催  栞会’12（京都造形芸術大学通信教育部 洋画

2012年度卒）
 お問合せ  0771-24-3834
 tanakatakao1950@yahoo.co.jp


