さらさらとは？

く

無鄰菴の施主 山縣有朋が詠んだ歌﹁さら

と木がくれつたひゆ

く水の流れの末に魚のとぶみゆ﹂にちなんでいます︒無鄰菴を途切

は﹁苔の青みたる中に名もしらぬ

つてこの無鄰菴を建てた山縣有朋

来に育む流れとなりますように︑名づけました︒

れることなく流れるせせらぎのように︑ここでの出会いが庭園を未

か

草の花の咲出たるもめつらし﹂と詠み

ました︒言ってしまえば雑草とも呼べ

る野の花を︑摘み取ることなくその自

然の有り様のまま有朋が愛でていたこ

とが園内の石碑の言葉から読み取れま

す︒無鄰菴ではそれに基づき︑主に庭

種類を育成管

月まで︑庭師が手で

園の中央の芝地の中で野花を味わえるように約

理しています︒寒さ真っ盛りの時期から

50

Gardener’ s view

庭 師 のま な ざ し

あることです︒それまでの池や滝な

てきます︒池底の掃除も楽しくなる季節です︒

ウンドデザインがされているのです︒そんな流れには鳥や魚が集っ

ります︒それもすべて意識的に配置された瀬落ちのなせる技︒サ

母屋の中から聞く音と︑庭の中に立って聞く音では趣が全く異な

が心地よく響いてきます︒また︑
音にはいろいろな表情があります︒

流れ︒無鄰菴の庭ではどこにいても水音

小川のように豊かなせせらぎを響かせる

どの象徴的な水の使い方に加え︑まるで

明

治のお庭の大きな特徴は﹁流れ﹂が

を想って︑芝地で黙々と仕事をする姿が見えることでしょう︒

真のような情景が現れます︒春まだ浅いこの時期には満開の花

す︒気の遠くなる仕事ですが︑ゴールデンウィークの頃には写

ひとつひとつ残すべき芽とそうでないものをより分けていきま

3

23
2018

春はすぐそこ、
庭はもう
目覚めています。

無鄰菴「フォスタリング・メンバーズ」
ご入会のお誘い 〈入会費無料／年会費無料〉

庭園を楽しむプログラム情報をいち早くお届けし、日本
庭園ファンのみなさまに交流の場をご提供いたします。
●入会方法
無鄰菴管理事務所 075-771-3909 までお電話。
もしくは無鄰菴 HP（https://murin-an.jp/members/）のフォーム
よりお申込みいただけます。

「無鄰菴フェローズ」になりませんか？
フェローとは仲間たち、とい
う意味です。庭園と市民の新
しい関わり方を、この無鄰菴
からご一緒に創り出しましょ
う。ボランティアスタッフとし
て無鄰菴という庭を共に育ん
でいただけるお仲間を探しています。あなたが無鄰菴で活
躍してみたい、これならできる、と思うお仕事を提案して
ください。無鄰菴が現在必要としている受付中のお仕事
は以下の通りですが、皆様のご提案次第でその幅を広げ
ていきます。無鄰菴が思いつかないお仕事、ぜひご提案
ください。
●申込方法

【会員特典】

無鄰菴管理事務所 075-771-3909 までお電話。
無鄰菴 HP（https://murin-an.jp/contact/）のお問いあわせフォーム

1. イベントや講座情報の先行告知
2. メールマガジン配信：日本庭園をより楽しむための情報

満載です

よりお申込みいただけます。その際、希望内容、氏名、電話番号も
記載いただけますようお願いいたします。

3. 交流会へのご案内：無鄰菴最高のひと時を特別にご用意

【受付中のお仕事】
イベント写真撮影フェロー、お呈茶フェロー、など

4. 特製エコバッグプレゼント
（非売品）

【ご活躍までの流れ】

フォスタリングって？

・面談にてご提案をヒアリング→フェロー選考
>> お仕事内容により必要な研修→現場でスタッフと共に活躍

しています

「育む」という意味です。日本庭園はとても長い時間、そこにあ
り続けます。無鄰菴は京都の中ではまだまだ若い方の庭園です
が、それでも 120 年の時を経ています。こうした庭園は、日々
大切に育んでいこうとする人々がなければ、その空間を庭とし
て保っておくことはできません。池の護岸は崩れ、木は伸び放
題になり借景も失われます。庭に集うことも、庭を育むことに
つながります。この無鄰菴を育むメンバーに加わりませんか？
心の中にいつも集える庭園があるのは、素晴らしいことです。
※イベント情報のご案内につきまして、メルマガではなく、ダイレクト
メール郵送をご希望の方は、チラシを二ヶ月に一度郵送します。
恐れ入りますが郵送料年間 1000 円申し受けます。

【特典】
・無鄰菴パートナーズ、及びフォスタリングスタディーズ講座に
年 3 回まで、20％off で予約可能。（人数制限あり）
・研修を兼ねた自由参加の交流会に年 4 回お声掛けします。
>> 正しい知識を身につけて、文化財の素晴らしさをアピール
して下さい！
・フェロー業務中は、休憩室のお飲み物やスナックをご自由にどうぞ。
・無鄰菴以外の文化財や庭園で行われる講座やイベントの情報を
年 3 回ご提供します。

「在釜」をご存知ですか？京都では「いまお釜を炉にかけていま、どなたでも気軽にお茶を

「在釜、
かかってます。」
お抹茶をどうぞ

曜日の午前中に実施中。お気軽に庭園解説付きのお点前を、お楽しみください。
●毎週火曜日 9:00〜12:00 ●1,000 円
（京菓匠 甘春堂 お干菓子付） ●予約不要

3 （土）

・若手庭師のお茶会 vol.4 「苔」
・ 2 月のしつらえと限定茶菓子 （立春）

4 （日）

・「山茶忌」
・「茶会のこころえ」−マナー講座

5 （月） ・野鳥ミニ講座 （マガモ）
10 （土） ・特別講座「水墨画の美に親しむ」
12 （月・祝）・特別講座「花の見方を知る」
17 （土） ・ 2 月のしつらえと限定茶菓子 （雨水）
18 （日） ・文化財講座技術編〈技術編〉vol.5
19 （月） ・野鳥ミニ講座 （ヒヨドリ）
25 （日） ・特別講座「香の楽しみを知る」
26 （月） ・野鳥ミニ講座 （コサギ）

3

彌生

如月

月 間 カレンダー

2

どうぞ」という意味で、軒先などにこのことばを書いたふだを掲げます。無鄰菴では毎週火

3 （土）

「能の楽しみを知る」vol.5 『囃子』
・ 3 月のしつらえと限定茶菓子 （啓蟄）

4 （日）・無鄰菴茶道教室
5 （月）・野鳥ミニ講座 （コゲラ）
11 （日）・無鄰菴茶道教室
12 （月）・野鳥ミニ講座 （ヤマガラ）
17 （土）・ 3 月のしつらえと限定茶菓子 （春分）
・春のスタディツアー

19 （月）・野鳥ミニ講座 （シジュウカラ）
24 （土）・庭師と学ぶフォスタリングスタディーズ
26 （月）・野鳥ミニ講座 （カワラヒワ）

無鄰菴とは
明治 29 年山縣有朋が造営した近代日本庭園の傑作。東山を主山（借景）に連続的に配された明るい芝地の空間と、琵琶湖疏水から引かれた
躍動的な流れが特徴的。美しく苔むしたモミジ林や茶室もある。四季を通じて物語性に富んだ日本庭園。ぜひお越しください。

無鄰菴 パートナーズ講座
パートナーズ講座とは？
無鄰菴という庭に心を動かされ、それを未来に向かってはぐくむ
ビジョンにご賛同いただいた若手文化人の方々がいます。その
方々と無鄰菴が手を取り合って、庭園を交差点にした日本文化の
面白みを皆さまにお伝えするプログラムです。

庭は、人が集いアクティブに利活用することで真の姿を見せてくれ
ると私たちは信じています。
みなさま、お一人お一人のご参加が庭園文化をはぐくむ一歩となり
ます。ぜひお気軽にお運びくださいませ。

「能の楽しみを知る」vol.5『囃子』 全 6 回シリーズ

Murin-an Partners

能はかつて神社仏閣や権力者の庭で演じられる庭園文化のひとつ
でした。庭空間を舞台に発展をしてきた能の楽しみ方について、
最前線で活躍する能楽師の宇高姉弟とともに学びます。
各回能の形式をなす様々な基礎要素をテーマに、季節に因んだ演
目のエピソードを交え、作品の様々な解釈をしていきます。今回
のテーマは『囃子』。囃子方は能のもうひとりの演者です。実際に
舞台で使われる楽器を手にとり、繊細な造りや音を感じ、その仕
事に迫ります。能楽師と囃子方の舞台上での呼吸の合わせ方など、
興味深いお話も直接うかがってみます！

[ 講師 ] 宇髙姉弟（うだかきょうだい）Udaka Brothers
能面作家の長女・景子（けいこ）と、
金剛流能楽師の長男・竜成（たつ
しげ）、次男・徳成（のりしげ）の
三姉弟。能楽師で能面作家でもあ
る 通 成（み ち し げ）を 父 に 持 ち、
幼少の頃より能楽と共に育つ。現
在では能楽を広めるべく、国内・
海外問わず多方面で活躍している。

●2018/3/3（土）13:00〜15:00 ●料金：5,000 円（お抹茶付き）
●会場：無鄰菴 母屋 2 階 ●定員：15 名（要予約・先着順）
『舞』厳格な型の連続で織り成される舞。扇子
vol.6 5/5（土）

の動きなどそれぞれの所作に込められた意味を能楽師
から学びます。また総合芸術として能の表現をおさらい
します。

【明治 150 周年記念

山縣有朋命日企画】

「山茶忌」‒花寄せ・七事式、花月‒
目にすることが少ない茶人たちの式法にふれてみませんか？
2 月 1 日は無鄰菴の施主 山縣有朋の命日。有朋を偲んで「花寄せ」
と「花月」の二つを行います。

「七事式、花月」イメージ

故人をしのぶときにお茶の世界で度々行われるのがこの「花寄せ」。
花寄せとは、花の多い季節などに茶室へたくさんの花入れを取り
出し並べ、それに同席する方が順次花を生けるという式法です。
またお茶には七事式というお点前の修練のために作られた七つの
式法があります。花月・且座（さざ）
・茶かぶき・員茶（かずちゃ）
・
回り炭・回り花・一二三（いちにさん）がこの七つですが、大切な
故人のなくなった命日に、今も日々修練を積んでいることをお知
らせするためにこの式法をお供えとして行なう習慣があります。
その中でも今回は「花月」を行います。竹製の五枚の札を各々が
とり、そのしるしによって、茶を飲み、茶をたて、主客交代して役
割を交互に行なう一座の式法です。この花月式は、当たった作法
をそれぞれが行わなくてはならない、難易度の高いお点前でもあ
ります。今回は無鄰菴でこれら二つのお点前を行い、解説もいた
します。
ところでタイトルの山茶とは椿の別な書き方。東山を借景に、お

千葉宗幸の「茶会のこころえ」–マナー講座
お 茶 会 の お 席 で も っ と 楽 し く、
そして堂々と振る舞いたいと思
いませんか？
懐紙を使ったお菓子のいただき
方、お茶碗の受け方などのお客
様としてお呼ばれした時の基本
的な所作を学びます。同時にお茶席ではどんなコミュニ
ケーションが行われているのか、お道具やお軸やお花、お
菓子が総合的にどのように演出されていて、主人と客人は
何を楽しんでいるのか、わかりやすく解説いたします。動
画も写真も撮影 OK ！持ち帰っての復習にも便利です。入
門編にピッタリな講座です。ご一緒に初春のお庭の中でお

茶を楽しめる無鄰菴にぴったりの言葉ですね。

茶への第一歩を踏み出してみましょう。

●2/4
（日）
14:00〜15:00
●特別観覧席 1,000 円
（要予約）

●2/4
（日）①10:00 〜 ②11:30 〜
●料金：3,000 円 ●撮影：動画も写真も撮影 OK ！
●会場：無鄰菴 母屋１階
●定員：各回 15 名
（要予約・先着順） ●講師：千葉宗幸

※無料スペースも有りますが、お点前全体をご覧いただけない可能性があります

●会場：無鄰菴 母屋１階 ●解説・お点前：千葉 宗幸、
他

【特別講座】

「水墨画の美に親しむ」
東山の景色や、季節の花を
水墨画で描けたらどれほ
ど楽しいでしょうか？
お軸や日本画でよく目に
する墨の表現。それは常に
墨と筆、紙の特性を活かし
て描かれています。今回は
実際に和紙にいろいろな濃さの墨で描いてみながら、それ
ぞれの素材の性質を感じていきます。題材は、すべての花
にさきがけて咲く「梅」。ワークショップ形式で、最後には
水墨画で和紙の絵葉書を作成し、お持ち帰りいただけます。
制作の楽しみと合わせて、水墨画の鑑賞ポイントなどをわ
かりやすくご紹介します。墨の世界、今までよりもずっと
美しく見えますよ。
●2/10
（土） ①10:00 〜 12:00 ②14:00 〜 16:00
●料金：3,500 円
●会場：無鄰菴 母屋 2 階 ●定員：各回 20 名
（要予約・先着順）
●講師：大阪国際大学 准教授 村田隆志

春のスタディツアー

《平安神宮神苑→無鄰菴→円山公園 》
京都岡崎の名勝庭園を解説付き

文化財講座技術編
vol.5『無鄰菴の表具の世界』
表具の世界の奥深さをご存
知でしょうか？巻物、屏風、
掛け軸、襖と日本の空間作
りには欠かせない表具。無
鄰菴にもいたるところに表
具の技が見られます。今回
は洋館２階の明治時代から
そのままの障壁画を観察しながら、専門家と一緒に文化財
の修復のプロセスをたどります。裏打ち紙や糊の構造を知
れば、どこかで掛け軸を目にしても今までよりももっと深
く味わえるようになります。また、講座の中では様々な和
紙に触れていただき、用途によっていかに表具師が素材を
使い分けているのかをご覧いただきます。気がつけば、身
近に隠れた超絶技巧を発見できることでしょう。
●2/18
（日）
13:30〜15:30 ●料金：3,500 円
●会場：無鄰菴 母屋 2 階 ●定員：20 名
（要予約・先着順）
●講師：菅澤茂
●ゲスト：宇佐美直治
（株式会社宇佐美修徳堂 代表取締役）

庭師と学ぶフォスタリング・スタディーズ
vol.5『野花』全５回シリーズ

で巡りながら、その手入れの考え
方や文化財としてどのように保
護されてきたのかを体系的に学
ぶスタディツアーです。今回の 3
庭園は明治の近い時代に作られ
ましたが、宗教施設、個人邸、公園として異なった機能を
持っています。それぞれの歴史的な意義や成り立ちの違い
を学びます。また、日々の庭園管理と、約 30 年周期で行わ
れる定期修理に分けて、京都市が行っている名勝庭園の保
存管理の方針を実際に庭園を見ながら学びます。美しい庭
園を 100 年保つには一体誰がどうしているのか？専門家と
一緒に歩いて確かめてみましょう！
●3/17
（土）13:00 〜 16:00 ●料金：3,500 円
●20 名
（要予約・先着順） ●集合：平安神宮 応天門前

無鄰菴担当庭師とともに、日本庭園の育成管理を学ぶ連
続講座です。実演を交えながら庭師の技やその根底にあ
る姿勢、心構えなどについてお話します。名勝庭園は一
日にして成らず。時間をかけた庭のはぐくみに触れるこ
とは、庭園そのものをより深く理解し楽しむことにつな
がります。

野鳥ミニ講座

今回は無鄰菴の一番の特徴といえる野花の育成と、それ
を 育 む 芝 生 に つ い て。名 勝 庭 園 の 管 理 の 基 本 を 野 花 を

お庭では、様々な野鳥たちの水浴

きっかけに学んだ上で、春の庭園に出て、芝生の管理を

びや休息のために訪れる姿がみら

一緒に行ってみましょう！じっくり観察するともうすぐ

れます。また、木陰からは鳴き声

咲きそうな野花の芽や、苔と芝のせめぎ合いが見られま

がしますが、その鳥たちの正体は？無鄰菴とその周辺で見

す。芝生の上からはいつもとは違った無鄰菴の景色が広

かける野鳥たちの生態や習性、豆知識などを楽しくご紹介

がります。

します。野鳥の世界から見た庭園、また違った見方を楽し

●3/24（土）14:00〜16:00 バイリンガル対応可能
●料金：3,500 円 ●会場：無鄰菴 洋館
●服装：芝地に入りますのでスニーカーもしくは靴底が柔らか
く平らなものをお持ちください。
●定員：20 名
（要予約・先着順）
●講師：出口健太 無鄰菴担当庭師

めますよ。ご参加の方には、限定 20 名様に無鄰菴特製の野
鳥の絵葉書をプレゼント！
●2/5 マガモ、2/19 ヒヨドリ、2/26 コサギ、3/5 コゲラ
3/12 ヤマガラ、3/19 シジュウカラ、3/26 カワラヒワ
●開催時間 毎回月曜：14:00〜14:30（2/12 の祝日は除く）
●料金：無料 ●予約不要 ●会場：無鄰菴 母屋１階
●解説：無鄰菴スタッフ平野友昭

次回シリーズは
2018/5/12, 7/14, 9/8, 11/10, 2019/1/12, 3/9 に決定！

若手庭師のお茶会
vol.4『苔』 全土曜日
無鄰菴ではたらく新人庭師 千葉
幸司は、実は裏千家宗名 千葉宗
幸でもあります。彼が庭の使い手、
作り手、両方の立場からの目線
で半東役をつとめ、ひねりを効
かせた本格的なお茶会を連続開
催します。2 月のテーマは冬にも豊かな表情を見せるお庭
の主役「苔」。無鄰菴には約 80 種類もの苔があります。街
中とも自然とも違う、庭という特殊な空間で、琵琶湖疏水
のせせらぎの豊かな水分のもと、苔にとって大変良好な環
境がここにあります。ゆっくりと苔を眺めながらお茶室へ
向かう園路もひときわすっきりと美しい冬の終わり。春を
想ってご一緒に今この時のお庭を味わいましょう。
●2/3
（土）
①10:00 〜 ②11:00 〜 ③13:00 〜 ④14:00 〜 ⑤15:00 〜
●料金：3,500 円 ●会場：無鄰菴 茶室（待合は母屋２階）
●定員：各回 6 名（要予約・先着順） ●半東：千葉宗幸
●協力：京菓子司 末富

4/7「野花」，6/2「雨」 全土曜日
【特別企画 松栄堂 × 無鄰菴】

「香の楽しみを知る」‒vol.2 初春の庭‒
古来、日本の「香り」は宗教儀礼
や生活空間で人々の心に寄り
添ってきました。
また、情緒溢れる日本の四季や
古典文学と結びつきながら、豊
かな感性をも育んできた香りの
世界。このシリーズ「松栄堂×無鄰菴『香の楽しみを知る』」
では、自然の香木を、聞香スタイルで体験しながら、香り
の世界に踏み込みます。
今回のテーマは梅。春一番の香りを運んでくる梅の物語を、
香りの世界に感じてください。
●2/25
（日）
14:00〜16:00
●料金：4,500 円 お抹茶・和菓子付き ●会場：無鄰菴 母屋 2 階
●定員：17 名
（要予約・先着順） ●ご案内：香老舗 松栄堂 畑元章

4/29（日）vol.3 春から夏へ

無鄰菴茶道教室

【特別講座】

「花の見方を知る」
無鄰菴の床の間にはいつもお花
をいけています。今回は、この
お花を日々いけているしつらえ
スタッフが講師となり、皆さま
にお花の見方、活かし方をお伝
えします。これから先、いけば
なを見た時にもっと楽しめるようになるでしょう。いけて
あるお花っていつも意外性があって素敵ですが、形の美の
追求のみではなく、そこには庭園と同じように自然に対す
る考え方があります。また、山から摘んできた花と、お花
屋さんのお花も素質が違います。講師のデモンストレー
ションをまじえながら、こうした基本的な花の見方、花の
活かし方を学びましょう。
●2/12
（月・祝） ①10:00 〜 12:00 ②14:00 〜 16:00
●料金：3,500 円 ●会場：無鄰菴 母屋 2 階
●定員：各回 20 名
（要予約・先着順）
●案内：無鄰菴しつらえスタッフ 荒木泰子

2-3 月のしつらえと限定茶菓子
無鄰菴を潤す琵琶湖の水は、雪
水から雨水へとかわる頃。本格
的な春の訪れにはまだ遠く感ず
る陽気が続きますが、そろそろ
冬ごもりしていた生き物たちが
庭の土より顔出す季節となりま
す。そんな無鄰菴の母屋茶席に

※写真はイメージ
お菓子は毎回変わります

て、以下の日程で二十四節気にあわせた特別なしつらえと
この日限定の生菓子を提供しております。いつもより少し
だけ贅沢な時間を無鄰菴で過ごしてみませんか。
●予定：立春 2/3( 土 ) 雨水 2/17( 土 )
啓蟄 3/3( 土 ) 春分 3/17( 土 )
●各限定 30 席・1,000 円（お抹茶、
特別茶菓子付き）
●予約不要

お問合せ、各プログラムの参加お申込
お問合せ、プログラムご参加希望の方はこちらからお申込、
クレジットカード決済をしていただけます。

・無鄰菴公式 HP https://murin-an.jp/events/
・お電話の場合は 075-771-3909

＊恐れ入りますが、無鄰菴の予約制のイベントにつきましては、全て参

お客様の作法、おもてなしする

加料は前払いです。

側 ( 亭 主 ) の 作 法、着 物 の 着 方、

お電話の場合：予約時に以下の振込先へご入金くださいませ。

お道具の知識、お庭の見方をわ

インターネット申込の場合：無鄰菴公式 HP よりお申込いただきクレ

かりやすくお伝えします。初心
者から上級者までどなたでもお
気軽にお越しください。
●3/4,11（日）一日のうち入場退出自由
●開催時間 9:00-12:00, 13:30-16:30
●料金：1,500 円 ●予約不要
お二階は建物保存上一度に 20 名様までとなっております。

ご入場までお待ちいただく場合がございます。

ジットカードでお支払いをお願いいたします。
＊大変恐れ入りますが、お席に限りがあるため講座開催の二週間前まで
に支払が確認出来ない場合は自動的にキャンセル扱いとさせていただき
ます。
＊開催一週間前以降のキャンセルにつきましては、全額のキャンセル料
を頂戴いたします。

［振込先］ ・銀行名 三菱東京 UFJ 銀行 ・支店名 聖護院支店
・預金種別 普通 ・口座番号 0130202
・口座名義 植彌加藤造園株式会社

施設 貸し切り

Facility Rental

お 庭 ガイド

Garden Tours

母 屋 二 階 Main Building 2F

庭園コンシェルジュガイド Guided Tour by a Garden Concierge

茶話会に、仕出しを頼んでパーティーに。
読書の時間に…。

庭園の歴史や、
見どころを聞きながら、
お庭めぐりはいかがでしょう。

For a tea party or a small gathering with Japanese
catering!
Or perhaps just for your quiet reading time?

茶 室 Tea House
お茶会やキモノの会、写真撮影にも！
お道具の貸し出し可能。
For a tea party, a get-together in Kimonos or a
photo shoot?
Tea utensils rental available upon request.
［料金・一箇所あたり］Rental Fees /each facility

9 :00 –12:00 ……………… ¥3,080

12:00–17:00 ……………… ¥3,600

9 :00–17:00 ……………… ¥5,140

特別ライトアップ鑑賞プラン
Illuminated Murin-an Garden at Night - Special Viewing Plan

ライトアップされた名勝庭園で豊かな時間を
過ごしませんか？
Experience the illuminated unique beauty of the
acclaimed Japanese garden!
［料金］Fees

閉場後から最大22時まで……¥300,000
after visiting hours till 22:00

◎時間：約 60 分 ◎要予約
◎料金：¥10,000 ※英語ガイドは ¥20,000
Enjoy an in-depth tour of the gardenʼ s scenic points, history, and more.
・Time: approx. 60 minutes
・Fee: 20,000 yen/English *Reservation required

庭 師 ガ イ ド Special guided tour by a Garden Craftsman
日頃から無鄰菴の庭園をお手入れをしている庭師がご案内する
本格的なコースです。（庭師に加えて案内スタッフ 1 名付）
◎時間：水曜・木曜・土曜 10:00-16:00
（最終開始時間 15:00）うち 60 分間をご指定ください。
◎二週間前までに要予約
◎料金：¥30,000 ※英語通訳は ¥20,000
Enjoy a special guided tour by one of our garden craftsmen with
general as well as speciﬁc information on the garden's nurturing and
fostering methods. (An additional garden guide included)

・Hours : Wednesday, Thursday and Saturday 10:00-16:00 (Last tour
starts at 15:00) Please request one hour time slot.
・Reservation at least two weeks in advance required.
・Fee: 30,000 yen/Japanese (20,000 yen additional charge for
English interpreter)

10 分 ガ イド

Free Garden Tour by Murin-an Staff

無鄰菴のスタッフがお庭を楽しむ豆知識をお伝えします。
どうぞお気軽にお声がけください。
◎時間：約10 分 ◎予約不要 ◎無料

Our staff offer 10 min garden tours free of charge. If you are
interested, please request at the reception.

お点 前 体 験

Tea Ceremony Course

庭園内のお茶室で、お抹茶体験。もちろん、お作法についても学べます。お茶の世界から見た
無鄰菴についての学芸員ガイド付き。所要時間１時間。いずれもバイリンガル対応可能です。

◎時間：2、3 月は要予約
◎基本料金：5,000 円（お抹茶代 600 円、茶室利用料、入場料含む）各回先着４名

Enjoy a traditional Japanese tea ceremony in the gardenʼs Tea
House. All steps and manners will be explained.
・Time: approx. 60minutes.
・Fee:5,000yen/Person
. Reservation required during February and March.

無鄰菴窓口もしくは お電話、 e メールにて承っております。 tel.075-771-3909（受付時間 8:30–17:00 ）

お問い合わせ・ご予約

Murin-an Administrative Office Tel &Fax: +81-75-771-3909

Contact & Inquiry

murinan-yoyaku@ueyakato.co.jp

平安神宮

Heian Jingu Shrine

ri

開場時間 Opening Hours

岡崎通

東山

Jingu-michi

Niomon-dori

神宮道

東大路通

仁王門通
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ira

ka
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通

二条通

卍 南禅寺

無鄰菴

地下鉄東西線 Subway Tozai Line

交通のご案内 Access
●

京都市営地下鉄東西線：蹴上駅から徒歩約7 分

●

京都市バス：
「神宮道」
または
「岡崎公園 美術館・平安神宮前」
下車、
徒歩約10 分

●

京都市バス（京都岡崎ループ）：
「南禅寺・疏水記念館・動物園東門前」下車、
徒歩約4 分
タクシー：JR 京都駅より約 20 分 ※駐車場はございません

Kyoto City Subway Tozai Line : 7 minutesʼ walk from Keage Station
● Kyoto City Bus : 10 minutesʼ walk from “Jingu-michi ” or “Okazaki Koen/Bijutsukan,Heian Jingu-mae”
● Kyoto Okazaki Loops : 4 minutesʼ walk from “Nanzenji/Sosui Kinenkan/Dobutsuen Higashimon Mae”
● Taxi : 20 minutes from JR Kyoto Station *No parking lot
design: Masae Kobayashi

7–8 月 July.–Aug.

7:30–18:00

9–10 月 Sept.–Oct.

8:30–18:00
7:30–17:00

12–3 月 Dec.–Mar.

三条通

Keage
Station

●

8:30–18:00

11 月 Nov.

Murin-an

蹴上

●

4–6 月 Apr.–June

8:30–17:00

閉場時間の 30 分前までです。
※最終入場は、
*Last entry 30 minutes before closing.

入場料 Admission Fee

お一人様 / Adults ¥410

※市内在住の70 歳以上の方、障がい者手帳保持者、未就学児は無料
* Free entry for children under 6

無鄰菴管理事務所

Murin-an Administrative Ofﬁce

〒606 - 8437 京都市左京区南禅寺草川町31 番地
31Nanzenji Kusakawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606 - 8437

TEL &FAX 075-771-3909

URL www.murin-an.jp

制作・企画 : 無鄰菴 指定管理者

植彌加藤造園株式会社
U E Y A K A T O
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