●特別公開期間：2/9( 土 )、10( 日 )、11( 月・祝 )
●1 日 3 席 17:30〜、
18:30〜、
19:30〜( 各席 2 時間 )
●料金：23,000 円 / 人 ●会場：瓢亭 別館／無鄰菴 母屋 2 階
●定員：各席 20 名 ( 要予約・先着順 )
●監修 / 解説：嵯峨嵐山日本美術研究所 学芸課長 岡田秀之
●協力：京あそび ●ゲスト：中村ローソク 田川広一

山縣有朋命日企画「山茶忌」

炭火で味わう明治の空間と、有朋自筆の掛け軸解説
2月1日は無鄰菴の施主山縣有朋
の命日です。この日にちなんで、毎
年無鄰菴では有朋を偲び、無鄰
菴で過ごされた時間に思いをはせ
る企画を実施しています。今年は
なんと、無鄰菴主との記載のある有朋自筆の掛け軸を収集しましたので、
床の間にかけ、そちらの内容を学芸員が解説。合わせて寒い冬を炭火で暖
をとっていた明治を想い、炭火を使って茶の湯を沸かし、ご一緒にお抹茶
を召し上がっていただきます。充実したタイムスリップとなることでしょう。
●2/3
（日）
13:00〜、15:00〜 各 90 分 ●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：重岡伸泰 ●茶道解説：千葉宗幸

「水がつなぐ世界の庭園文化」
【特別講座】

無鄰菴 パートナーズ講座

宇髙姉弟のお能講座 全 5 回・最終回
第５回『切能』
‒ 融、紅葉狩、土蜘蛛、羅生門、石橋 ‒
舞や衣装、そしてお囃子と、能は日本の
総合芸術です。能には主人公の属性に
応じて大きく五つのジャンルがあります。
それを五番立といい、これらの理 解が、
能という芸能の理解への近道でもあります。
実演を交えて立体的に能の世界をお伝えします。今回のテーマは
切能。鬼や天狗をシテとする演目。動きが激しく囃子には太鼓が
入り、テンポも早いものが多く、にぎやかで壮快なところも楽しめ
ます。
●3/23（土）14:00〜16:00 ●料金：5,000 円
●会場：無鄰菴 母屋 2 階 ●定員：20 名（要予約・先着順）

[ 講師 ] 宇髙姉弟（うだかきょうだい）Udaka Brothers

ペルシャの庭から見た無鄰菴

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。

世界の庭園と日本庭園の共通点を知り、
日本の空間の特徴を再認識する講座です。
シルクロードを越え、遠くペルシャ文化圏
のイランの庭園と、無鄰菴をつなぐ水の

無鄰菴ティースクール

使い方とは？講師のジャハルナさんは、
ウォーターコスモロジーと名付けて水の

全１０回

文化を世界的な視野で研究する傍ら、水がもたらす形態を織物に生かす

お茶で心を和ませる人になりましょう‒ 第９回・１０回

テキスタイル作家でもあります。ウォーターコスモロジーと名付けて行わ

お茶は充実したライフスタイルをもつ上でとても

れた研究の成果と作品制作の両面から、お話しいただきます。
●2/10（日）14:00〜16:00 ●料金：無料（入場料別）
●会場：無鄰菴 洋館 ●定員：20 名（要予約・先着順）
●講師：モジュガン・ジャハルナ 神戸芸術工科大学 研究員
※講座は日本語で行います。

【茶の湯 短期集中講座】

薄茶の客をパーフェクトにする！
三日間連続の短期集中講座。茶会へ行った際のふ
るまいを完璧に習得します。これでどこのお茶会に
呼ばれても大丈夫！三日間の講座の内容は基本的
に同じ内容を繰り返しおこなう反復練習。どの枠

からの参加も大丈夫です。春の茶会に向けて、一緒にがんばりましょう！
※扇子、懐紙、菓子切り等はお持ちください。窓口で一式 500 円にてレンタル
もしくは販売（男性用 4,000 円、女性用 3,800 円）も可能。
●2/22（金）
、23（土）、
24（日）13:00 〜 16:00
●料金：10,000 円（3日間） ●会場：無鄰菴 母屋２階
●定員：10 名
（要予約・先着順） ●講師：千葉宗幸

大切なもの。いってみればそれは生活の句読
点です。上手に句読点を打つことができる人は
きっと素敵に輝きます。
⑨ 2/17

茶道の深みを知る２

使用茶：抹茶（濃茶） 遠州流のお点前でお濃茶を頂きます。
客のふる
まいを学び、茶道の中のお茶を今まで養った自分の視点でとらえなお
しましょう。

⑩ 3/17

スタイルを身につける２

使用茶：和紅茶、番茶 1 日の終わりに何を想いお茶を淹れますか？
お香やアロマテラピーと合わせたお茶の楽しみ方もご紹介します。
身につけた確かなテイスティングあってこそのラグジュアリーな時間です。

●2/17（日）、3/17（日）14:00〜16:00 ●料金：6,500 円
●会場：無鄰菴 母屋 2 階 ●定員：20 名（要予約・先着順）

[ 講師 ] ハーブレヒツ 淡月庵 ティアス宗筅 Tyas Sōsen
ベルギーのルーヴェン大 学日本 学 科を卒 業。関 西 大 学
大 学 院 文 学 研 究 科 総 合 人 文 学 専 攻 国 文 学 専 修を修
了。外国人として最年少の遠州流茶道師範。ベルギー
人として初めての日本 茶インストラクター。国 内 外の門
下 生に茶 道を教え、日本 茶・日本 茶 文 化を原 点から捉
える様々な催し物を開催している。

庭師と学ぶフォスタリング・スタディーズⅡ
第 6 回「春」手ぼうき作り、常緑樹の落ち葉そうじ

2-3 月の季節のしつらえと限定茶菓子席

無鄰菴という庭が一年を通じてどのようにどう動い

ながら、季節のしつらえとお茶席を楽しんで

ているのかを体感できるワークを行います。無 鄰

いただけます。季節の移り変わりを五感で感

菴仕込みの技はご自宅のお庭にも適用できます

じられる無鄰菴の母屋茶席にて、二十四節気

使えます。毎回詳しい解説と庭園内での手入れ

にあわせた特別なしつらえとこの日限定の生

実習の両方実施。ぜひご参加ください！

菓子を提供しております。いつもより少しだ

●3/9（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 ●手拭きタオル、帽子、軍手
（要予約・先着順）
を各自でお持ちください。●定員：25 名
●講師：無鄰菴担当庭師 出口健太

あちこちで春の兆しを感じられる庭園を眺め

け贅沢な時間を無鄰菴で過ごしてみませんか。

※写真はイメージ
お菓子は毎回変わります

●予定：立春 2/2、雨水 2/16、啓蟄 3/2、
春分 3/16 全土曜
●予約不要
●各限定数・1,000 円（お抹茶、特別茶菓子付き、入場料別）

【連続講座】セカイから見た日本を知る
–文学作品の翻訳を通して–第２回

『エミリ・ディキンスンと組香解説』

【松栄堂 × 無鄰菴】
「庭でサロン - 香」最終回
大人気のお庭でお香を楽しむイベントシリーズの最終
回。
「香木と向き合う」ことを主眼に、サロン形式の少

日本的なるもの、とはなんでしょう？これは英語そのもの

人数で行います。1 回 30 分、じっくりと香の世界に集中

を学ぶ講座ではありません。縦横無尽に東西のテキスト

して、普段と違った感覚が研ぎ澄ましましょう。香炉の扱

を横断し、日本の文化をいつもと違った視点で見ること

い方、ききかたも丁寧にご説明いただきます。気軽に、ま

で新しい日本を知る講座です。今回はなんとアメリカのエミリ・ディキン

た一歩、新しい世界が開けます。

スンの詩を組香にします！組香とは、和歌などからテーマを設けて、それ

●2/18
（月）
10:00、
11:00、
12:30、
13:30、
14:30 各回 30 分 テーブル席
●定員：各回 8 名
（予約優先） ●料金：1,000 円
（入場料別）
●会場：無鄰菴 母屋 1 階 8 畳間 ●監修：香老舗 松栄堂

に則りいくつかのお香をたいて、その香を言い当てるゲームです。組香と、
英語の詩がどのように響き合うのでしょうか。他の回とは逆の視点で、日
本文化と英詩の出会いです。
●2/18
（月）
14:00 〜 16:00 ●料金：3,500 円
（喫茶とお菓子込み）
●会場：無鄰菴 母屋１階８畳間もしくは 2 階
●定員：15 名
（要予約・先着順）
●講師：武田雅子 アメリカ文学研究者、
大阪樟蔭女子大学名誉教授
※同日に松栄堂「庭でサロン - 香 -」も開催中。お香について理解を深めて
いただける機会です。合わせてのご参加をお勧めいたします。

今後の講座 第3回 4/13 岡倉天心「茶の本」と中国茶会 6,000円
第4回 6月予定 源氏物語、第5 回 10月予定 宮沢賢治

【アーティストの見た無鄰菴】第１回

作品展示「庭園観測」
近代日本庭園の傑作、無鄰菴は現代アート
の作家の目には、どのように映るのでしょうか？
今回は「風景」を作品制作の主題にする小川
智彦さんが、無鄰菴で昨年の秋から制作を
行った作品の展示と、ギャラリートークを実施します。普段は入ることが

「きものを知る」第 5 回・最終回 - 春の装い いろいろなきものを実際に目の前にして反物か
ら出来上がっていく過程まで学びます。着物を
自分で選べるようになるお講座です。着付けの
デモンストレーションも行います。年中行事の
装いも各種コーディネートしながら学びます。
なんとベルトなしで、サラシ１枚だけを使ったずれない着付けの方
法も実演！
●2/23（土）10:00〜12:00 ●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：荻原真衣 ●協力：呉服おぎはら
※講座後、着付け方法やお着物に関するご質問をお受けいたします。
ご自身のお着物をお持ちいただいても結構です。
ご希望の方は事前に内容を管理事務所までお伝えくださいませ。

できない母屋２階の非公開スペースから、遠く借景や庭全体を眺めな

（お庭の解説付き）
無鄰菴茶会 第 7 回「山」第 8 回「地」

がら、作品が提示する、風景を人が見ることへの問いに、思いを巡らして

手ぶらで本格的なお茶会が楽しめる千葉宗幸が

みましょう。また、どのようなプロセスと考えで制作を進めたのか、お話を

開く会。テーマは「八卦」
（はっか、はっけ）。かつ

伺います。きっと今まで知らなかった庭が見えてきます。

て人々が自然と深く結びついて生活していた頃、その

●3/3
（日）
〜3/10
（日）
9:00〜16:30
●アーティストトーク：3/9
（土）14:00〜15:00
●料金：300 円
（入場料別） ●会場：無鄰菴 母屋２階
※建築の保全のために、一度の入室は 20 名様までとなります。
●作家：小川智彦

世界観を象徴的に示した八卦は風水などにも利用

1971 年 北海道旭川市生まれ。
京都市在住。風景を主題に作品制作やワークショップを
行う。風景をどのように見ることが出来るかを作品の制作を通し探求している。近年は、
材料と工法に地域性が現れることに興味を持ち、木造和船の伝統工法による 制作にも
取り組む。
【経歴】2014・木造和船の伝統工法を番匠光昭氏に師事し学ぶ。
（富山県氷見市）
2001-02・サウスカレリア・ポリテクニックにて環境芸術の研修（フィンランド助成 :
北海道文化財団）1996・北海道教育大学大学院教育学研究科 教科教育専攻美術教育
専修 修了
【主な展覧会】2017・ʻ listening, seeing, being there （ART
ʼ
CAMP TANGO 2017
京丹後市）2016・Botão Exhibition vol.5「MOUNTAIN LINE / RYOSEN」
（名古屋
ボタンギャラリー）2014・景色の自由研究（studio J / 大阪市）2013・景風趣情 - 自在
の手付き （京都芸術センター）
-

お問合せ、各プログラムの参加お申込
1 無鄰菴公式 HP より https://murin-an.jp/events/
お申込時に、クレジットカードにてお支払いください。

2 お電話より 075-771-3909

お申込後に、以下の振込先へご入金ください。

［振込先］ ●銀行名 : 三菱 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
＊恐れ入りますが、無鄰菴は明治の個人邸のため、広さに限りがございます。ご連
絡のないキャンセルを防ぎ、なるべく多くのお客様にお楽しみいただくためイベ
ントにつきましては、全て参加料は前払いです。ご理解とご協力何卒よろしくお
願いいたします。 ＊講座開催の二週間前までにご入金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。

されています。お席では、お庭の分かりやすい説明もいたします。お茶は
二服、お菓子は主菓子とお干菓子を両方お楽しみいただきます。お道具
やお菓子にも趣向を凝らした本格的なお茶会ですが、お茶の経験が少ない
方でもお気軽にご参加いただけます！
※扇子、懐紙、菓子切り等はお持ちください。窓口で一式 500 円にてレンタル
もしくは販売（男性用 4,000 円、女性用 3,800 円）も可能。

● 2/10「山」
（日）、3/3「地」
（日）
①10:00 〜 ②11:00 〜 ③13:00 〜 ④14:00 〜 ⑤15:00 〜
●料金：3,500 円 ●会場：無鄰菴 庭園および茶室
●定員：各回 6 名（要予約・先着順） ●半東：千葉宗幸
●協力：主菓子 京菓子司 末富

【特別講座】京都高低差崖会 監修！

「東山のランドスケープから見る無鄰菴」
近代日本庭園の傑作、無鄰菴。その真の奥深さ
は東山のランドスケープ全体を読み解くことから、
さらに深く理解できます。今回はあのブラタモリ!
でもおなじみの崖会の梅林さんを講師にお迎え
し、無鄰菴を囲む「庭の地形」をご一緒に解釈し
ましょう。借景となる東山や扇状地をマクロとミクロの両視点から見ると、
無鄰菴の庭園はまるで周囲の自然環境とフラクタル（自己相似的）の関係
にあるような。果たして庭園にとって自然とはなにか！？無鄰菴が新たな
表情を見せてくれることでしょう！ 乞うご期待！
●3/21（木・祝）15:00 〜17:00 ●料金：3,500 円
●会場：無鄰菴 母屋２階、庭園と近隣の散策 ●定員：各回 20名（要
予約・先着順） ●講師：京都高低差崖会 梅林秀行

明 治 の 借 景 へ 、ようこそ

己は
己 流 儀の
庭園を
つくることに
決した ︒

﹁山縣候の無鄰菴﹂續江湖快心録

近代日本庭園の傑作！無鄰菴とは？？

The Murin-an, a pioneer of
modern Japanese gardens in Kyoto.

庭園と母屋・洋館・茶室の3つの建物によって構成されており、庭園は施主山縣有

Murin-an was created by Jihei Ogawa VII (7th)

それ
明治29年
（1896）に造営された明治・大正時代の政治家山縣有朋の別荘です。

朋の指示に基づいて、七代目小川治兵衛により作庭された近代日本庭園の傑作。
それまでの池を海に、岩を島に見立てる象徴主義的な庭園にかわり、里山の風景や小
川そのもののような躍動的な流れをもつ自然主義的な新しい庭園観により造営さ
れました。
南禅寺界隈別荘群の中で唯一通年公開されている庭園で、昭和26年（1951年）

between 1894 and 1896 for the general Aritomo
Yamagata.
Designated a national Place of Scenic Beauty in
1951, it is acclaimed for the Higashiyama
Mountains being the focal point of the scenery.
Further unique characteristics are the wild lawn

に国の名勝に指定されています。洋館の2階には、伊藤博文らと山縣有朋が日露開

space and rhythmically flowing stream whose

戦に向けて話し合った「無鄰菴会議」に使われた部屋があり、当時の様子を今に

water is drawn from the Lake Biwa Canal.

伝えます。

無鄰菴「フォスタリング・メンバーズ」
ご入会受付中

「無鄰菴フェロー」になりませんか？

入会費／年会費無料

第 3 期生ご入会

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。庭は使ってこそ価値が
生まれます。皆様のご参加が、庭園文化を育みます。是非ご入会くだ
さいませ。
【会員特典】
（1）イベントや講座情報の先行告知：メールでいち早くお知らせ。
（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。
（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しています。

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
スタッフとして活動しながら、無鄰菴という唯一無二の文化財を、
保存し活用すべき生きたものとして実感しながら学びを深めます。
【活動の一例】
お抹茶サポート＝茶道の心得があるけれど、ブランクが空いて
しまった方。大歓迎です。茶道教室のサポートや、お茶会のお
水屋をお願いしています。和気藹々と楽しいチームです。

10 分ガイドサポート＝無鄰菴の庭としての価値、歴史的な価値
を充実した研修で学んでいただき、わかりやすくお客様にお伝
えします。好きな時間に好きなだけ、お庭を見ながらご案内し
ます。

※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 1,000 円申し受けます。

●申込方法：左記の無鄰菴管理事務所までお電話もしくは 無鄰菴ウェブ
サイトよりお申し込みください。

無鄰菴茶道教室

お申込期間：2019 年 10 月1日〜12月28日
研修期間 ：2020 年 1月15 日〜3 月 31日

●詳しくは無鄰菴公式ホームページまたはお電話で。

庭散歩 with キモノ

お客様の作 法、おもてなしする側（亭主）

着物を着て無鄰菴を歩きませんか？

の作法、着物の着方、お道具の知識、お庭の

呉服屋さんが用意した素敵な小紋のお着物

見方をわかりやすくお伝えします。初心者

で写真を撮るもよし、茶道教室に体験参加す
るもよし。着付けもしますので、手ぶらでおこ
しください！

から上級者までどなたでもお気軽にお越しく
ださい。袱紗や懐紙など入門に必要なもの
も販売しております。

●3/30
（土）9:00〜16:00

●2 月、
3 月の毎週水・土曜日
9:00〜12:00、13:30〜16:30（一日のうち入場退出自由）
●予約不要
●料金：まとめてひと月分 5,000 円、一回お試しは 1,500 円（入場料別）
●会場：無鄰菴 母屋１階もしくは 2 階・茶室
※扇子、懐紙、菓子切り等はお持ちください。
窓口で一式500円にてレンタルもしくは販売（男性用4,000円、女性用3,800円）も可能。
※建物保存上一度に20名様まで（茶室は8名まで）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。
※3月30日は茶道教室参加の方は「庭散歩withキモノ」にて半額でお着物のレンタル可！

週末庭園めぐり
庭 園コンシェルジュが、
ご一 緒にお庭をめぐりな
がら日本庭園の見かたや
はぐくみ方をわかりやすく
ご紹介します。他のお庭を
見たときにも参考になります。ガイドの後は、母屋で
お抹茶。一つ理解の進んだ庭園をながめながら
ごゆっくりどうぞ。
●毎週土・日曜日 1 日 2 回 11:00〜、
13:00〜
●要予約
（実施前日の 18:30 までにお申し込みく
ださい。
） ●料金：お 1 人様 ¥3,000
（お抹茶料込）
●定員：各回 20 名様まで

●予約優先
※同日開催の茶道教室参加の方は半額でお着物のレンタル可！

●料金：着物 + 半幅帯 + 足袋靴下 + 履物 4,000 円、
着物 + 名古屋 + 帯揚 + 帯締め + 足袋靴下 + お履物 6,000 円
（入場料別） 長襦袢ご利用 +1,500 円
●対応サイズ：
女性の場合 150〜170cm 男性の場合 160〜175cm
数に限りがございます。またサイズにより対応できない場合がございます。
ご要望の方はそのまま買取も可能です。販売額は応相談。提供：きもの HAUS

※鏡をご用意しますのでヘアセットはご自身でどうぞ。
※お着物は無鄰菴の中のみの着用です。

「在釜、かかってます。
」
お抹茶をどうぞ
「在釡」をご存知ですか？

冬の庭園カフェ
お庭鑑賞に
オリジナルどら焼きも！

京都では「いまお釡を炉に

無鄰菴ではお庭を

かけています、どなたでも気
軽にお茶をどうぞ」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
●予約不要 ●料金：1,000 円（京菓匠 甘春堂
お干菓子付・入場料別）

ゆっくり味わってい
ただける庭園カフェ
を常設しています!
冬の庭を眺めながら、温かいお飲み物と甘い
お菓子でおくつろぎください。
●メニュー：お抹茶（干菓子付）、ゆず茶、
しょうが和紅茶、
珈琲、無鄰菴 オリジナル
どらやき etc… ●予約不要

無鄰菴フォスタリングメンバーズ、
フェローズ限定 第４回ギャザリング

● 施設貸し切り

● お庭ガイド

母屋二階

庭園コンシェルジュガイド

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。
◎時間：約 60 分 ◎要予約
◎料金：¥10,000 ※英語ガイドは ¥20,000（入場料別）

庭師ガイド
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（入場料別）

茶室
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。

10分ガイド
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
［料金・一箇所あたり］

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
のガイド付き。
所要時間１時間。

特別ライトアップ鑑賞プラン

◎要予約 ◎基本料金 ¥30,000
◎お抹茶代 2,000 円 / 人（入場料、お茶・お菓子代）
◎施設使用料別
◎人数：6 名以上の場合要相談

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？

春になり、庭が動き出すこの頃、ギャザリング
やります！今回は特別ゲストに京都高低差崖会
の梅林さんをお迎え。東山の地形についてディー
プに語らいながら、グラスを傾けともに語らいま
しょう。名勝庭園を適正に保存・活用するとは？
この集いがはぐくみにつながりますように。お待
ちしています。
●3/21 (木・祝) 17:30〜21:00
●要予約（当日飛び込みも可能ですが、食品の
無駄を減らすため、なるべくご予約をお願いい
たします。）●料金：お一人1,500円（お飲物の
差し入れ大歓迎！スナックは無鄰菴がご用意い
たします。）●会場：無鄰菴 母屋
●特別ゲスト：京都高低差崖会 梅林秀行

● お点 前 体 験

9 :00 –12:00 ……………… ¥3,080
12:00–17:00 ……………… ¥3,600
9 :00–17:00 ……………… ¥5,140

いつも無鄰菴を心にかけてくださるメンバーズ、
フェローズの皆様、ありがとうございます。
「庭に集い、庭をはぐくむ」メンバーズ、フェ
ローズは、おかげさまで1300名を超えました。

土曜日の苔庭づくり
無鄰菴のお庭の解説を
聞き、お庭をじっくりと
観 察して、同じ種 類の
本 物の苔を使って小さ

お問い合わせ・ご予約

な無鄰菴を作りましょう!

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。

murinan-yoyaku@ueyakato.co.jp

閉場後から最大 22 時まで、詳しくは
左記連絡先までお問い合わせください。

TEL &FAX

075-771-3909（受付時間 8:30–17:00）

平安神宮

入場料 Admission Fee
お一人様 / Adults ¥410

Heian Jingu Shrine

ri

※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

Jingu-michi

Niomon-dori

東山

岡崎通

神宮道

東大路通

仁王門通

Sh

ira

ka

w

a-

do

白
川
通

二条通

卍 南禅寺

無鄰菴
Murin-an

三条通

地下鉄東西線 Subway Tozai Line

蹴上

Keage
Station

●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
●

無鄰菴公式サイト

www.murin-an.jp
design: Masae Kobayashi

てはぐくまれているのかを学びます。また、瓶
入りコケリウムを制作。お土産にどうぞ。講座
の後は、お抹茶で一休み。
●毎週土曜日 14:30〜16:00
●要予約：ご希望1週間前の土曜日12:00迄に
お申し込み下さい
●料金：お一人7,000円 英語お一人9,600円
（お抹茶料、入場料込み）
●会場：無鄰菴 洋館
●定員：20名（要予約・先着順）6名から催行
●ナビゲーター：無鄰菴庭園コンシェルジュ

4 –6 月

Apr.–June

8:30 –18:00

7 –8 月

July.–Aug.

7:30 –18:00

9 –10 月

Sept.–Oct.

8:30 –18:00

野鳥ミニ講座

Nov.

7:30 –17:00

お庭では、様々な野鳥

Dec.–Mar.

8:30 –17:00

たちの水浴びや休息の

11 月

交通のご案内 Access

●

開場時間 Opening Hours

伝統的な日本の空間がどのように庭師によっ

12 –3 月

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

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

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

L A N D S C A P E

ために訪れる姿がみら
れますが、その正体は？
無鄰菴とその周辺で見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します。
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！
●毎週水曜 14:00〜14:30 ●予約不要
●料金：無料
（入場料別）
●会場：無鄰菴 母屋１階
●解説：無鄰菴スタッフ 平野友昭

