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庭に集い、　庭をはぐくむ

さあ、出かけよう。
緑輝くあの庭へ。

庭師のまなざし
さあ、春です。庭も
動き始めます。今年
も元気に芝が育つ
時期になりました。
無鄰菴の芝は野芝

と高麗芝で、西洋の年中青い種類と違い、いずれ
も冬になると茶色くなります。無鄰菴の景色の代
表でもある芝地は、春の２週間程度の間にあっと
いう間に青 と々した姿になり、ダイナミックな季節
の変化が感じられます。4月の後半からはその中に、
ヒナギキョウなどの野花が咲きゴールデンウィーク
に最盛期を迎えます。冬の間の管理に、春になっ
た庭が応えてくれるようで、その姿は美しさひとし
おです。

Gardener’s view

「本当の夕暮れを見てから→ライトアップ！」

ゴールデンウィークは無鄰菴に行こう！初夏のホリデーを楽しむ工夫がたっぷり。
本物の京都をゆっくり味わえる空間で、お待ちしております。

●4/27（土）、28（日）、29（月・祝）　18:30～21:00  最終入場 20:30 
●予約不要　●特別ガイド 19:00、19:45 各回 15分　●料金：800円（ドリンク料別）

暮れゆく庭は素敵です。風薫る五月。まずは夕暮れの光の移り変わりを自然のままに
楽しみましょう。星が輝き出したら庭園をライトアップ。夜の楽しみのはじまりです。
アルコールもありのドリンクバーもオープン。じっくり楽しめるお庭のガイドもコンシェ
ルジュがいたします。本来の、そして新しいお庭の味わい方、いかがですか？

※写真はイメージ

Pick Upサラサラとは？ 
無鄰菴の施主 山縣有朋が詠んだ歌「さらさらと
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
園を未来にはぐくむ流れとなりますように、名づ
けました。

【ゆっくりひたる】

二階特別室の掛け軸展示

●5/3（金・祝）～6（月・休）　9:00～16:00　●予約不要　●料金：300円

通常公開していない無鄰菴の母屋二階を特別公開！さらに、床の間に山縣有朋直筆の
軸をかけ、ちなんだしつらえをいたします。二階からの眺めも絶景！二階のスタッフが
ちょっとした解説もいたします。

【プライベート感満載】

GW特別企画

母屋一階の庭園カフェ

●4/27 （土）～5/6（月・休）　9:00～16:30　●予約不要

通常メニューにプラスして、ビール700円や季節を楽しむ和菓子セット1,000円
メニューを実施。薫風とビールと輝く庭、最高ですね！

【庭をぞんぶんに味わう】

庭割引 毎月28日は「庭（ニワ）の日」！３５歳以下は無料！
【おトク】

4/28、5/28 ヤングのみんな、待ってるよ！
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4-5月の季節のしつらえと限定茶菓子席

●予定：清明 4/6、 穀雨 4/20、 立夏 5/4、小満 5/18 （全て土曜日）
●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）

◆新鮮なお料理の素材を確実にお手配いたしますため、4/21（日）23:59
にご予約受付を締め切らせていただきます。◆4/25（木） 23:59以降の
キャンセルは100%キャンセル料を頂戴いたします。◆1席が5名以下の
場合は、不催行となり、その回は実施いたしません。◆名勝庭園は敷地の
新たな造成が認められないため、駐車場のご用意はありません。恐れ入
りますが近隣の有料駐車場をご利用くださいますよう、お願いいたしま
す。◆アレルギーがある場合はご相談ください。対応できるものとでき
ないものがございます。

【プレミアムな休暇】お一人様 大歓迎！

●5/3（金・祝）、5/4（土）　 17:00～、18:30～　●完全予約制
●料金： 16,800円
●集合：瓢亭 別館（無鄰菴のはっぴを着たスタッフがお待ちしてお
ります。）　●会場：瓢亭 別館 /無鄰菴 母屋 2階　
●定員：1席 20名（6名から催行）　1席約 2時間

きらきらと輝く新緑のお庭を愛でながら、
季節のしつらえとお茶席を楽しんでいただけ
ます。季節の移り変わりを五感で感じられる
無鄰菴の母屋茶席にて、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。

青もみじゆれる和蝋燭茶会
瓢亭×無鄰菴　ゴールデンウィーク特別限定

新緑が気持ちの良い5月。南禅寺界隈にひっそりと隣り合う、言わずと
知れた茶懐石の老舗 瓢亭と山縣有朋の別荘無鄰菴。季節の味わいを
ふんだんに盛り込んで丁寧につくられたお料理を味わったあとは、広々
とライトアップされたお庭が迎える少人数の静かな茶席へ。ぶらぶらと
気ままな散策もご自由にどうぞ。両方味わうことで、南禅寺界隈の真の
深みが体感できます。きっと往時の元勲も、春の宵はこうして楽しんだ
ことでしょう。

❷7/21（日） 鎌倉～室町時代  「夢窓疎石の重要性」　❸9/21（土） 桃山～
江戸時代  「離宮庭園について」　❹11/9（土）庭園見学 金地院、南禅寺
方丈庭園 「小堀遠州とその時代」　❺2020/1/18（土）江戸～明治時代  
「七代目小川治兵衛と近代日本庭園」　❻2020/3/20（金・祝）全体総括 「庭
園の歴史的背景を生かした育成管理」　（全て14:00～16:00）

●5/18（土）　14:00～16:00　●要予約　●料金：3,500円
●会場：無鄰菴 洋館　●定員：25名
●講師：加藤友規 京都造形芸術大学教授 植彌加藤造園 代表取締役社長

①奈良～平安時代「日本庭園の幕開け」
連続講座「日本庭園通史」 全５回

日本庭園とは何か。そのはぐくみを庭師の目線
で、あるいは造園学の研究者の目線で、双方
からわかりやすくお伝えする講座。講師はこ
の無鄰菴の指定管理者である植彌加藤造園
の8代目、加藤友規。目からウロコ間違いなし。
講座の後には、お庭が急に立体的に見えてき
ます。庭ツウの方も、ビギナーの方も是非どうぞ。

◆要免許証もしくは保険証などのご年齢が確認できる証明書のご提示。
お忘れの場合は、恐れ入りますが通常料金となります。

●4/7（日）　14:00～16:00　●要予約　●料金：無料（入場料別）
●会場：無鄰菴 洋館　●定員：25名　●発表者：ビルギット・ゼヴェ
リン＆ギヨーム・ノイ＝リナウド  Studio B. Severin／ゲーテ・ イン
スティトゥート・ ヴィラ鴨川 レジデンスプログラム招聘アーティスト
●言語：ドイツ語（日本語通訳有）

欧州のデザイナーが見た 日本庭園の「そうじ」
無料公開講座

無鄰菴は、異なる文化的バックグラウンドを持つ
方々の目を通して、日本文化を再発見する公開講
座を行っています。今回は、自然と文化の関係性
をテーマに作品制作を行うデザイナーのお二人。
京都での3ヶ月間の滞在で「そうじ」の意味を追
求しました。日本では、昔から「そうじ」は単に清
潔さを保つためだけでなく、修行に通ずる精神
的な意味を担っています。これは世界的には珍し
いこと。無鄰菴で体験した「そうじ」を通して、お
二人は何を発見をしたのでしょうか!? これから
の創作にどう活かされるのでしょうか？作品展示
と写真スライドを交えた発表。お楽しみに！

●4/21（日）　14:00～16:00　●要予約　●料金：3,500円　
●会場：無鄰菴 洋館　●定員：20名　●講師：重岡伸泰　当施設学芸員

無鄰菴を訪れた明治の要人たちと天皇家
天皇陛下御即位30年慶祝事業

4月21日は無鄰菴の洋館で、日露戦争前夜
の外交方針を検討した歴史的な会議が行わ
れた日でもあります。伊藤博文、小村寿太郎、
桂太郎、そして無鄰菴の施主山縣有朋が洋
館の2階でひざを突き合わせた会合を行い
ました。この日を記念して毎年無鄰菴では
特別イベント行っています。今年は無鄰菴を訪れた明治の要人たちと天
皇家についてのレクチャーです。たとえば明治31年に当時の皇太子（の
ちの大正天皇）の行啓（訪問）を無鄰菴で山縣有朋は受けていたり…。
こんな人が無鄰菴に！と、なかなかない切り口の時代を彷彿とさせるレ
クチャーです。是非お運びください！

①一眼レフ編 ②スマホ編
無鄰菴オフィシャル写真家がコーチング ★ 庭フォト講座

写真の中でも難しいと言われる庭園写真を、初夏のお庭
を前に、無鄰菴のオフィシャルフォトの撮影を毎年担当
する相模友士郎さんがみなさまに直接コーチングします。
直接のお悩みにもご対応します。 

無鄰菴会議の日

❶一眼レフ編 5/3(金・祝) 　13:00～16:00 
お手持ちの一眼レフをお持ちください。カメラの構造などの基礎知識の
確認から、デジタルカメラの扱いを学び、お庭の中で実践練習を行いま
しょう！これで明日からの写真撮影にも自信がもてます。
●要予約　●料金：5,500円（35歳以下 庭割引 3,500円）　
❷スマホ編 5/4（土）　13:00～16:00 
お手持ちのiPhoneをお持ちください。何気ない一枚でも、この講座で周
りと差がつけられます。ぐっとクオリティがアップしたショットはインスタ
映えもばっちり！
●要予約　●料金：3,500円（35歳以下 庭割引 1,500円）
●各回定員：20名　●講師：相模友士郎
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❷8/18 「道具」茶道具の使い所や、鑑賞の仕方、見所、有名な茶道具につ
いて解説　❸11/24 「茶庭」茶道は空間構成と密接です。その情報が凝縮
した茶庭の構造を読み解く　❹2020/2/2 「茶花」茶花は茶道の精神を体
現しています。季節を通じてその選び方を理解する（全て日曜日）

◆「茶の湯講座」・「無鄰菴茶会」は、手ぶらで参加可能。扇子、懐紙、菓子
切り等お持ち合わせがない方は窓口で一式500円にてレンタルもしくは
販売中（男性用4,000円、女性用3,800円）

●5/19（日）　14:00～15:30　●料金：3,000円　●会場：無鄰菴 母屋
●定員：20名（要予約・先着順）　●講師：千葉宗幸　裏千家

①「茶室」連続講座 「茶の湯講座」 全4回

茶道はお点前の修練と同時に、その中の要素
それぞれを深く学んでいくことに尽きせぬ楽し
みがあります。この講座ではお茶を楽しむ上で
欠かせない４つの要素をピックアップして、重
点的に学んでいきます。講座の最後には、学ん
だ美意識や知識を生かして実際にお点前をいただき復習。初回は茶室
について。茶室と和室の違いや、床の間、八炉、畳の名称、茶室の釘、京
都にある有名な茶室の解説を行います。これからの茶室鑑賞や、茶会で
の会話に自信が持てるようになります！

◆こちらのイベントはご予約先が他の無鄰菴のイベントと異なります。

❷8/11（日）七夕夜茶会　❸9/8（日）重陽の節句　❹11/4（月・休）開炉
❺2020/1/13（月・祝）初釡　❻2020/3/8（日）桃の節句

●5/12（日）　 ①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～
●要予約　●料金：3,500円　●会場：無鄰菴 庭園および茶室
●定員：各回 6名　●半東：千葉 宗幸
●協力：主菓子  京菓子司 末富

端午の節句初夏の庭を楽しむ無鄰菴茶会

無鄰菴で千葉宗幸が開くお茶会。まずはお庭
の解説と一緒に季節を存分に楽しみながら茶
室へ。心を込めたしつらえでおむかえします。
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。今回は端午の節句
がテーマ。この日は「菖蒲（ショウブ）の節句」といい同音の「尚武」とか
けて、鎧を床に飾ったり。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！  

❹6/15（土） 源氏物語　❺10月予定 宮沢賢治

●4/13（土）　1回目 10:00～12:00、 2回目 14:00～16:00 同内容
●要予約　●料金：6,000円（喫茶とお菓子込み）
●会場：無鄰菴 母屋 2階　●定員：各回 15名
●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
●中国茶点前：黄安希　中国茶會 「無茶空茶」主宰

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

日本的なるもの、とはなんでしょう？これは英語そのも
のを学ぶ講座ではありません。縦横無尽に東西のテキ
ストを横断し、日本の文化をいつもと違った視点で見る
ことで新しい日本を知る講座です。今回の対象作品は
岡倉天心の「茶の本」。茶道の心が深く日本文化に通底
していることを説き、西洋化にひた走る明治を批評した名著。これが天
心自身の手になるいかに素晴らしい英文で書かれ、日本の外で受容され
てきたかを無鄰菴で知る。とてもスリリングな講座！さらに、今回は日本
の茶道ではなく、中国茶のお点前とお菓子をいただきながら講座は進み
ます。お茶を学ばれている方、文学がお好きな方、いままでの学びがいっ
そう深まります。もちろん初めての方もどうぞ！

古典印画技法「コロタイプ」を継承する便利堂が、2014年
より主催で行う国際コロタイプ写真コンペティション
HARIBAN AWARDの展示会場が、今年は無鄰菴になり
ました。コロタイプとは液体ゼラチンを薄く塗布したガラス
の版を支持体に用いた、浮世絵の重ね刷りにも近い印刷
技法で、非常に繊細な画像が作成できるため、現在も文化財の公式記録
や複製制作のために使用されます。今回は母屋1階及び茶室に、HARIB-
AN AWARD2018のグランプリ受賞者エスター・タイヒマン氏の写真作品
をコロタイププリントに仕上げたものを、無鄰菴の空間にあわせて展示し
ます。

❷6/22 モチ、クチナシ、カシ　❸8/24 コウヨウザン、ヒサカキ、ユキヤナギ
❹10/26 モミジ、シダ、コケ　❺12/21 マツ、セキショウ
❻2020/2/22 モミ、クマザサ、シホウチク（全て土曜日）

●4/20 (土 )　14:00～16:00　●要予約　●料金：3,500円
●定員：25名　●服装：手拭きタオル、帽子、軍手、水分を各自でお持
ちください。　●講師：出口 健太　無鄰菴担当庭師

①「春」サツキツツジ、アセビ、松の芽つみ
庭師と学ぶ フォスタリング・スタディーズ　第3シリーズ 全6回

●5/31（金）　19:00～21:00　●要予約（ご入金後のキャンセル不可）
●料金：一般 1,000円、学生・クラブ・フランス会員 800円（IDご
提示がない方は 1,000円）ワンドリンク付き　●会場：無鄰菴 母屋
（ライトアップあり）　●定員：50 名　●登壇：京都市観光政策監
糟谷範子、フランス国立極東学院京都支部長 マルタン・ノゲラ＝ラモス、
金剛流シテ方能楽師 宇髙竜成　●モデレーター：ラファエル・ 
ブリヨー　●言語：日本語・フランス語（日仏通訳有）
●協賛：G.H.マム　●ご予約：アンスティチュ・フランセ関西-京都
Tel.075-761-2105　kansai@institutfrancais.jp 

シャンパンで討論と交流を楽しむ
ニュースでプチ・ビストロ スペシャル
 -  京都の観光と聖なる伝統のこれから

アンスティチュ・フランセ関西×無鄰菴

京都という都市の魅力の根幹である「神聖さ」
あるいは「深い伝統」とは何かを語り合い、現
代の観光都市としての京都からそれを捉え直し
ます。バックグラウンドを異にする登壇者どうし
の対話によって、今京都が抱える観光問題や、
今後の伝統のはぐくみに向けて、創造的な活
路を見出す対話を期待します。ぜひ活発な討
論にご参加ください！前半は登壇者による対談。
後半は、ドリンクを交えて皆さまと座談会形式
の意見交換の場となります。

●4/12（金）～ 4/26（金）　9:00～17:00　●予約不要
●料金：無料（入場料別）　●会場：無鄰菴 母屋・茶室

HARIBAN AWARD2018 グランプリ受賞者展
便利堂×無鄰菴 国際コロタイプ写真コンペティション

第3回『茶の本』と中国茶会

エスター氏の公式HP www.estherteichmann.com

大人気講座の第３シリーズは、樹木や地被類
の種類に着目。各回講座とセットで実習をしま
す。樹木医でもある無鄰菴担当庭師と一緒に、
樹種ごとの手入れを深く学ぶことができます。
無鄰菴仕込みの技はご自宅のお庭にも適用で
きます使えます。毎回詳しい解説と庭園内での
手入れ実習の両方実施。ぜひご参加ください！



明治の借景へ、ようこそ

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

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

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 

space and rhythmically flowing stream whose 

water is drawn from the Lake Biwa Canal. 

近代日本庭園の傑作！無鄰菴とは？
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。
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）
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
子を今に伝えます。

「
山
縣
候
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」
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。



無鄰菴「フォスタリング・メンバーズ」
ご入会受付中

●申込方法：下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。

（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）メルマガ配信：日本庭園をより楽しむための情報満載です。 
（3）「蛍をながめる会」「お月見会」などメンバーズ限定イベントに 
　　ご案内。 最高のひと時を特別にご用意しています。

【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。

入会費／年会費無料 第 3 期生ご入会

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。（無鄰菴が
現在必要としているお仕事は以下の通りですが、皆様のご提案次第
でその幅を広げます。アイデアぜひご提案ください。）

「無鄰菴フェロー」になりませんか？
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

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。

●毎週土曜日　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　

無鄰菴茶道教室

「在釡、かかってます。」
お抹茶をどうぞ

春の庭園カフェお庭鑑賞に
オリジナルどら焼きも！

お客様の作法、おもてなしする側（亭主）
の作法、着物の着方、お道具の知識、お庭
の見方をわ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。袱紗や懐紙など入門に必要な
ものも販売しております。

●毎週火曜日　9:00～12:00　●予約不要　
●料金：1,000円（お干菓子付・入場料別）

●予約不要　●メニュー：お抹茶（干菓子付）、
有機ゆずジュース、オーガニックジンジャ
エール、珈琲、無鄰菴オリジナルどらやき etc
…ゴールデンウィーク 4/27～5/6は期間限定
メニューとしてビールをご用意いたします！
至福のひとときを是非（お一人様１本まで）

●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：お一人 3,000円（入場料・お抹茶料込）
●定員：各回 20名様まで　

週末庭園めぐり

「在釡」をご存知ですか？
京都では「いまお釡を炉に
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。

無鄰菴ではお庭をゆっ
くり味わっていただけ
る庭園カフェを常設し
ています！春の庭を眺めながら、お飲み物
と甘いお菓子でおくつろぎください。

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。

●詳しくは無鄰菴公式ホームページまたはお電話で。

◆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。

【会員特典】

◆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。

◆4/21、4/27、4/28、5/4、5/5は実施なし ◆4/30は実施なし

お問合せ、各プログラムの参加お申込

◆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。

●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

［振込先］

無鄰菴公式HPより  https://murin-an.jp/events/

お電話より  075-771-3909 

お申込時に、クレジットカードにてお支払いください。

お申込後に、以下の振込先へご入金ください。

1

2



●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

交通のご案内  Access

地下鉄東西線東山

平安神宮

蹴上

東
大
路
通

神
宮
道

岡
崎
通

白
川
通

仁王門通

二条通

南禅寺

三条通

卍
無鄰菴
Murin-an

Heian Jingu Shrine

Keage
Station

Sh
ira

ka
wa-d

or
i

Niomon-dori

Jingu-m
ichi

Subway Tozai Line

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

開場時間  Opening Hours

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

4 ~9 月

10~3 月

Apr.–Sep.

Oct.–Mar.

9:00 ~18:00

9:0 0~17:00

お一人様 / Adults  ¥410 
入場料  Admission Fee

※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

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

無鄰菴管理事務所
〒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 

Murin-an Administrative Office

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。

庭園コンシェルジュガイド

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

庭師ガイド

◎時間：水・木・土曜日　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円 ※英語通訳は 20,000円 （入場料別）

◎要予約　◎基本料金 30,000円
◎お抹茶代：お一人 2,000円（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

10分ガイド

◎時間：約10分　◎予約不要　◎無料

●お庭ガイド

お問い合わせ・ご予約

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。

［料金 ・一箇所あたり］ 

茶話会に、仕出しを頼んでパーティーに。
読書の時間に…。

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。

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？

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。

母屋二階

茶室

特別ライトアップ鑑賞プラン

●施設貸し切り

 9 :00～12:00  ……………3,080円
12:00～17:00 ……………3,600円
 9 :00～17:00  ……………5,140円

●お点前体験

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）

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。

お庭では、様々な野鳥
たちの水浴びや休息の
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！

土曜日の苔庭づくり

野鳥ミニ講座 

●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まで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（6名から催行）
●ナビゲーター：無鄰菴庭園コンシェルジュ

●毎週水曜日　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

www.murin-an.jp
無鄰菴 公式サイト

075-771-3909TEL&FAX （受付時間 9:00～17:00）

murinan-yoyaku@ueyakato.co.jp

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。

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な無
鄰菴を作りましょう! 伝
統的な日本の空間がどのように庭師によっては
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。

さて、フェローズも二期目に入り、今年
は新しく17名の皆さまが研修期間を終
えて活動をスタートされました！ほとん
とが文化財の扱いと無鄰菴に関する基
礎知識の勉強である研修も、毎回新し
い学びへの驚きで、盛り上がりましたね！
それぞれのペースで、それぞれの楽し
み方で、無鄰菴をご自分の庭として活
動してくださる皆さまは、お庭の大切な
演出家です。カフェスペースでガイドを
したり、朝のお庭の巡回をしたり。また、
何よりも、市民の目線でのご意見をい
ただけることが無鄰菴にとっての宝。
管理者と利用者の一対一の関係とは別な、
豊かな文化財のはぐくみが、そこには
生まれます。春夏秋冬、共にこの庭で
歩んでいきましょう！

無鄰菴フェローズ 活動報告

4/3ミソサザイ、4/10オオカワラヒワ、4/17ヒガラ、
4/24イカルチドリ、5/8センダイムシクイ、5/15サ
ンショウクイ、5/22コサメビタキ、5/29ヤブサメ
◆5/1は実施なし

◆4/20、4/27、5/4、5/18は実施なし

design: Masae Kobayashi

SNSで
最新情報を
配信してます

murinan_garden@ueyakato


