日本庭園をたのしむイベントやアクティビティー、
庭園カフェの情報、随時更新中！

Instagram

生活の中に文化財を取り込み、お好きなタイミ
ングでボランティア活動をしていただく取り組
みです。

無鄰菴フェロー
とは？

お申込期間
研修期間

10月1日〜12月28日

2020年

◎詳しくは無鄰菴公式ウェブサイトから

ご来場は時間毎の事前予約制とさせていただきます。

・１時間ごと、毎時0分に入れ替え制にてご入場いただきます。
・上限人数は15名ですが、状況により変更の可能性があります。
だけませんので、事前のご予約をおすすめいたします。
・10分間無料ガイドが基本入場料に含まれます。
ございます。開場状況につきましては、無鄰菴公式 HP でご確認いただ

くか、施設にお問い合わせくださいませ。

月 2 回、庭園の情報をお知らせする
ニュースレターを配信。限定イベントも。
参加施設

無鄰菴、岩倉具視幽棲旧宅、
慶沢園、栂尾山 高山寺

申込方法

無鄰菴管理事務所までお電話または
無鄰菴ウェブサイトよりお申込。

https://murin-an.jp/members/

・無鄰菴公式サイトから受付中。
「無鄰菴 予約」で検索。
https://murin-an.jp/garden-reservation/

・インターネットをご利用にならない方は、お電話075-771-3909より
受付しております。感染拡大防止のため、スタッフ数を減らして運営
しておりますため、できるだけ公式サイトからお申込いただけますと

・場内ではマスクの着用をお願いいたします。
・体調不良もしくは 37.5 度以上の熱がある場合は、ご入場いただけません。
・入場時にアルコールにて手消毒をお願いいたします。
・混雑を生まないため、見学ルートはスタッフの案内に従ってください。

お電話

075-771-3909

交通のご案内 Access

平安神宮

岡崎通

Jingu-michi

東大路通

神宮道

ri

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

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

photo: Yujiro Sagami

ありがたく存じます。

www.murin-an.jp

Heian Jingu Shrine

東山

https://murin-an.jp/

murinan_garden

●ご留意

新型コロナウイルス拡大防止のため、臨時閉場とさせていただく場合が

Niomon-dori

ご 予 約はウェブでも

通信

・当日お越しいただき、予約枠に空きがない場合はご入場いた

仁王門通

今年はいつ来ても限定15名。

ご予約方法

・新型コロナウィルス拡大防止のため、当面の間、無鄰菴への

無鄰菴 公式サイト

絶景の紅葉。

登録受付中！ 入会費・年会費無料

https://murin-an.jp/mission/

人数限定入場について

アン

庭園メンバーズ・
ニュースレター会員

2021年1月半ば〜3月半ば

（1回2時間程度の研修を合計3回）

無鄰菴
リン

Twitter

murinan_garden

無鄰菴フェロー になりませんか？

10月1日〜
第４期生
募集開始

日本 庭 園

ム

●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、
より約20分
徒歩約4分 ●タクシーJR「京都駅」
※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
●

ちょっと ︑ひ と 休 み ︒そ れが 忘 れ 得 ぬ 秋 に ︒

Facebook

@ueyakato

京 都の傑 作

庭に集い、庭をはぐくむ

Murin-an

Have a break. And make this autumn unforgettable.

無鄰菴 公式サイト

www.murin-an.jp

Updates about events and activities
for enjoying Japanese gardens and
garden café information!

Kyoto Modern Japanese Garden

入場料 Admission Fee

お一人様 / Adults ¥600

※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

2020

10-11

開場時間 Opening Hours
4 ~9 月 Apr.–Sep

9:00 ~18:00

無鄰菴とは

Murin-an

10~3 月 Oct.–Mar.

9:0 0~17:00

造営：1896 年
施主：山縣有朋 作庭：七代目小川治兵衛
特徴：東山を借景にした庭が至極、美。近代日本庭
園の傑作。明治の京都、庭、南禅寺界隈の静けさを
味わう絶好の場所。琵琶湖疏水のせせらぎを 180 度
味わえる庭園カフェもオープン。
季節のイベント実施中！

Constructed: 1896
Characteristics: A famous Japanese garden with the Higashiyama
mountains as borrowed scenery. A space nearby Nanzen-ji
Temple where you can relax. A historic spot that lets you experience Kyoto from around 1900.There is also a garden cafe that
serves beer and matcha green tea.
We always have English-language materials that explain Japanese
gardens available.

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

無鄰菴指定管理者

design: Masae Kobayashi

特別イベント

限定 25 名様

東山の名月をながめる会 2020

月明かりの無伴奏ヴァイオリンリサイタル
「月光」茶会

保存版

無鄰菴初！今年は東山の名月のもと無伴奏ヴァイオリンリサイタルでお月見茶
会をします。夕暮れに、裏千家のお点前でお抹茶をどうぞ。お月さまが出るこ
ろ、庭園内でヴァイオリンの独奏がはじまります。琵琶湖疏水のせせらぎと、
生演奏を一緒に味わえるのは今年の無鄰菴だけ。
●7,800 円（税込）
：お点前・ガイド込み ●ヴァイオリン：山縣郁音 ●菓子：京菓子司 末富

秋の紅葉特別夜間公開

各回限定 25 名様

トワイライト庭園パーティー 2020

11
©Shigeto Imura

11/20、21、22

（金） （土） （日）

2 時間入れ替え制

（17:30-19:30 / 19:30 – 21:30）

あなたは夕暮れ志向？それとも藍色に染まった夜の空志向？今年の紅葉ライ
トアップは、事前予約・人数限定・完全入れ替え制で行います。お好きな時
間帯をお選びください！ライトアップ名勝庭園の楽しみ方は、あなた次第。
庭園コンシェルジュの解説を聞くもよし、お庭の散策もよし。庭園カフェでは、
暖かいお飲み物とスイーツを提供いたします。

各回限定 10 名様

秋の南禅寺界隈をしっとりと味わう

特別プライベート和ろうそく茶会

11/13 、14

（金） （土）

①17:00〜 ②18:30 〜

おひとり様、大歓迎です！紅葉まっさかりの京都を、静かに限定予約のお客さ
まだけで楽しむ老舗瓢亭さんのお食事と、名勝庭園を前にした圧巻の和ろう
そくのみのお茶席。南禅寺界隈にひっそりと隣り合う、言わずと知れた老舗
瓢亭と山縣有朋の別荘無鄰菴を味わうプランです。ご好評につき、今年も開
催決定！

非公開茶室に入れます！ためになるレクチャー付き。

無鄰菴旧暦節句茶会
さあ、茶会の季節がやってきました。ソーシャルディスタンスを守ったうえで、
無鄰菴は茶会を行います。10月は重陽の節句茶会。古からの菊に真綿を着せ
て行う儀式を、茶室で行います。11月は茶人の正月。炉開きの茶会はもちろん
茶室の炉に炭を入れてお点前します。茶室には 2名様ずつお入りいただくので
安心。レクチャーはお庭を見晴らすいずれも二階特別室で行います。秋の名勝
庭園を満喫できるお茶会です。
●6,000 円（税込）
：お点前、レクチャー込み

8 00:23

ここまでくるとさっきまで見ていた東山山中
に入り込 んでしまったよう。滝 が目の前
です。沢を渡るときには、また母屋の方を
振り返って。実際の距離よりずっと遠くに
母屋が見えます。庭のストーリーをもっとも
感じる場所です。

8

ちょっと横道に逸れてみます。竹の結界の
前まで来てください。ここから滝を見ると。
すごい！やばい！なんという奥行き感。滝の
前のモミジは「飛 泉障り（ひせんさわり）」
と呼ばれる伝統的な日本庭園の空間づくり
の一つ。あるとないとでは大違い、を体感
して。

7

6 00:20

お庭の真ん中まで来ました。ここで
母屋を振り返ります。突如現れるユー
トピア感満載の里山風景！秘訣は高
低差。ここは母屋の地面より、すでに
１メートルほど高くなっています。

7 00:22

さあ、苔ロードがはじまります。
紅葉と苔の織りなすこの時期だけの
美をあなただけのものに。

10/11 重陽の節供茶会
（日）
10:00 11:15 12:30 14:00 15:15
11/1
（日）

炉開きの茶会
10:00 11:00 13:30 14:30 15:30

ガイドを聞いたらカフェの前にお庭を
一周しましょう。
まず、母屋を出てすぐの沢 飛び 石。
これ、石橋の方が安 全だけど、あえ
て流れに目を落とさせて水を五感で
感じさせるために飛び石を流れの中
に配置しています。
ニクいデザイン。

6

5

9
9 00:25

立ち止まって比叡山方面を眺めて。
あえてその借景を取り戻すように北
側の樹木を剪定しています。茶室の
壁にも注目。蛍壁といって、鉄片を
素材に入れ、サビが経年変化を表現
するデザイン。

4

11

●お点前：表千家流 ●席主：妹背宗佳

各回限定 10 名様

和の世界へようこそ 無鄰菴きもの講座
月1回の無鄰菴のきもの講座は、座学と着物を綺麗に着るワンポイントアド

10/17 おとこの着物に触れる
（土）
10:00〜12:00

11/16 女性の着付けと所作
（月）
10:00〜12:00

12/5 TPO にあわせた男女のきもの
（土）
10:00〜12:00

バイスの二本立て。3 密を防ぐために着付けワンポイントアドバイスでは実演

は行わず、マネキンを用いてデモンストレーションを行います。

男性の着物と女性の着物、その価値や魅力を実物を見ながら学びます。
着付けの流儀は、ベルトも使わず補整もサラシ1本だけの笹島式着付け。
着物初心者大歓迎、着物で受講も大歓迎！全7 回の参加も可。
●4,000 円（税込） ●講師：呉服おぎはら 荻原 真衣
そのほか色々
やってます。
ご予約お待ちして
おります！

母屋の一番広いお部屋は庭園
カフェ。流れの音や紅葉を眺め
ながら特別メニューをどうぞ。
クラフトビールやオリジナルスイ
ーツも有。

4 00:15

●16,800 円（税込）

各回限定 6 名様

00:35

5 00:17

●ワンドリンク付き 3,500 円（税込）

瓢亭 × 無鄰菴

1 時間で巡りきる！

秋の無鄰菴 おすすめ絶景ルート

10/1 17:30-21:00
（木）

公式サイトもしくは

●庭師と学ぶフォスタリング・スタディーズ コケのお手入れ 10/17
●日本盆栽、小さな巨木̶盆栽からBONSAI へ！ 10/24
●連続講座 明治のパトロン 現在に見る文化財の保存と活用 11/3

公式 SNS で！裏面に記載アリ
毎月1回「イエス、能。
」
毎週水曜日は「野鳥講座」
毎週月曜午前、木曜午後は「在釜」
毎月28日は「庭の日」35 歳以下無料。

3

3 00:05

８畳間で10 分 無 料ガイド
を聞きます。ここには書き
きれない鑑賞ポイントも無
鄰菴スタッフが解説。ガイ
ド中は、この部屋から見え
る東山と手前のモミジの関
係性に注目。アーチ型に東
山を引き立たせる剪定をし
ています。

2 00:00

10

10

2
1

さあ、いよいよ御入場です！玄関から、坪庭→座敷→庭が見通せるこの重層的
な空間が見もの！あの有朋公が見たままの京都の別荘らしい立たずまい。
坪庭は竹と数個の石のシンプルな作りですが、庭への期待を膨らませます。

00:28

洋館二階の天井、城郭建築にも
ある格天井の造りですが、椅子
とテーブルも。和洋折衷の明治
時代らしい空間。壁面の障壁画
はこの部屋に貼られる前に実際
に使われていたと見え、金箔の
直した跡も時代を語ります。

1 ご入場待ち時間や、お帰りのタイミングも有意

義に。玄関先の松にご注目！京都の「透かし剪
定」の技が光ります。これ、全部庭師が手で葉
の濃さを調整しています。

