
無鄰菴は、2016年度から文化財の保存に貢献する活用の取組を実施してきました。取組では、無鄰菴だけが持つ価値
をわかりやすく伝え、もっと深く味わうために繰り返し訪れていただくことを目標にしています。
これからも無鄰菴は、目標のもとに、様々な体験イベントや、茶道教室、そして市民の皆さまにご参加いただく提案型
ボランティア制度（フォスタリング・フェロー制度）などを続けます。ぜひ訪れて、存分に無鄰菴をお愉しみください。ここは、
あなたのお庭です。

文化財の保存に貢献する活用に、無鄰菴はとりくみ続けます。

●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
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●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  ¥600
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

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 Kusagawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8437 

Murin-an Administrative Office

design: Masae Kobayashi

無鄰菴指定管理者

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。

無鄰菴、岩倉具視幽棲旧宅、慶沢園、
栂尾山 高山寺

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。

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。

参加施設

申込方法

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

無鄰菴フェロー

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

登録受付中！   入会費・年会費無料

第５期生 募集中！

庭園メンバーズ・
ニュースレター会員

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
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。

075-771-3909
お電話

人数限定入場について
・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
ご来場は時間毎の入場制（事前予約優先）とさせていただきます。
・1時間ごと、毎時0分にご入場いただきます。
・ソーシャルディスタンスに配慮した上限人数を設けております。
・当日お越しいただき、入場枠に空きがない場合はご入場いただ
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。

・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。

https://murin-an.jp

ご予約方法
・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
ありがたく存じます。

●ご留意

photo: Yujiro Sagami

になりませんか？

無鄰菴
フェロー
とは？

無鄰菴指定管理者　植彌加藤造園株式会社

Kyoto Modern Japanese Garden Murin-an

京都の傑作 日本庭園
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ご活躍中のフェローメンバーの活動の様子は、
無鄰菴のイベントなどでご覧いただけます。
詳しくは無鄰菴公式ウェブサイトから。

・無鄰菴は南禅寺界隈別荘群の中でも最初にできた別荘庭園。
・東西に延びる敷地の西側に母屋・洋館・茶室があり、庭越しに
東山の借景を望めます。
・琵琶湖疏水を活かした浅く躍動的な流れと、広々とした明るい
芝生の空間が特徴。
・モミジ林にはこの上なく美しい苔のじゅうたんが広がります。

［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しい。
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！

無鄰菴とは

www.murin-an.jp
無鄰菴 公式サイト

@ueyakato
Facebook

murinan_garden
Instagram

murinan_garden
Twitter

2021年10月1日～
11月28日まで

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！
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www.murin-an.jp
無鄰菴 公式サイト

@ueyakato
Facebook

murinan_garden
Instagram

murinan_garden
Twitter

・庭師の庭園スタディー☆2021 隔月1回
・季節の限定茶菓子席  -二十四節気にあわせて- 毎月2回
「毎週水曜は野鳥ミニ講座」「毎月28日は庭の日。35歳以下無料」

秋から冬、そして春へ。ここは、京都のあなたの庭。
やってきました秋。紅葉で輝く庭をご堪能！ 待ってたの、春。自然と人の織り成す庭園美に包まれよう。実は見逃せない冬。2022は心新たに新年を迎えるのだ。

秋の紅葉特別夜間公開

トワイライト庭園パーティー2021

●要予約 3,500円 (ワンドリンク・ガイド付き)
●各回26名まで

11/19（金）、20（土）、21（日）
①17:30-19:30　②19:30-21:30

秋の京都でこの絶景を、予約制少人数で味わえるのは
真のラグジュアリー。

9:00-17:00
●無料（要別途入場料）
2022/1/1（土）、2（日）、3（月）

毎年恒例！ 無鄰菴のお正月開場。
晴れやかな日本庭園で明るいスタッフがお待ちしています！

お隣のいわずと知れた瓢亭さんとのタイアップ茶会。
今年は10名まででゆったり。おひとり様も大歓迎！

特別プライベート和ろうそく茶会

●要予約 23,000円　●一席10名まで

●毎週土曜日・日曜日　●11:30～ 13:00（90分/回）
●3,300円（入場料・お抹茶料込）
●要予約・先着順　●各回4名まで

①17:00~20:00 （お食事17:00～18:10）
②18:30~21:30 （お食事18:30～19:40）

11/13（土）、14（日）

瓢亭×無鄰菴　秋の南禅寺界隈をしっとりと味わう 

お正月特別ガイドと特別茶菓子
新春の庭で楽しむ

●無料　●予約優先

お庭のどこかでお能の実演があります。
毎月1回　実施日は公式SNSでお知らせするよ。

イエス、能

●2021年10月以降毎月1回実施

喫茶の時間＠茶室

●無料　●予約優先

いいセンス！インセンスの時間。

以降不定期で4回実施 ●単回5,000円1/15（土）

冬に外出したくない人向け。
日本庭園っていまいちどう見たらいいかわからない？ 
迷わず申込を！

加藤友規先生の
日本庭園講座と生放送ツアー

14:00-15:30 ●要予約3,500円　●10名まで12/24（金）

名勝庭園で苔にさわるとはもってのほか！ですが、今回はさわれるものをご用意
しました。見て、触れて、理解したらお庭で解説。これであなたもモスマスター。

庭園観察会

オンライン庭園講座 オンライン庭園講座

京都の日本庭園の季節の移ろいを、お香とともに味
わう特別な時間。  毎月1回　こちらも実施日は公式
SNSでお知らせします。

超絶面白いガイド 週末庭園巡り
南禅寺の御用達を170年以上務める植彌加藤造園で、驚くほど鍛
え抜かれたコンシェルジュガイドがプライベート感覚でお庭をめぐ
りながらご案内します。お庭のこと、京都のこと、気になる質問を
してみよう！終わったら母屋でお庭を眺めながらお抹茶をどうぞ。

目を見張る職人技
お庭の見えない主役、それは職人 出口さん。運が良ければお手
入れのタイミングに出会えるかも。毎朝早くと、週2回夕方まで
管理に入っています。無駄のない身のこなしが光る技術を物語
ります。11月ごろからはお正月に向けた松のお手入れがはじま
ります。一枝ごとに手で古葉をむしります。冬は眠っている樹木
に栄養を与える施肥が大切な仕事。新たな植栽があればこの時
期にします。2月になると春に向けて動き出す草花の芽をつみ、
望ましい場所に自然な印象で咲く野花を演出します。

だれかに教えたくなる
茶道の時間

この号には書いていませんが、隔月のペースで無鄰菴では
茶会を開いています。茶室を使い、オリジナルの菓子をお
菓子屋さんと相談し、お道具の取り合わせにもこだわった
本格的なものですが、初心者オッケーです。
数々の講師経験を積んだ茶道講師が、楽しく茶会を進行し
ます。手ぶらでお越しいただけます。
実施日は追って公式サイト・SNSでお知らせします。

●毎日　●9:00～ 16:45
●無鄰菴　喫茶付き入場券 1,600円  ウェブから事前購入が確実！

みんなリラックスできるカフェ
カフェといっても特別です。このお部屋は、約120年前に山縣
有朋が庭を眺めたときそのまま。今はあなたのお庭です。
180度パノラマに広がる日本庭園は圧巻。流れのせせらぎや、
野鳥のさえずりがあなたをいやします。

いろいろやってるよ。

いま、やってるよ。

いつでもやってるよ。

そのほか色 や々ってます。詳しくは公式サイトもしくは公式SNSで！

モスモスな苔にさわる！ 

もっと知りたいひとはweb・SNSへ！ 

茶会の敷居は高いけど、茶室に入ってよく見てみたい
方向け。無鄰菴のカフェメニューを茶室でお楽しみい
ただけます。


