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2013 年 10 月 30 日

各 位

京 都 水 族 館

0

※各展示、体験プログラム、ショップ情報の内容・日時は予告なく変更する場合があります。

「秋を楽しむ京都水族館」

＜本件に関するお問い合わせ先＞

京都水族館 広報室 奥村・関

TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

以 上

～京都の老舗茶舗「福寿園」によるお茶講座を実施～

『京都水族館』（京都市下京区、館長：榊原 茂）では、11 月

1日（金）～11月24日（日）の期間、「秋を楽しむ京都水族館」

をテーマに、京都水族館ならではのイベントを開催します。

4.スペシャルワークショップ「京都の老舗茶舗「福寿園」によるお茶講座 」

7.「オオサンショウウオ博士養成講座」

紅葉のような赤や黄色のいきものたちを楽しく学べる展示

や、紅葉の景色が広がる「梅小路公園」で行う体験プログラ

ムを実施します。

また、スペシャルワークショップとして、京都の老舗茶舗「福

寿園」によるお茶講座を開催します。

秋の京都水族館をぜひお楽しみください。

2.ワークショップ｢芸術の秋♪紅葉ちぎり絵をつくろう｣

6.「福寿園コラボ抹茶ソフトあんみつ」 や、「和栗パフェ」など秋の新メニューが登場

11 月 1 日（金）～1１月 24 日（日）の期間に実施する展示・イベントのお知らせ

１.「磯の教室に秋がやってきた！さがそう、学ぼう、紅葉のように色鮮やかないきものたち」

展 示

体験プログラム

3.スペシャルワークショップ｢小さな自然を見つけよう」

その他期間中の体験プログラム

カフェ

紅葉のような彩り鮮やかないきものたち

イベント

5.京の里山ゾーンで「秋のお茶会」

mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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展示

海洋ゾーン内「磯の教室」に紅葉のような赤や黄色のいきものを約 20

点展示します。

なぜ赤い体色をしているの？赤い魚はどんなところにすんでいるの？

そんな疑問を飼育スタッフがわかりやすく解説を行います。

また、姿がもみじに似ていることからその名がついた「トゲモミジガイ」

にスポットを当て、その不思議な生態について解説を行います。

展示場所 ：海洋ゾーン内 ｢磯の教室｣

展示期間 ： 2013 年 11 月 1日（金）～11 月 24 日（日）

展示生物 ：ハマクマノミ・アカハタ・トゲモミジガイなど 約 5種 20 点

１．「磯の教室に秋がやってきた！さがそう、学ぼう、紅葉のように色鮮やかないきものたち」

体験プログラム

2．ワークショップ｢芸術の秋♪紅葉ちぎり絵をつくろう｣

開催日時 ： 2013年 11 月１日（金）～11月 24 日（日） 9時 00 分～ ※１回あたり約 20 分

受付場所 ：交流プラザ 参加料金 ： 無料 参加対象 ： 3 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

参加定員 ：平日 100名/土日祝 200名 （当日受け付け/定員になり次第終了） 申込方法 ：当日受け付け

木々の葉が徐々に色づきはじめる秋。色紙に赤や黄色の彩り鮮やか

な和紙と、落ち葉や小枝を使って思い思いの紅葉を再現するワークショ

ップです。

でき上がった色紙を持って、水族館前の梅小路公園へでかけてみると、

本物の紅葉を感じることができます。

3．スペシャルワークショップ「小さな自然を見つけよう」

開催日 ： 2013年 11 月 2 日（土）～12 月 23日（月・祝）までの土・日・祝日 ※雨天中止

開催時間 ：①11 時 00 分～ ②13 時 00 分～ ※１回あたり約 60分

受付場所 ：交流プラザ 参加料金 ： 無料 参加対象 ：小・中学生

参加定員 ： 各回 10 名 （当日受け付け/定員になり次第終了） 申込方法 ：当日受け付け

どうして秋になると、木々は紅葉するの？秋になると、いきものたちは

どこへ行くの？そんな身近な疑問を、スタッフと一緒に学ぶプログラムで

す。水族館前の梅小路公園の木々を観察し、四季の変化といきものの

関わりを発見することができます。

また、公園で見つけた落ち葉や小枝を採取し、自分だけのオリジナル

ボックスを作成することができます。

鮮やかなオレンジ色が特徴の「ハマクマノミ」

紅葉の風景を再現しよう

自分だけのオリジナルボックス
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京都の宇治茶の老舗「福寿園」による、お茶講座を開催します。

夏を越えることにより、「後熟」とよばれ、よりいっそうの味わいを見せる「玉

露」のおいしさをお伝えするとともに、「玉露」と「昆布」の不思議な関係に

ついても学ぶことができます。

京都のお茶文化の歴史や、巨椋池（おぐらいけ）の植物とお茶の関係を

「玉露」を通して学び、体験していただくプログラムです。

開催日時 ：①11 月 9 日（土）・ 10 日（日） 11：00～/13：00～/15：00～

②11月 19 日（火）・ 20 日（水） １1：30～/13：30～/15：00～

開催場所 ：交流プラザ 参加定員 ： 各回 12 名 参加料金 ： 無料

参加対象：小学生以上（小学生の方は保護者の方の同伴が必要です）

申込方法 ：当日受け付け ※開始 30 分前より整理券を配布します。

法 ： 申込方法 ：

4．スペシャルワークショップ「京都の老舗茶舗「福寿園」によるお茶講座 」

お茶講座のイメージ

5．京の里山ゾーンで「秋のお茶会」

開催日： 2013年 11月 2 日（土）・ 3 日（日）・ 4 日（月・祝）・ 23 日（土・祝）・ 24日（日）

開催時間 ：①11：30～ ②13：30～ ③14：30～ ④15：30～

開催場所 ：京の里山ゾーン（雨天時は山紫水明テラス） 参加定員 ： 各回 25 名

参加料金 ： 無料 申込方法 ：当日受け付け ※開始 10 分前より整理券を配布します。

お茶会のイメージ

カフェ

6.「福寿園コラボ抹茶ソフトあんみつ」や、「和栗パフェ」など秋の新メニューが登場

販売開始 ： 2013年 11 月１日（金） 販売場所 ： ハーベストカフェ

深まる秋を迎え、四季の移ろいや、川のせせらぎを感じることができる

「京の里山ゾーン」で、秋のお茶会を開催します。

お茶を点てる様子を間近でご覧いただき、お茶の振る舞いと併せてお

茶菓子もご提供します。

京都で育まれた、おもてなしの文化を京都水族館にてご体感くださ

い。

イベント

（写真左）福寿園コラボ抹茶ソフトあんみつ/価格：500 円（税込み）

福寿園のお茶（抹茶、かぶせ茶、ほうじ茶）を使用した寒天に、福

寿園の抹茶のソフトクリームをトッピングしました。

お茶の葉が香る味わい深さが特徴です。

（写真右）和栗パフェ/価格：500 円（税込み）

濃厚な和栗のソフトクリームを使用した秋限定のパフェが登場しま

す。トッピングには和栗の渋皮煮と、もみじの形をした生麩を使用し、

見た目でも秋を感じることができるスイーツです。

期間限定で 2種類のパフェが新登場
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その他期間中の体験プログラム

7.スペシャルワークショップ「オオサンショウウオ博士養成講座」

生態に謎の多いオオサンショウウオですが、実際にオオサンショウウオを観

察しながら、水族館での飼育に関する話と、分類や進化の過程などを詳しく

学ぶことができるプログラムです。

第1回目は、京都水族館の飼育スタッフが水族館で飼育するために工夫し

ている点や飼育方法などを交えて解説を行い、オオサンショウウオの基礎知

識を学んでいただきます。

第 2回目は京都大学大学院の松井正文教授をお迎えし、日本の

両生類や鴨川にすむオオサンショウウオについて講演いただきます。

松井正文教授

京都大学大学院 人間・環境学研究科教授、日本爬虫両棲類学会会長

主に動物系統分類学の東アジア・東南アジア産両生類の系統分類・進化・生物地理を研究分野とする。

また、両棲類を中心とした生物多様性の保全活動も実施。

生態に謎の多いオオサンショウウオを学ぼう

第 1 回講座 「京都水族館のオオサンショオウオについて」

開催日 ：① 2013 年 11 月 23 日（土・祝） ②2013 年 12 月 14 日（土）

※①・②のいずれか１日を選択して下さい。

時間 ： 9時 30 分～1１時 00 分 （各回 90 分）

第 2 回講座 京都大学大学院 松井正文教授 特別講演

「日本の両生類について」 「鴨川のオオサンショウウオ」

開催日 ： 2014 年 1月 18 日（土） 時間 ：10 時 00 分～11時 30 分 （90 分）

※第 1回講座と第 2回講座の 2回セットのプログラムです

場所 ： 交流プラザ

対象 ： 年間パスポート会員の小学校 3 年生以上

料金 ： 無料

定員 ： 第 1回講座 各回 20 名 / 第 2回講座 第 1 回講座の参加者 40名

申込方法 ： 10 月 30 日（水）より応募受付開始

（応募方法については公式ホームページをご覧ください）
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【 施設概要 】

運営会社 オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：山谷 佳之）

場所 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

営業時間

9：00～17：00
※ただし、GW、夏休み、年末年始は変更あり

※入場受け付けは閉館の1時間前まで

※チケットおよび年間パスポートの購入・手続きの受け付けは閉館の1時間前まで

※気象状況等により営業時間を変更する場合あり

休館日
なし（年中無休）
※施設点検、気象状況などで臨時休業あり

料金（税込）

【個人のお客様】

大人 高校生 中・小学生
幼児

（3歳以上）

一般料金 2,000円 1,500円 1,000円 600円

※中学生、高校生の方は、チケット売り場で生徒手帳をご提示ください

※障がい者手帳をご提示の方とご同伴者（1名様）は、入場料金が一般料金の半額になり

ます

年間パスポート 4,000円 3,000円 2,000円 1,200円

※中学生、高校生の方は、チケット売り場で生徒手帳をご提示ください

※障がい者手帳をご提示の方は、年会費が半額となります

【団体のお客様】

一般団体（20名様以上） 1,800円 1,350円 900円 540円

※事前の予約なく団体でご来館いただいた場合、ご入場を調整させていただくことがござ

います

学校団体
※引率教員の方は無料

（一部上限あり）

保護者・

高校生以上
中学生 小学生

園児
（0歳から有料）

1,200円 720円 500円 360円

※学級の行事としてのご入場に際しての適用となります

アクセス

＜徒歩の方＞

●「京都」駅中央口より西へ徒歩約 15 分

●JR 山陰本線「丹波口」駅より南へ徒歩約 15 分

＜バスをご利用の方＞

●「京都」駅より、京都市バスで約 8 分「七条大宮･京都水族館前」停下車、京阪京都交通

で約 5分「七条大宮･京都水族館前」停下車、または西日本 JR バスで約 5分「七条大宮・

京都水族館前」停下車

土日祝は京都市バス「水族館シャトル」が運行（乗車時間約 5 分）

館内構成
京の川ゾーン、かいじゅうゾーン、ペンギンゾーン、大水槽、海洋ゾーン、交流
プラザ、イルカスタジアム、山紫水明ゾーン、京の里山ゾーン


