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家族でお出かけ節電キャンペーン in Kyoto について 

 

６月１２日開催の第２回京都市節電対策推進本部会議において決定した今夏の節

電キャンペーンについて，利用料金の値引きや特別イベントの実施，空室の開放など

が決まりましたので，お知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 
※ 標記キャンペーンの詳細については，ホームページにも掲載しています。    

このほかの施設についても，詳細が決まり次第随時追加していきます。 
（URL：http://doyou-kyoto.com/dyk/coolspots.html） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「家族でお出かけ節電キャンペーン in Kyoto」には，地下鉄・市バス等の公共交

通機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

家族でお出かけ節電キャンペーン in Kyoto について 
 電力需要全体で最大ピークとなる平日昼間の時間帯（午後１時～午後４時）を中心に，

家庭での電力使用を抑えるとともに，新しい積極的な省エネ型のライフスタイルの定着を

図るため，市所有の公共施設の無料開放や利用料金の値引き，イベントの実施などにより，

クールスポットへの誘導を図ります。 

この夏は，家族みんなで

クールスポットへ！ 

京都市節電ポータルサイトイメージ 

節電の夏は，「eco（エコ）サマー」を活用して，家族でおでかけしよう！ 
 学校の夏休み期間中に，市バス等の対象バスを保護者同伴でご利用の際，降車時に運転士

に「エコサマー」と伝えると，小学生２人までの小児運賃が無料なります。 
 マイカーの代わりに，環境にもお財布にもやさしい「eco（エコ）サマー」を活用して，

夏の思い出づくりに出かけましょう。 



※並びは施設名の 50 音順 

ウィングス京都 クールスポット映画会 

ビデオシアターにおいて映画上映を行います。 
期 間：８月６日（月）～８月 10 日（金）（８日（水）を除く。） 
時 間：午後１時～午後５時 ＊同じ作品を一日２回上映（午後１時～，午後３時～） 
定 員：先着 37 人 
上映作品：６日（月）いつか読書する日，７日（火）トーチソングトリロジー 
    ９日（木）ボルベール，   10 日（金）ピアノレッスン 
料 金：無料   申込み：不要 
場 所：中京区東洞院通六角下ル御射山町 262 
問合せ：212-8013 
大谷大学博物館 

 

□夏季企画展 「神田コレクション日本古代の金石文」 
期間：６月５日（火）～８月６日（月） 
料金：無料 

□秋季企画展「物語の世界」（仮称） 
期間：９月４日（火）～９月２２日（土） 
料金：無料 

場 所：北区小山上総町 
問合せ：大谷大学博物館（電話：411－8483） 

京都アスニー 休館日の開館・自習室を開設・クールスポット映画会 

場 所：中京区丸太町通七本松西入ル 

□休館日の開館 
 期 間：７月 21 日（土）～８月 31 日（金）は無休 
 ※休館日（火曜日）の開館時間は午前９時～午後５時まで 
※期間中は，休館日の貸館利用も受け付けます。 

□自習室を開設 
 貸館利用のない部屋の 1 室を読書や勉強ができる自習室として開放 
期 間：７月１日（日）～９月 30 日（日） 
時 間：午前９時～午後５時 
料 金：無料   申込み：不要   電 話：802-3141 

□クールスポット映画会 
 実施日：①夏休み期間中の７月 21 日（土）～８月 31 日（金）の火曜日 

②７月１日（日）～９月 30 日（日）の間に随時 
時 間：午後２時  定 員：先着 400 人 

 料 金：無料    申込み：不要    問合せ：802-3139  

 



 

京都国際マンガミュージアム 

 

ご家族揃って，ぜひマンガミュージアムへ！！ 
期 間：８月１日（水）～８月 31 日（金） 
時 間：午前 10 時～午後６時（入館は午後５時 30 分） 
対 象：市民しんぶん８月号をご提示の場合，１家族 

４人まで割引 
入場料：ミュージアム入場料２割引（大人 800 円→640 円， 

中高生 300 円→240 円，小学生 100 円→80 円） 
場 所：中京区烏丸通御池上ル 
問合せ：254－7414 

京都市考古資料館 速報展と前期特別展示 ※常設展示も行っています（無料） 

時 間：午前９時～午後５時（入館は午後４時半まで） 
休館日：月曜（月曜が祝日の場合は翌平日） 
料 金：無料   申込み：不要 
場 所：上京区今出川大宮東入ル元伊佐町 265-1 
問合せ：432-3245 
□速報展「東寺東築地塀の剥ぎ取りパネル」 

期間：６月 16 日（土）～７月 16 日（月） 
□前期特別展示「ひょうげた器－三条せともの屋出土茶陶－」 
期間：７月 14 日（土）～12 月２日（日） 

京都市児童館（全 130 ヶ所） 夏のオアシス！クールキッズステーション 

 

 子育て親子や高齢の方を対象に，うちわ作りなどの「涼」を感

じる催し，百人一首や将棋などの伝統的な遊びを実施 
期 間：７月２日（月）～９月 29 日（土）の 
    月曜日～土曜日 
時 間：午前 10 時～午後５時 
入館料：無料 
問合せ：市児童家庭課（電話：251-2380） 

京都市青少年科学センター 休館日の開館・入場料の割引等 

 

おしゃべりするティラノサウルス動態模型など，100 点以上の

科学を体感できる展示品を展開。実験教室や乳幼児のための「親

子ふれあいサイエンスルーム」も人気 
期 間：７月 21 日（土）～８月 31 日（金） 
    ※この期間は無休 
入場料：大人１割引，高校生以下は無料 
    ※プラネタリウムは要観覧料 
場 所：伏見区深草池ノ内町 13 番地 
問合せ：642-1601 



 

京都市青少年活動センター（市内７箇所） 自習室を開設 

貸館利用のない部屋を読書や勉強ができる自習室として開放 
期 間：通年（施設により時間等が異なります。）※水曜休館 
対象者：青少年等（13 歳～30 歳） 
料 金：無料   申込み：不要 
  【施設一覧】 

センター名 場所 問合せ先 

北青少年活動センター 北区紫野西御所田町 56 
（北区総合庁舎西庁舎 3 階内） 451-6700 

中京青少年活動センター 中京区東洞院通六角下ル御射山町 262 231-0640 

東山青少年活動センター 東山区清水 5 丁目 130-6 
（東山区総合庁舎内 2 階） 541-0619 

山科青少年活動センター 山科区竹鼻四丁野町 42 593-4911 
下京青少年活動センター 下京区西七条北東野町 90 314-5636 
南青少年活動センター 南区西九条南田町 72 671-0356 
伏見青少年活動センター 伏見区鷹匠町 39-2（伏見区総合庁舎 4 階） 611-4910  

京都市美術館 入場料無料 

 

時 間：午前９時～午後５時（入場は午後４時半まで） 
休館日：月曜（祝日は開館） 
申込み：共に不要 
場 所：左京区岡崎円勝寺町 124（岡崎公園内） 
問合せ：771-4107 

＜入場料無料の展示＞ 
□夏の彫刻展 
 期間：７月 14 日（土）～８月４日（土） 
□コレクション展「京の画塾細見」 
 期間：８月 25 日（土）～９月７日（金） 
 内容：近代の京都の日本画の展示 

京都市市民防災センター 入館無料（８，９月の２か月，BOSAI グランドフェスタ開催）

 

 

 

 気軽に来館，涼みながら防災の知識を高めましょう。 
時 間：午前９時～午後５時（体験等の受付は午後４時まで） 
休館日：月曜，第２火曜（祝日に当たる場合は翌営業日） 
場 所：南区西九条菅田町 7（国道 1 号線十条上ル東側） 
問合せ：662-1849 ※10 名以上の団体は，事前申込み 
□ウィークエンドフェスタ（８，９月の土，日） 
 防災クッキング，防災大声チャンピオン大会，防災迷路など 
□防災サマーフェスタ２０１２（８月 16 日～19 日） 
 缶１－グランプリ，こども BOSAI サマースクールなど 
□防災展/救急展（８月 28 日～９月９日） 
 サバイバルスクール，応急手当 mini 体験など 



 

京都まなびの街生き方探究館 京都モノづくりの殿堂 一般公開 

 

京都の企業創業者・科学者の生き方や，モノづくりにかける

情熱などをパネルや製品模型で展示。期間中は，子ども向けの

クイズラリーを用意 
期 間：７月 17 日（火）～８月 24 日（金） ※土日休館 
時 間：午前 11 時～午後５時 
入場料：無料 
場 所：上京区西洞院下立売下る東裏辻町 402 
問合せ：253-0880 

京の避暑地へ遊びに行こう！  

山村都市交流の森 市街地より２～３度涼しい山村都市交流の森で，平日の

宿泊や食事が安くなり，楽しいイベントが盛りだくさん！

期 間：７月 11 日（水）～８月 31 日（金） 

・平日特別宿泊プラン１泊３食付５割引 

（１室２名様以上，要予約） 

・昼食納涼特別メニュー料金３割引 

（１日 20 食限定，先着順） 

・平日アユつかみ無料体験（７月 23 日（月）～） 

（１日 30 組限定，先着順） 

・平日木工教室利用２割引（先着順） 

・森林体験スタンプラリー（オリジナル木工品等をプレゼ

ント） 

・エコクイズに答えて，正解者の中から抽選で宿泊利用補

助券２万円をプレゼント！ 

場 所：左京区花脊八桝町 250 

問合せ：翠峰荘（電話：746-0665） 

京北地域 

 

自然あふれる京北の里を巡る！ 
・ウッディー京北，京北森林公園，宇津峡公園など京北 

地域 10 箇所程度の施設等を巡るスタンプラリーを実施

・集めたスタンプ数に応じて，景品や商品割引券などを進呈 
・ラリーシートは７月 21 日（土）から対象施設で配布 
期 間：７月 21 日（土）～８月 31 日（金） 
問合せ：京北商工会（電話：852-0348） 

西京極総合運動公園プール施設（京都アクアリーナ） 利用料金の割引 

 エアコンを切って家族でアクアリーナへ！！ 
 メインプール・サブプールにおける利用料金の割引きを行います。 
期 間：７月２日（月）～８月 31 日（金）の平日 

※午後２時半～午後４時の入場者が対象。 
※８月 13 日（月）～８月 17 日（金）は除く。 

利用料：（大人）800 円→700 円  （小中学生）400 円→350 円 
場 所：右京区西京極徳大寺団子田町 64  電 話：315-4800 



 

琵琶湖疏水記念館 自由研究コーナーを開設・映画鑑賞会も毎日実施 

 

 子どもたちが疏水について学べる「自由研究コーナー」を開

設。大人も子どもも楽しめる映画鑑賞会も毎日実施。 
電気を使わず，涼しいミスト装置も体験できます！ 

※京都市動物園の半券を持参の方に粗品を進呈 
期 間：７月 21 日（土）～８月 28 日（火） 
時 間：午前９時～午後５時 
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日） 
場 所：左京区南禅寺草川町 17 
入館料：無料   問合せ：752-2530 

京エコロジーセンター 節電特別企画展 

 

 開館時間：午前 9 時～午後 9 時（展示は午後 5 時まで） 
 休館日：木曜日（祝日の場合翌平日） 
 入館料：無料 
下記イベントはいずれも無料 
いきもの探偵団以外申込み不要 

場 所：伏見区深草池ノ内町 
問合せ：641-0911 

□かえっこバザール 
開催日時：7 月 8 日（日），8 月 14 日（火）各 13:00～15:00（時間中随時入場可） 
不要になったおもちゃを持参しポイント化 
そのポイントで、他の参加者が持ち込んだおもちゃと交換 

□ちきゅまるひろば 
開催日時：７月８日，15 日，22 日，９月２日 いずれも日曜日， 16:30（30 分程度） 
７月 27 日～８月 26 日は毎日午後に実施（来館者の状況により随時開催） 
エコセンスタッフ（夏休み期間は学生インターンも）によるミニイベント 

□いきもの探偵団 
開催日時：８月５日（日），９月２日（日），各 13:30～15:30 
場所：京エコロジーセンター及びその周辺 
申込み：開催の１ヶ月前より電話で受付開始，先着順  定員：各回 15 名 
「いきもの探偵団」は『まいにち しぜんとあそぶ！』をコンセプトに，身近な自然空間で出会

える季節の生きものたちとのふれあいを大切にする自然体験プログラムです。 
□特別企画展「今すぐできる節電ネタ 10 連発」 
開催日時：６月 23 日（土）～９月２日（日） 京エコロジーセンター内 
節電と地球温暖化の関連や、節電アイディアを紹介したパネルの掲示 

 

 

 



 

ラクトスポーツプラザ 子どもスイミングスクール【幼児クラス】体験会！ 

 

 幼児クラス（３歳～６歳）対象の子どもスイミングスクール

が期間限定で無料体験できます（ただし，おひとり様１回限り

でお願いします）。 
期 間：６月 17 日（日）～７月 20 日（金） 
開講日：施設にお問い合わせください。 
時 間：午前９時 30 分～10 時 30 分，午後３時～４時 
場 所：山科区竹鼻竹ノ街道町 91 
問合せ：501-3377 
※詳細（持ち物等）については，ラクトスポーツプラザ備付け

のチラシをご覧になるか，施設にお問い合わせください。 

立命館大学国際平和ミュージアム 夏休みの平和学習は「大学の平和博物館」で！ 

 

□特別展「放射能と人類の未来」 

期 間：５月１５日（火）～７月２７日（金） 

入館料：有料（大人 400 円，中高 300 円，小学生 200 円） 

 関連企画：豊田直巳（フォトジャーナリスト）講演会 

 「イラクからフクシマへ～放射能汚染地帯を歩いて」 

 開催日：７月１４日（土）午後１時３０分～午後３時 

 場所：衣笠キャンパス充光館 301 号（地階） 

 料金：無料 事前申込不要 

□夏休み親子企画「へいわ」ってなに？？ 

 開催日：７月２６日（木） 

 料 金：有料 ※詳細は追ってホームページで広報します。 

□第３２回平和のための京都の戦争展開催期間中の常設展 

 期 間：７月３１日（火）～８月６日（月） 

 料 金：小・中学生 無料（高校生以上は有料） 

□夏休みの勉強・宿題はメディア資料室で！ 

 どなたでも無料でご利用いただけます 

 

開館時間：午前９時３０分～午後４時３０分（入館は午後４時まで） 

休館日：月曜 

場 所：北区等持院北町 56-1 
問合せ：立命館大学国際平和ミュージアム（電話：465-8151） 

 


