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２０１３年１１月１９日

各 位

京都水族館

『京都水族館』（京都市下京区、館長：榊原 茂）

は、2013 年 12 月 26 日（木）～2014 年 1月 13 日

（月・祝）の期間、2014 年の干支“午（うま）”にちな

み「“ウマ”ヅラな魚、シーホースを学ぼう！」をテー

マに、展示および体験プログラムを開催します。

お正月特別企画として、京都で催されるお祭りで

は最も古くから行われている京都三大祭の一つ

葵祭の「路頭の儀」などに参列する「馬」が、京都水

族館にやってきます。また、ショップでは数量限定

の福袋の販売や「シーホースカクテル」などを販売

いたします。

んでみませんか。

「“ウマ”ヅラな魚、シーホースを学ぼう！」

【本件に関するお問い合わせ】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

～その他お正月特別企画では、水族館に「馬」がやって来る～

１．企画展示 「馬面にはワケがある～“ウマ”によく似た魚たち～」

８．ショップ 数量限定！３５０袋「新春・京都水族館ワクワク福袋」を販売

７．～新年の夢、叶えます。～京都水族館で実現したい夢を大募集

２．スペシャルワークショップ 「シーホースの謎を追え！～タツノオトシゴ大研究～」

３．ワークショップ 「クルクル巻きつく♪“シーホース”モールをつくろう」

４．ワークショップ 「アクアスタンプでオリジナル手ぬぐいをつくろう」

展示

お正月特別企画

体験プログラム

ショップ情報

９．カフェ「シーホースカクテル」やお正月ならではのメニューが登場

※年末年始も休まず営業いたします。（ただし、施設点検・気象状況等により臨時休業の場合があります）

※各展示やイベントの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

５．「馬と京都の歴史・文化のつながりを体験」～京都水族館に“馬”がやって来る～

“ウマ”のように

面長な顔をした

魚たちが登場し

ます。

６．「お正月に親子で遊ぼう♪竹馬教室」

2014 年は午（うま）年
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１．企画展示 「馬面にはワケがある～“ウマ”によく似た魚たち～」

京都水族館では、新年の企画展示として、2014 年の干支で

ある“午（うま）”にちなみ、「馬顔にはワケがある～“ウマ”によく

似た魚たち～」を開催します。

まるで馬のように、湾曲した体形をしているタツノオトシゴや

面長な顔をしているウマヅラハギなど、体の一部が馬に似て

いるのは、いきものたちの進化の過程に秘密が隠されていま

す。その秘密や不思議な生態を、解説パネルとともにご覧い

ただけます。ひょうきんな表情をした、個性豊かないきものたち

をぜひご覧ください。

ストローのように長い口が可愛いタツノオトシゴ

期 間 ： 2014年 12 月 26日（木)～1月 13 日（月・祝）

場 所 ：交流プラザ

展示生物 ： タツノオトシゴ、ウマヅラハギ 計 2種約 10点

体験プログラム

２．スペシャルワークショップ 「シーホースの謎を追え！～タツノオトシゴ大研究～」

開催日： 2014年 1 月 1日(水・祝)～2014年 1 月 5 日(日)、12 日(日)、13 日(月・祝)

時 間： 13時 30 分～14 時 15 分

場 所： 2 階交流プラザ

対 象：小・中学生

料 金：無料

参加定員：各回 15名

申込方法：当日受け付け（各日 11 時 00分～整理券を配布します。）

展示

午（うま）年にちなみ、“ウマ”のような顔をしているタツノオトシ

ゴにスポットを当て、スペシャルワークショップ「シーホースの謎

を追え！～タツノオトシゴ大研究～」を開催します。

長い口や尾が特徴のタツノオトシゴは、英名ではシーホース

（海の馬）と言われています。なぜ魚の仲間なのか？など、クイ

ズを交えながら楽しく学ぶことができる約４５分のプログラムで

す。また、ストローのように伸びた口で、小さな餌を食べる給餌

の様子も観察することができます タツノオトシゴの仲間も登場します

水槽内のいきものをじっくり観察してみよう
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３. ワークショップ 「クルクル巻きつく♪“シーホース”モールをつくろう」

“ウマ”顔をしているタツノオトシゴを学ぶワークショップ、「クル

クル巻きつく♪“シーホース”モールつくろう」を 2013 年 12 月

26日(木)～2014 年 1月 13日(月・祝)の期間中、毎日開催しま

す。

タツノオトシゴは海藻などに尾を巻きつける行動をとることが

あります。カラフルなモールを、タツノオトシゴの尾に見立て、

オリジナルの可愛いタツノオトシゴ作りを楽しめます。尾を巻き

つける行動にはどんな役割があるのか？タツノオトシゴの生態

を楽しく学べるワークショップです。

ような顔をしているタツノオトシゴのスタンプが期間限定で登場します。京都水族館で生活するいきも

のたちを観察して、水槽や水族館をイメージしたオリジナルの手ぬぐいを作ってみてはいかがでしょう

か。

４．ワークショップ「アクアスタンプでオリジナル手ぬぐいをつくろう」

開催日： 2013 年 12月 26日（木）～1 月 13 日（月・祝）

時 間： 10 時 00分～ ※1回あたり約 15～20 分

場 所： 2 階交流プラザ

対 象： 3 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

料 金： 無料

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

開催日： 2014 年 12月 26 日（木）～1月 13 日（月・祝）

時 間： 10 時 00分～ ※1回あたり約 15～20 分

場 所： 2 階交流プラザ

対 象： 3 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

料 金： 300 円（税込み）

定 員： なし

申込方法： 当日受け付け ※受け付けは 16時 30 分まで。混雑時は整理券を配布。

くるりと巻いた尾がポイントです。

水族館にいるいきものたちをデザインし

た「アクアスタンプ」を生地に押して、オリジ

ナルの手ぬぐいを作るワークショップを

2013 年 12 月 26 日(木)～2014 年 1 月 13

日(月・祝)の期間中、毎日開催します。

今回は 2014 年の干支、午（うま）にちな

み、好評のアクアスタンプシリーズに馬の
オリジナルの海の世界をつくってみよう。



( 4/7）【お問い合わせ】京都水族館 広報室 奥村・関 TEL：075-354-3116

お正月特別企画

お正月特別企画として、馬と古くから伝わる京都の歴史・文化

のつながりを紹介するふれあい体験企画を実施します。

京都で催されるお祭りの中では、最も古くから行われていると

いう京都三大祭の一つ葵祭の「路頭の儀」などに参列する馬が

「京の里山ゾーン」に 2014 年 1 月 1日(水・祝)～1 月 5日(日)の

期間に登場します。（※）

また、水族館前の梅小路公園で、その華やかな馬具を着用し

た馬に乗ることができるイベントも開催します。

■ふれあい体験概要

開催日： 2014年 1月 1 日(水・祝)～2014 年 1月 5 日(日)

開催時間： 各日①10時 00 分～11 時 00 分 ②12時 30 分～13 時 30分 ③15 時 00 分～16時 00 分

受付場所：京の里山ゾーン

対 象： 小・中学生

料 金： 無料 ※別途、当館への入場料が必要となります。

参加定員： 各回 13名

申込方法：当日受け付け（各回開始 30 分前より整理券を配布します。） ※雨天中止

６．「お正月に親子で遊ぼう♪竹馬教室」
昔からお正月の遊びとして親しまれている竹馬遊び。「お正

月に親子で遊ぼう♪竹馬教室」を期間限定で開催します。

京都市都市緑化協会の協力のもと、京都の伝統工芸士の先

生をお招きし、竹工芸に関するお話しや、京都の文化を学び

ながら親子で楽しめるイベントを実施します。

竹馬を作ったあとは、水族館前の梅小路公園で開催される、

コマやけん玉を使った昔遊びなどを体験できる“梅小路公園プ

レイパーク” （10:00～15:00 開催）の中で、実際に竹馬遊びを

体験することができます。

５．「馬と京都の歴史・文化のつながりを体験」～京都水族館に“馬”がやって来る～

開催日時： 2014年 1月 11 日(土) 13 時 00 分～14時 30 分

受付場所： 交流プラザ

対 象： 3歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

料 金：無料

参加定員：親子 10 組 20 名

申込方法：事前申し込み（2013 年 12 月 1日（日）よりお申し込み開始）

祭礼などに用いる華やかな馬具を装着した馬

※お申し込み多数の場合は抽選となります。

※雨天時は、竹馬づくりのみ実施

※お申し込み方法等の詳細は、12月 1日（日）の『京都水族館』公式ホームページをご覧ください

※雨天中止

※梅小路公園でのイベント中は「京の里山ゾーン」に馬はおりません。

竹馬遊びのイメージ図
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ショップ情報

8．数量限定！350 袋「新春・京都水族館ワクワク福袋」を販売

350袋の数量限定で、「新春・京都水族館ワクワク福袋」を全 2種類販売します。それぞ

れに京都水族館オリジナルグッズが必ず入っている、大変お得な福袋です。

イルカのぬいぐるみ入り 3,000円（7,000円相当）の福袋が限定 50袋、オオサンショウ

ウオのポーチ入り 2,000円（5,000円相当）の福袋は限定 300袋で販売いたします。

中身が見える！福袋
3,000円の福袋の中身の一例

必ずイルカのぬいぐるみが入っています。

種 類： ①イルカのぬいぐるみ入り 3,000 円（税込み）

②オオサンショウウオのポーチ入り 2,000 円（税込み）

数 量： ①50 袋 ②300袋

販売場所： １階ミュージアムショップ

販売開始日： 2014年 1 月１日（水・祝）～ ※①・②共に数量限定 売り切れ次第、販売を終了します。

７．～新年の夢、叶えます。～京都水族館で実現したい夢を大募集

年の始まりは、気持ち新たに一年を過ごせるように、多くの

人が夢や願い、目標を立てる時期です。

京都水族館では、新しい一年のスタートに合わせた特別

企画として、京都水族館で実現したい夢を大募集します。ご

応募いただいた方の中から、夢の実現性などを検討した上

で当選者を決定し、実際に夢を叶えていただきます。

ほかではない、京都水族館だからこそ実現できる夢、叶え

たい夢のご応募を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

募集期間： 2014 年 1 月 1日（水・祝）～1 月 13 日（月・祝）

対 象： 3 歳以上のお客さま

当選人数： 若干名 ※応募いただいた夢の内容により変動します。

応募方法： 募集期間内、館内に設置している応募用紙に必要事項をご記入の上、館内設置の応募箱

にご投函ください。

選考方法： 2014年 1 月下旬に当選者を決定し、公式ホームページにて実際に叶えていただく夢の内容

を発表する予定です。実施日は当選者と調整後に決定します。
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9．カフェ「シーホースカクテル」やお正月ならではのメニューが登場

1 シーホースカクテル

●●●

③ 紅白なますドッグ

シャキシャキとした紅白なますに、京都の「一休堂」のゆ

ず七味がピリっと効いたドッグパンを販売します。

紅白なますには、甘味が強くやわらかい金時人参を使用し

ているので、野菜嫌いのお子さまにもおすすめです。

価 格：600円（税込み） 販売場所：ハーベストカフェ

販売期間：2013年 12 月 26 日（木)～2014 年 1 月 13 日(月・祝)

価 格：350円（税込み） 販売場所：ハーベストカフェ

販売期間：2013年 12 月 26 日（木)～2014年 1 月 13日(月・祝)

鮮やかな彩りの海藻ビーズをトッピング

大根と人参でお正月をイメージした紅白を演出

2 福福バーガー

●●●お正月料理の食材として欠かせないエビに、口当たりまろ

やかなタルタルソースとチェダーチーズ、京漬物の福神漬

が加わった、贅沢なハンバーガーです。仕上げに色鮮やか

な海藻ビーズをトッピングし、そのプチプチとした食感が

アクセントの一品です。

価 格：450円（税込み） 販売場所：ハーベストカフェ

販売期間：2013 年 12 月 26日（木)～2014年 1 月 13 日(月・祝)

らせん状のレモンピールがアクセント

フルーティな味わいが楽しめるブランデーと、話題の温

かい炭酸飲料のホットジンジャーエールを使った大人向

けのカクテルです。レモンピールでタツノオトシゴが尾を

くるりと巻いている様子を表現しました。青いリキュール

と隠し味の少ししょっぱいシーソルトが、まるで海にいる

ような気分になる一品です。
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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

【本件に関するお問い合わせ】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


