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京都市交通局，京都水族館及び京都市立芸術大学では，文化によるまちの賑わい創出と公共交

通の利用促進に向けた取組を三者連携の下，積極的に展開しています。 

この度，「京の七夕２０１７」の開催に合わせ，会場等を巡るスタンプラリーを下記のとおり

実施しますので，お知らせします。 

スタンプラリーの参加者には，今若い女性に人気のクラゲをモチーフにしたオリジナルてぬぐ

いを先着１，５００名様にプレゼントするほか，ダブルチャンス賞として，「京都水族館年間パ

スポート」などの素敵な賞品を抽選でプレゼントします。 

なお，本取組では，京都市立芸術大学美術学部生（ビジュアル・デザイン専攻４回生）が，ス

タンプラリーの台紙・スタンプ・オリジナルてぬぐい・ダブルチャンス賞の「オリジナルクラゲ

マグカップ」のイラストのデザインを担当しています。 

夏ならではの楽しい企画となっていますので，是非，市バス・地下鉄を御利用のうえ御参加く

ださい。 

 

記 

１ スタンプラリーについて 

（１） 実施期間 

    平成２９年８月４日(金) ～ ８月１３日(日) 

 （２）参加方法 

   ア 京都水族館及び市バス車内で配布するうちわ型の台紙，又は京の七夕会場で配布され

る京の七夕散策ＭＡＰを入手します。 

   イ 全７箇所のスタンプポイントのうち，必須ポイント２箇所及び選択ポイント２箇所の

計４箇所を回り，スタンプ台紙にスタンプを押します。 

京都水族館×京都市交通局×京都市立芸術大学【産官学連携イベント第６弾】 

～京の七夕２０１７連携企画～ 

ゆらゆらスタンプラリーの実施について 

【スタンプラリー台紙】（イメージ） 

スタンプの絵柄は全7種類！ 

スタンプポイントによって絵柄が違うので， 

全種類集めても可愛いです♪ 

【スタンプ】 

（イメージ） 



  【スタンプポイント】 

     

※ スタンプの設置期間は，京の七夕の開催期間に関わらず，上記の期間です。  

 

    ウ 以下のいずれかのゴールポイントに，スタンプ台紙を持参いただくと，先着１,５００

名様にクラゲをモチーフにしたオリジナルてぬぐいをプレゼントします。 

     

【ゴールポイント】 

   ・ 梅小路公園会場［京都水族館(エントランス)］ 

     取扱時間：午前１０時～午後８時（一部日程午後９時） 

   ・ 市バス・地下鉄烏丸御池駅案内所（地下鉄烏丸御池駅構内） 

     取扱時間：午前７時３０分～午後７時３０分 

※ オリジナルてぬぐいの引換及びダブルチャンス賞の応募は， 

スタンプラリー終了日の翌日８月１４日（月）まで受け付けます。 

 

    エ さらに，ダブルチャンス賞として，ゴールポイントで配布する応募用紙に必要事項を

記入し，応募箱に投函いただくと，抽選で以下の素敵な賞品をプレゼントします。 

    ※ 応募は，お一人様１枚とさせていただきます。 

    ※ 当選者の発表は，賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京の七夕会場・駅 スタンプ設置期間 スタンプ設置時間 

必須ポイント 

（２箇所） 

➀ 梅小路公園会場 

［京都水族館（エントランス）］ 

平成 29年 8月 4日(金)～13日（日） 午前 10時～午後 8時 

(一部日程午後 9時まで) 

➁ 地下鉄駅（三条京阪駅，二条 

城前駅，東山駅改札付近） 

平成 29年 8月 4日(金)～13日(日) 終日 

選択ポイント 

（２箇所） 

➂ 堀川会場（案内所付近） 平成 29年 8月 5日(土)～11日(金・祝) 午後 7時～午後 9時 30分 

➃ 鴨川会場（案内所付近） 平成 29年 8月 5日(土)～11日(金・祝) 午後 7時～午後 9時 30分 

➄ 二条城会場（入場入口付近） 平成 29年 8月 4日(金)～13日(日) 午後 7時～午後 9時 30分 

➅ 北野天満宮北野紙屋川会場 

（社務所受付付近） 

平成 29年 8月 5日(土)～13日(日) 午後 7時～午後 9時 

➆ 岡崎会場（本部付近） 平成29年8月11日(金・祝)～13日(日) 午後 3時～午後 9時 

賞品 当選人数 

Ａ賞 京都水族館年間パスポート １名 

Ｂ賞 京都水族館ペア招待券 1名 

Ｃ賞 クラゲクッション ２名 

Ｄ賞 オリジナルクラゲマグカップ ３名 

Ｅ賞 トラフィカ京カード（３，３００円分） １名 

Ｆ賞 トラフィカ京カード（１，１００円分） ５名 

【オリジナルてぬぐい】 

（イメージ） 



２ 問合せ先 

 〇 ゆらゆらスタンプラリーや市バス・地下鉄の利用方法について 

   京都市交通局 自動車部営業課    ＴＥＬ：０７５－８６３－５１６１ 

                     ＦＡＸ：０７５－８６３－５１１９ 

          高速鉄道部営業課    ＴＥＬ：０７５－８６３－５２１８ 

                     ＦＡＸ：０７５－８６３－５２１９ 

 

 〇 デザイン（台紙，スタンプ，オリジナルてぬぐい，マグカップ）について 

   京都市立芸術大学 連携推進課（事業推進担当） 

                     ＴＥＬ：０７５－３３４－２２０４ 

                     ＦＡＸ：０７５－３３４－２２４１  

【参考１】 

～本取組におけるデザインについて～ 

 本取組では，京都市立芸術大学美術学部ビジュアル・デザイン専攻４回生の佐藤
さ と う

香
か

穂里
ほ り

さんが，

同大学美術学部辰巳
たつみ

明久
あきひさ

教授と滝口
たきぐち

洋子
よ う こ

教授指導のもと，スタンプラリーの台紙，スタンプ，オリ

ジナルてぬぐい，マグカップのイラストをデザインしました。  

 

～産官学連携の取組について～ 

 

 京都市立芸術大学大学院生が，京都駅と京都水族館を結ぶ「水族館シャトル」のラッピングを 

デザインしたことを契機に，平成２５年度から，文化によるまちの賑わい創出と公共交通の利用 

促進に向けた産官学連携取組を開始し，これまで５回の取組を実施しました。 

 新たな魅力を発信し続ける京都水族館，創造力あふれるデザインを生み出す京都市立芸術大学， 

市民そして観光客の足として日々，交通事業を担う交通局の三者それぞれの特性を活かし，今後 

も楽しい取組を展開してまいります。 

（これまでの取組） 

 ○第１弾 平成２５年１０月１９日～１１月２４日 

         水族館シャトルバスのデザインを活用したクイズイベント 

         ～どこにいるかな？京都水族館のいきものさがし～ 

 ○第２弾 平成２６年３月１４日～３月２３日 

         「京都・東山花灯路-２０１４」の開催に合わせたスタンプラリー 

         ～市バス・地下鉄で東山花灯路＆京都水族館へ行こう～ 

 ○第３弾 平成２６年１０月１１日～１１月１６日 

         キーワードラリーに参加して，オリジナルグッズをゲットしよう！   

         ～岡崎・梅小路公園を結ぶエクスプレスに乗って♪～ 

 ○第４弾 平成２８年３月１２日～３月２１日 

         「京都・東山花灯路-２０１６」の開催に合わせたスタンプラリー 

         ～ペタペタスタンプラリー～ 



  

〇第５弾 平成２８年８月６日～８月１２日 

         「京の七夕２０１６」の開催に合わせたスタンプラリー 

         ～すいすいスタンプラリー～ 

 

【参考２】京の七夕 会場一覧 

会場 場所 開催期間 開催概要 

梅小路 

公園 
梅小路公園内 平成 29年 8月 4日(金)～13日(日) 公園内でのライトアップなど 

堀川 御池通～一条戻橋付近周辺  

平成 29年 8月 5日(土)～11日(金・祝) 

 

光の天の川，七夕飾り，光の友禅流し，

メッセージ行灯など 

鴨川 仏光寺通～御池通周辺 風鈴灯，竹と灯りの散策路など 

二条城 二条城内 平成 29年 8月 2日(水)～14日(月) 庭園のライトアップなど 

北野 

紙屋川 

北野天満宮，北野上七軒， 

今出川通北野門前界隈 
平成 29年 8月 5日(土)～16日(水) 

北野天満宮境内夜間特別参拝や史跡

御土居のライトアップなど 

岡崎 
岡崎公園 

及びその周辺施設等 
平成 29年 8月 11日(金・祝)～13日(日) 

平安神宮大鳥居や公園のライトアッ

プなど 

 


