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再オープン＆リニューアル 「麒麟が
!!
くる

ドラマ館公式サイトはこちら▶

京都大河ドラマ館」

起死回生 の快進撃 へ !
壱

強力に再オープン！ 魅力あふれるリニューアル！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
臨時休館しておりました「麒麟がくる 京
都大河ドラマ館」、5 月 25 日から再オープン
しております ! 再オープンにあたっては、来
館される皆さんの安全・安心を最優先に、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実
施しています。マスクの着用など、ご理解と
ご協力をお願いします。
再オープンにあたり、展示内容も一部リ
ニューアルし魅力アップ ! エントランスに
もちぬし
は、市内在住のろうけつ染作家である望主
りょう ぞ う
良三さんから寄贈いただいた、明智光秀オ
リジナルデザインのろうけつ染を展示。また
にし むら
ひこ
4 月 1 日から俳優の西村まさ彦さんが、ドラ
マの撮影で実際に着用された「明智光安
の甲冑」も9 月 30 日までの期間限定で展
示中です。さらに、史実展示エリアを「光
秀の人物像」および「本能寺の変」をテー
マに亀岡ならではの内容にしてバージョン
アップ ! 見応え抜群の展示となっていますの
で、ぜひご覧ください !

見応えある「ろうけつ染」

みんなで

光秀の人物像にせまる展示

入館者３３，
３３３人を達成

そとメシ・お買い物応援キャンペーン

対象店舗で外食やお買い物をされる際に２，
０００円以上で１，
０００円割
引きとなるクーポンチラシを１家族に１枚配布します。
対象店舗 飲食店はチラシ裏面に、その他の店舗一覧はチラシとあわせて配布します。
配布時期 ７月中旬予定 問い合わせ 市商工観光課

☎２５‐５０３３

エンジョイ湯の花温泉

お出かけお泊りキャンペーン

市民の皆さん限定！
１００円）
２，
０５０円（通常４，
でお楽しみ
いただけます！
さらに、大人１人につき小人（小学
生以下）
１人が無料に！※要予約

湯の花温泉各旅館とほん梅の里が
提供する５，
０００円
（税抜き）以上の
プランを２，
５００円割引きします。

利用定員 １，
５００人（定員になり次第終了）

利用定員 3，
５００人（定員になり次第終了）

全国
一律
亀岡市

実施中 〜9月30日（水）まで

利用したい施設に直接電話予約をしてく
ださい。利用当日に京都府民であること
を証明する書類（運転免許証や健康保険
証など）の提示が必要です。

申し込み・問い合わせ 利用する旅館に
直接、電話予約または問い合わせてください。

７月１日から

レジ袋有料化スタート
来年１月１日から

耳で知るストーリー

大河ドラマ「麒麟がくる」で亀岡市が注目を浴びる中、市内観光
スポットや飲食店、宿泊施設などが見られるガイドシステム「光秀公
のまち亀岡 耳で知るストーリー」を公開中です。「音声ガイド」、
「コ
ンシェルジュ」、「ムービーギャラリー」の３つのコンテンツで亀岡の魅
力を紹介しています。自宅などでゆっくりご覧いただき、新型コロナウイルス感染症の
終息後にはぜひ、直接現地へ足を運んでみてください！

亀岡をサンガのまちに

Ⓒ KYOTO.P.S.

③ サンガスタジアム ｂｙＫＹＯＣＥＲＡ

亀岡市では、市民の皆さんと一緒に市内の飲食店や
商店、観光地などの元気回復を目指したさまざまな事業を実施して
います。
ぜひご利用いただき、みんなで亀岡を盛り上げましょう！

申し込み・問い合わせ
保津川遊船企業組合 ☎２２‐５８４６

光 秀 公のまち亀 岡

亀岡を舞台に戦う
京都サンガ F.C. と市民との一体感を盛り上げる取り組みを紹介！

盛り上げよう亀岡‼

乗船時に亀岡市民であることを証明する
書類（運転免許証や健康保険証など）の
提示が必要です。

背 水の陣 ― 光 秀の叫び！
京 都・亀 岡ゆかりの地 支 援プロジェクト

ドラマ放送再開まで「麒麟がくる 京都大河ドラマ館」で盛り上がりましょう
！
！

新型コロナウイルス感染症地域経済緊急対策

保津川下り半額乗船 実施中！

第687号（4）

臨時休館による入館者数が減少したドラマ館を救うため、支援を
お願いします！
ふるさと納税を活用したクラウドファンディング「背水の陣―光秀の
叫び！京都・亀岡ゆかりの地支援プロジェクト」を実施中です。皆さ
んぜひご協力をお願いします。

参

臨時休館の影響もある中で、6 月 13 日には入館者数 33,333 人を達成 !
33,333 人という数字には「① 山河ある亀岡 ② 光秀の大河ドラマ館 in ③ サ
ンガスタジアムに ④ 参じていただいた ⑤ 賛辞とお礼をともに贈ります」という
意味が込められています !

市民限定！

弐

キラリ☆亀 岡

プラ製レジ袋の提供禁止

￥

※紙製・生分解性袋は無償提供禁止

使い捨てプラスチックごみ削減にご協力をお願いします。

およそ４カ月間にわたる休止期間を経て念願の再開を果たしたＪ
リーグ。今回は特別編として、京都サンガ F.C. のホームスタジア
ムであるサンガスタジアム ｂｙＫＹＯＣＥＲＡ
（府立京都スタジアム、
以下サンガスタジアム）を紹介します。
サンガスタジアムは最大約２１，
６００人収容可能な陸上トラック
のない府内唯一の専用球技場です。ここでは、サッカーやラグビー
の国際試合のほか大規模な音楽イベントなども開催可能となり
ます。
サンガスタジアムの最大の特徴は客席最前列から２メートル張
り出した大屋根によって全席を覆う構造としたことで、雨天時に
も快適な観戦環境を整えていることです。
そして何と言っても、京都とサンガを連想する鮮やかな紫色の
シート。スタンド最前列からピッチまでは最短７・５メートルしかな
く、選手の息づかいまでが聞こえるほどの迫力で、観客と選手の一体感が生まれます。
最後に貴重なロッカールームの風景をご紹介。選手はここでユ
ニフォーム姿に着替え、最大の緊張感のなか、真剣な表情でピッ
チに登場します。
このほか、『麒麟がくる 京都大河ドラマ館』や屋内クライミン
グウォール施設、地元食材が堪能できるフードコートなど、充実
した施設となっています。試合観戦が解禁された際には、多くの
市民の声援で選手の背中を後押ししましょう。

今月の

ピックアッププレーヤー

森脇 良太

もりわき りょうた

1986年4月6日生まれ（34歳）
ＤＦ 背番号「46」 広島県出身
今シーズン、浦和レッズから新加入した元日本代表のベテラン。特徴はなんといっても多く
のサポーターから愛される“元気さ”。常に全力の男は京都でも熱いプレーで盛り上げる。

７

京都サンガＦ．
Ｃ． ゴールターゲット

でも
ステイホーム
！
う
ろ
が
上
り
盛
いよいよ亀岡市にもプロのJリーガーがやってきます。
しかし、
残念ながらしばらくは無観客試合や入場者数の制限が行われることとなっています。
そこで、
自宅でもサンガの試合を楽しんでいただくため、
特別企画を実施します!

●ルール／今シーズン（2020年）のサンガスタジアムで
京都サンガF.C.の選手はサンガの
のチーム通算7ゴール目と7アシスト目を決めるサンガ
公式ホームページでチェック!
の選手を予想し、選手への応援メッセージもそえて応
募してください。
●応募方法／氏名、住所、電話番号、メールアドレス、答
正解者の中から、抽選でそれぞれ1名に、該当選手の
え（7ゴール目 ○○選手、7アシスト目 ○○選手）
と応
サイン色紙をプレゼント!正解者がいなかった場合には、 援メッセージを記入の上、メールまたは郵送にて亀岡
市役所までご応募ください。
応募者の中からそれぞれ1名にプレゼントいたします。
アウェイゲームでのゴールや自陣のゴールに決めてし ●応募先／〒621‐8501（住所不要）市秘書広報課
まうオウンゴールは含みませんのでご注意ください。
「京都サンガF.C.7ゴールターゲット」担当
※サッカーにおけるアシストとは…ゴールを決めた選手に対して最後
E-mail  hisyo@city.kameoka.lg.jp
に供給したパスをアシストと言います。
アシストは公式の記録では
ないため、明らかに最後のパスを供給したとこちらで判断した選手
のみカウントしますのでご了承ください。

●応募締め切り／7ゴール目、7アシスト目の選手が試
合で決まるまで

７月、８月のホームゲーム
７月１１日㊏ アビスパ福岡戦 午後６時３０分キックオフ
８月 ２日㊐ ＦＣ町田ゼルビア戦 午後６時３０分キックオフ

７月１９日㊐ 愛媛ＦＣ戦

午後６時３０分キックオフ

※各試合の詳細は決まり次第、
サンガ公式ホームページでお知らせします。

はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、
電話番号、広報紙「キラリ☆亀岡」の感想を
書いて、
〒621-8501
（住所不要）
市秘書広
報課へ。市ホームページからのご応募もお待
公募で決まったJR亀岡駅北広場の愛称は ちしております。
正解者の中から抽選で5人に図書カードを
「●●●●サンガ広場」です。
差し上げます。当選者の発表は発送をもって
●●●●に入る言葉は何でしょう？
代えさせていただきます。

締切日

令和 2 年

7 月 31 日（金）（必着）

【前月の答え】
『うちメシ』
でした。
たくさんのおはがき、
ありがとうございました。

