
連絡はウナ・ヴォーチェ・ジャパンまで Contact to Una Voce Japan 

Mail: info@uvj.jp  URL: http://uvj.jp 

カトリック聖ヴィアトール北白川教会への直接のご連絡はご遠慮願います。 

 

ローマ典礼の特別形式に

よる歌ミサのお知らせ 

童貞聖マリアの聖なる 

ロザリオの随意ミサ 

 

Missa Cantata  

in the Extraordinary Form of 

the Roman rite for 

External Solemnity of 

 Our Lady of the Holy Rosary 

司式：ラファエル植田勝行神父（王たるキリスト宣教会） 

By Canon Raphael Katsuyuki Ueda (Institute of Christ the King Sovereign Priest)  

 

 日時：１０月５日（日）１４時から 

場所：カトリック聖ヴィアトール北白川教会 

（京都市左京区西蔦町２２） 

Sunday 5th October, 2pm 

Location: St.Viatour Kitashirakawa Catholic 

Church, 22 Nishituta-cho, Sakyo-ku, Kyoto 

 

 

  

植田神父 Canon Ueda 

mailto:info@uvj.jp
http://uvj.jp/


カトリック聖ヴィアトール北白川教会へのアクセス 

JR 京都駅（烏丸口）から 

 

京都駅バス停 D2より市バス 206系統「東山

通・北大路バスターミナルゆき」に乗車し、

「飛鳥井町」にて下車。東大路通を北へ進

み、田中里の前交差点で右折、御蔭通りを

東へ徒歩約 10分。左手に教会があります。

乗り換えなし、45分（徒歩 10分含む）、220

円 

または 

京都駅バス停 A1より市バス 5系統「岩倉操

車場ゆき」に乗車し、「北白川別当町」にて

下車。御蔭通りを西へ徒歩約 5分。右手に

教会があります。乗り換えなし、47分（徒

歩 5分含む）、220円 

または 

タクシー利用 20〜25 分、約 8km、2,000

〜2,500円 

阪急河原町から 

 

四条河原町バス停 H より市バス 3系統「北

白川仕伏町ゆき」に乗り換え、「北白川小倉

町」で下車。教会の前がバス停です。乗り

換えなし、20分、220 円 

または 

タクシー利用 15〜20分、約 4.5km、1,300

〜1,500円 

京阪出町柳駅から 

 

今出川通りの「出町柳駅前」バス停から市

バス 3系統「北白川仕伏町ゆき」に乗り換

え、「北白川小倉町」で下車。教会の前がバ

ス停です。乗り換えなし、7分、220円 

または 

タクシー利用 5分、約 1.8km、650円 

How to get St.Viatour Kitashirakawa Catholic Church 

From JR Kyoto Station 

 

Take the No.206 bus bound for "Iwakura Soshajo-mae" at 

D2 bus stop and get off at "Asukaicho" bus stop. Go 

north along Higashioji street, turn right at 

Tanakasatonomae intersection, then go straight east, 

you can see the church on the left (approximately 10 

min. on foot). Direct, 45 min. (Incl. 10 min. walk), 

¥220 

Or 

Take the No.5 bus bound for "Iwakura Soshajo-mae" at 

A1 bus stop and get off at "Kitashirakawa Bettocho" bus 

stop. Go west along Mikagedori street, you can see the 

church on the right (approximately 5 min. on foot). 

Direct, 47 min. (Incl. 5 min. walk), ¥220 

Or 

Take taxi. 25 min., 8 km, ¥2,000-2,500 

From Kawaramachi station (Hankyu Line) 

 

Take the No.3 bus bound for "Kitashirakawa Shibusecho" 

at H bus stop and get off at "Kitashirakawa Oguracho" 

bus stop, which is located in front of the church. 

Direct, No walk, 20 min., ¥220 

Or 

Take taxi. 15 min., 4.7 km, ¥1,300-¥1,500 

From Demachiyanagi station (Keihan Line) 

 

Take the No.3 bus bound for "Kitashirakawa Shibusecho" 

at "Demachiyanagi Ekimae" bus stop and get off at 

"Kitashirakawa Oguracho" bus stop, which is located in 

front of the church. Direct, No walk, 7 min., ¥220 

Or 

Take taxi. 5 min., 1.8 km, ¥650 

 


