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春の観光だより

行催(祭)事

３ 月

  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先 内容・その他 交通機関

20.3.10(火)

～

21.3.9(火)

保津川下り運航 ◇保津川下り運航
・亀岡市保津町下中島

※保津川遊船企業組合
TEL.0771-22-5846
ホームページ:
http://www.hozugawak
udari.jp/

亀岡から京都・嵐山まで約16キロの渓
谷を約2時間で下るスリルに富んだ船
下り。
冬期はお座敷暖房船で運航される。
【運航日】
年末年始（12/29～1/4）、荒天時を除
く毎日運航
※暴風雨、増水時は運航中止となるた
め、事前に要確認
【定休日】
2月と9月に安全点検のため各1日運休
有り
【料金】
大人　4,100円
小人　2,700円（4歳～小学生）

※11/1～11/30のみ、定期時間の出航
ではなく1隻の定員（25名）が揃い次
第、随時運行となる。
乗船受付時間　7時30分～
最終出航時間　15時

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

20.4.4(土)

～

21.3.27(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/19、12/26、1/2
、1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/2
0、2/27を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車

20.4.5(日)

～

21.3.28(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/27、1/3を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

※発行日以降、日程等変更される場合がありますので、ご注意下さい。
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

2.13(土)

　 ～

3.14(日)

早春の草花展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

大芝生地の特設会場に、ナノハナ、ス
トック、チューリップ、キンギョソウ
、ボタンなど約100種10,000株の春ら
しいたくさんの草花が飾られます。一
足早い春が感じられ、会場を歩けば、
花の彩りと芳香に優しく包まれます。
【日時】
10時～16時
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

2.18(木)

　 ～

3.22(月)

しだれ梅と椿まつ
り

◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7番地
TEL.075-623-0846
FAX.075-611-0785
ホームページ:
https://www.jonangu.
com/

神苑・楽水苑では「源氏物語」に登場
する草木をはじめ、100余種の草木が
四季を装います。神苑内の150本余の
紅白のしだれ梅が2月下旬より咲き揃
い、300本ものさまざまな椿の花も開
花。
【日時】
神苑拝観受付　9時～16時
【料金】
神苑拝観料　600円

※梅が枝神楽
期間中神楽殿の表舞台で、梅の花を手
にした巫女が神楽を舞います。
梅ヶ枝神楽
　平日　10時～
　土曜日、日曜日、祝日　10時～、15
時～

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「竹田」駅下
車、徒歩15分
◆市バス「城南宮東口」下
車、徒歩3分
◆京都駅八条口から京都ら
くなんエクスプレス（R'EX
バス）で平日「油小路城南
宮」、土曜日・日曜日・祝
日「城南宮前」下車

【駐車場】
有平常：普通車200台、バ
ス10台
シーズン：普通車240台、
バス3台

2.20(土)

　 ～

3.31(日)

「おひなさま」展 ◇博物館さがの人形の
家
・京都市右京区嵯峨鳥
居本仏餉田町12
TEL.075-882-1421
FAX.075-882-1421
ホームページ:
http://www.sagano.or
.jp/

国指定有形民俗文化財となったお雛さ
まを展示します。非常にかわいく雅な
品のあるお雛さま達です。
（室町雛、元禄雛、寛永雛、立雛、古
今雛、享保雛、有職雛、土雛 等）
【定休日】
月曜日（祝日の場合は翌日）
【日時】
10時～17時
【料金】
入館料
　一般　800円
　中学・高校生　500円
　小学生　200円

◆京都バス「護法堂弁天前
」下車、徒歩4分
◆市バス「嵯峨釈迦堂前」
、または京都バス「嵯峨釈
迦堂前」下車、徒歩13分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩25分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩35分

【駐車場】
無
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

2.21(日)

　 ～

4.3(土)

冨田屋　町家に残
された最古のお雛
様

◇西陣くらしの美術館
　冨田屋
・京都市上京区大宮通
一条上ル
TEL.075-432-6701
FAX.075-432-6702
ホームページ:
http://www.tondaya.c
o.jp/

三月三日は女の子のお節句。京都では
旧暦で一ヶ月遅れでお祝いいたします
。冨田屋では、昔のお雛祭りのしきた
りを復活させたいと願い、皆様で祝い
たいと思います。代々のお雛様も生き
生きとお出ましくださいます。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」+「お雛会伝統弁当」+「昔遊び（
貝合せ、投扇興）」
定員：20名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
会費　10,000円（税別、特別料理+白
酒付）

※要予約（受付は2名様から）

◆市バス「一条戻橋・晴明
神社前」下車
◆市バス「今出川大宮」下
車

【駐車場】
有（大型バス対応のみ）

3.1(月)

　 ～

3.31(水)

真如堂涅槃図公開 ◇真如堂（真正極楽寺
）
・京都市左京区浄土寺
真如町82
TEL.075-771-0915
FAX.075-771-1823
ホームページ:
http://shin-nyo-do.j
p/

涅槃図は江戸時代に描かれたもので、
縦6m・横4mの紙本着色の極彩色です。
「花供曽」あられが授与されます。
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　1,000円

◆市バス「真如堂前」、ま
たは市バス「錦林車庫前」
下車、徒歩8分

【駐車場】
有（普通車5台、紅葉期不
可、バスは銀閣寺の市営バ
スプール等へ回送）

3.1(月)

　 ～

4.3(土)

宝鏡寺雛祭と春の
人形展

◇宝鏡寺（人形の寺）
・京都市上京区寺之内
通堀川東入ル百々町54
7
TEL.075-451-1550
FAX.075-451-1550
ホームページ:
http://www.hokyoji.n
et/

歴代皇女が住持となった室町時代創建
の尼門跡寺院の恒例の人形展。同寺が
所蔵する、ひな人形や御所人形などを
展示する。
【日時】
10時～16時閉門（15時30分受付終了）
開催日（計12日間）　3/1～3/3、3/6
、3/7、3/13、3/14、3/20、3/21、3/2
7、3/28、4/3
【料金】
拝観料　600円

※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、3/1の雛祭は開催中止。

◆市バス「堀川寺ノ内」下
車、徒歩1分

【駐車場】
有（普通車2台）

3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.2(火)

　 ～

3.28(日)

春の特別一般公開
「雛かざり」展

◇杉本家住宅
・京都市下京区綾小路
通新町西入ル矢田町11
6

※公益財団法人奈良屋
記念杉本家保存会
TEL.075-344-5724
ホームページ:
http://www.sugimotok
e.or.jp/

享保雛、古今雛、市松人形などご覧い
ただけます。また、季節に合わせた室
礼もお楽しみください。
 
【定休日】
3/8・3/15～3/19・3/22
【日時】
10時～17時
受付16時30分まで
【料金】
大人　1,500円
高校生以下　800円

◆地下鉄烏丸線「四条」駅
下車、徒歩5分
◆阪急京都線「烏丸」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
無

3.3(水) 春桃会 ◇三十三間堂
・京都市東山区三十三
間堂廻町657
TEL.075-561-0467
ホームページ:
http://www.sanjusang
endo.jp

※無料開放日
3月3日は「おめでたい」とされる祝節
『重陽』のひとつ。三十三間堂では「
三」が重なることから『春桃会』が行
われます。東風壇の設置や華展など様
々な催しが行われます。
【日時】
9時～15時30分

◆市バス「博物館三十三間
堂前」下車
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車50台、バス30台
、料金/無料）

3.5(金)

　 ～

5.5(祝)

高台寺塔頭・圓徳
院　春の特別拝観
・ライトアップ

◇圓徳院
・京都市東山区高台寺
下河原町
TEL.075-525-0101
FAX.075-561-2724

伏見城の化粧殿前庭を移築したみごと
な庭園などゆっくり鑑賞してください
。
赤松燎没後25周年特別展
【日時】
10時～21時30分（受付終了）※予定
【料金】
拝観料
　大人　500円
　中学・高校生　200円
※3ヶ所共通割引券（高台寺・掌美術
館・圓徳院）900円

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
有（高台寺駐車場使用、1
時間駐車無料券有り）

3.6(土) 梅探検・山背古道
探検隊

◇長池駅

※山背古道探検隊事務
局〈井手町役場企画財
政課内）
TEL.0774-82-5212

青谷に残る史跡や隠れた見どころが発
見できるウォークを実施。
スタート：JR長池駅南側広場（9時30
分集合）
ゴール：JR山城青谷駅（15時解散）
定員　：30名
申込　：山背古道探検隊事務局（井手
町役場企画財政課内）0774-82-5212に
電話
【日時】
9時30分～15時
【料金】
300円

※内容は変更となる場合あり。

◆JR奈良線「長池」駅下車
　南入口出てすぐ

3.8(月) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・藤原時代）を拝むこと
ができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車すぐ
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.9(火) 雨乞祭 ◇貴船神社
・京都市左京区鞍馬貴
船町180
TEL.075-741-2016
ホームページ:
http://kifunejinja.j
p/

水の供給を司るタカオカミノカミを祀
り、一年の適度な降雨と五穀豊穣を祈
願。当神社は鴨川の水源地にあたるこ
とから、古来、農耕関係の方からも崇
敬を集めています。
【日時】
10時～

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バス（33系統）で「
貴船」下車、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（52系統
）で「貴船口」下車、京都
バス（33系統）に乗り換え
「貴船」下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車25台、料金/2時
間500円）

3.11(木) 厄除大祭 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

【日時】
9時　厄除護摩祈祷

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩60分
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（平日のみ）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分

【駐車場】
有

3月中旬予定 MTB（マウンテン
バイク）イベント

◇湯船森林公園
・相楽郡和束町湯船藪
田
TEL.0774-78-2001
ホームページ:
https://ja-jp.facebo
ok.com/yubunemtbproj
ect/

湯船森林公園内にあるMTB LANDで開催
されるマウンテンバイクイベント。起
伏に富んだコースを4時間走り続け、
何周したかを競い合います。
世界大会ワールドマスターズゲームズ
2021「マウンテンバイク競技」が開か
れるコースでもあります。
参加ご希望の方も、観戦の方もぜひご
来場ください。 

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら車で40分
※京都、奈良、大津から車
で60分

【駐車場】
有

3月中旬

　 ～

4月中旬

舞鶴自然文化園ツ
バキまつり

◇舞鶴自然文化園
・舞鶴市多祢寺24-12

※舞鶴市土木課
TEL.0773-66-1053

日本一を誇る1,500種、約3万本のツバ
キや、貴重な原種・洋種を栽培するカ
メリアハウスも鑑賞できる。
ツバキ展では、「世界のツバキ」を中
心に展示するほか、日本ツバキ、洋ツ
バキ、唐ツバキなどを鉢植え、切り花
、写真パネルで紹介します。
展示会場では約1,000鉢の苗木を販売
、イベントデーには、地場産品などの
販売も行われる。
【日時】
9時～16時30分（最終入園）
【料金】
入園料
　大人　500円
　子供　250円
※団体割引（20名様以上）
大人　400円
子供　200円

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から
京都交通バスで「舞鶴自然
文化園」下車
舞鶴若狭自動車道「舞鶴東
」I.Cから車で30分

3月中旬

　 ～

5月中旬予定

天龍寺塔頭弘源寺
春の特別公開

◇弘源寺
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町65
TEL.075-881-1232

細川家ゆかりの本堂から観る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
毘沙門天立像（国指定重要文化財）も
公開。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
（宝厳院との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円

◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車、徒歩3分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩3分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩10～15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩10～15分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月中旬

　 ～

5月中旬

醍醐寺霊宝館春期
特別展

◇醍醐寺
・京都市伏見区醍醐東
大路町22
TEL.075-571-0002
FAX.075-571-0101
ホームページ:
https://www.daigoji.
or.jp/

国宝・重文を含む10万点以上の寺宝の
中からテーマにあわせ出展されます。
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
（発券終了・各所入場は閉門30分前ま
で。）
【料金】
3か所拝観（三宝院、伽藍、霊宝館）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000円
　小学生以下無料
※春期以外は
　大人　1,000円
　中学・高校生　700円

◆京阪バス「醍醐寺前」下
車すぐ
◆地下鉄東西線「醍醐」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車100台、バス8台
、料金/普通車1,000円、バ
ス2,000円）
※5時間を越える場合、普
通車30分ごと100円、大型
車30分ごと300円加算

3月中旬

　 ～

5月中旬

宝物殿春季展覧 ◇松尾寺
・舞鶴市松尾532
TEL.0773-62-2900

西国三十三所草創1300年特別拝観
松尾寺草創に関わる霊宝初公開「千歳
の松」
【日時】
宝物殿開館時間　9時～16時
【料金】
宝物殿入館料　800円

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
らタクシーで20分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから15分

【駐車場】
有

3月中旬

　 ～

6月下旬予定

天龍寺塔頭宝厳院
春の特別公開

◇宝厳院
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町36
TEL.075-861-0091

嵐山を借景とする「獅子吼の庭（しし
くのにわ）」は、江戸時代の「都林泉
名勝図会」に紹介された洛西の名園中
の名園です。
本堂襖絵「風河燦燦三三自在」（田村
能里子画伯筆）が特別公開されます。
【日時】
9時～17時（本堂襖絵は16時30分受付
終了）
【料金】
拝観料
　大人　500円
（弘源寺との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円
※本堂襖絵は別途参拝料（大人500円
）が必要

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車

3.12(金)

　 ～

4.11(日)

椿を愛でる会 ◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

椿の名所。「願い成就し、白玉椿一夜
にて花咲く」という伝説があり、境内
には樹齢200年を越える古木が多く自
生。豪華に咲き誇ります。
椿鑑賞は無料。
【日時】
10時～16時

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

3.12(金)

　 ～

5.5(祝)予定

高台寺　春の特別
拝観・特別展・ラ
イトアップ

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

桃山美術の傑作といわれる高台寺蒔絵
をはじめ、北政所ゆかりの寺宝を多く
所蔵。昼夜とわず四代目となる高台寺
桜（しだれ桜）は白砂の庭に映える。
【日時】
9時～22時閉門（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円
(30名以上団体割引有り、大人500円)

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.12(金)

　 ～

5.9(日)

「花の天井」春の
特別公開

◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

江戸期に描かれた神殿天井の44枚の極
彩色の花絵が公開。
【日時】
10時～16時（15時30分受付終了）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付）

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

3.13(土) 比叡の大護摩 ◇比叡山延暦寺
・大津市坂本本町4220
TEL.077-578-0001
ホームページ:
https://www.hieizan.
or.jp/

峰道伝教大師尊像前にて天台座主及び
北嶺大行満を尊師に大護摩供を厳修し
ます。
【日時】
10時～14時

◆各線「京都」駅、または
京阪本線「三条」駅から比
叡山延暦寺直通バスで「延
暦寺バスセンター」下車
◆JR湖西線「比叡山坂本」
駅、または京阪石山坂本線
「坂本比叡山口」駅からバ
ス（徒歩も可）でケーブル
坂本駅、または山頂駅下車
、徒歩7分
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
で近江神宮ランプ比叡山方
面へ
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
から湖西道路（無料）「仰
木雄琴」ランプでおり、比
叡山方面へ

【駐車場】
有（無料）

3.13(土)

　 ～

3.14(日)

ポケットマルシェ
inけいはんな記念
公園

◇けいはんな記念公園
　芝生広場
・相楽郡精華町精華台
6丁目1番地
TEL.0774-93-1200
FAX.0774-93-2688
ホームページ:
https://keihanna-par
k.net/

手作り菓子やクラフト、アンティーク
、雑貨、グリーンなどが全国各地から
集まるマーケット。
【料金】
入場無料

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
園」駅から奈良交通バス（
36、37、56系統）で9分
◆近鉄けいはんな線「学研
奈良登美ヶ丘」駅から奈良
交通バス（56系統）で14分
※水景園へお越しの方は「
公園東通り」、芝生広場へ
お越しの方は「けいはんな
記念公園」で下車
◆京都から国道24号～京奈
和自動車道「精華学研」IC
～精華大通り利用で約50分

【駐車場】
有（普通車400円、大型車1
,500円）

3.13(土)

　 ～

5.9(日)

令和3年春季企画
展「春爛漫！松花
堂は花盛り」

◇松花堂庭園・美術館
・八幡市八幡女郎花43
-1
TEL.075-981-0010
ホームページ:
https://shokado-gard
en-art-museum.jp/

春を彩る椿や桜をはじめとして、美し
い花をテーマにした作品を中心にご紹
介します。
【定休日】
月曜日・5/6
※ただし5/3は開館
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）
【料金】
一般　400円
大学生　300円
18歳以下無料（大学生を除く）

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅、または京阪本線「樟
葉」駅から京阪バスで「大
芝・松花堂前」下車、徒歩
1分

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス4台可）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先 内容・その他 交通機関

3.13(土)
～

6.13(日)予
定

大徳寺塔頭・興臨
院春の特別公開

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂・表門・唐門は重要文化財。方丈
庭園は石組みが特徴の枯山水庭園。
【定休日】
3/20
【日時】
10時～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生　300円（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

3.14(日) 青谷の梅の花と歴
史をめぐるウォー
ク

◇城陽市　青谷梅林
・城陽市

※（一社）城陽市観光
協会
TEL.0774-56-4029
FAX.0774-55-0560

府下最大の青谷梅林めぐりを楽しむウ
ォークを開催。
集合：JR奈良線「山城青谷」駅（9時4
5分）
解散：JR奈良線「山城青谷」駅（14時
頃）
※電話で申込み受付 2/15～3/12
【日時】
集合　9時45分（山城青谷駅）
解散　14時頃（山城青谷駅）
【料金】
参加費　300円

※雨天中止
※要弁当

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車

3.14(日)

～

3.15(月)

清水寺　青龍会　
─観音加持─

◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
FAX.075-551-1287
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

大群会行の行道が奥之院「八功徳水の
儀」に始まり、境内を練り歩き～観音
加持～を施します。
【日時】
14時～
【料金】
入山料　400円

◆市バス「五条坂」下車、
徒歩15分
◆市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（近くに京都市清水坂観
光駐車場（有料）有り）

3.14(日)

～

3.16(火)

泉涌寺涅槃会 ◇泉涌寺
・京都市東山区泉涌寺
山内町27
TEL.075-561-1551
FAX.075-551-2788
ホームページ:
http://www.mitera.or
g/

15日　10時～、13時～　涅槃会法要
一般公開される大涅槃図は紙本極彩色
で縦16m、横8mの日本最大で江戸中期
に明誉古礀上人が描いたもの。
【日時】
9時～16時30分
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、バス5台
、料金/無料）

3.14(日)

～

4.15(木)

本法寺　大涅槃図
開帳　春季特別寺
宝展

◇本法寺
・京都市上京区小川通
寺之内上る本法寺前町
617
TEL.075-441-7997
FAX.075-441-8100

長谷川等伯の涅槃図（重文）は縦10m
、横6mという規模を誇ります。期間中
は「未公開の日蓮聖人、及び歴代上人
に関する書画」、「本法寺所縁の芸術
家による作品」など寺宝も公開されま
す。光悦作の「巴の庭」は国の名勝と
なっています。
【定休日】
お問い合わせください。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　大人　1,000円
　中学・高校生　600円

◆市バス「天神公園前」、
または市バス「堀川寺ノ内
」下車、徒歩3分
◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（少々）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス

3.15(月) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://chionji.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

3.15(月) 一休寺涅槃会 ◇酬恩庵一休寺
・京田辺市薪里ノ内10
2
TEL.0774-62-0193
ホームページ:
http://www.ikkyuji.o
rg/

とんちで有名な一休さんの酬恩庵一休
寺。
南北朝・室町・江戸時代制作の計3幅
の涅槃図が保存されています。方丈に
揚げておまつりし、公開されます。
【日時】
9時～16時30分受付終了
【料金】
拝観料
　大人　500円
　小学生　250円

◆JR学研都市線「京田辺」
駅下車、徒歩20分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車、徒歩25分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
から京阪バス「一休寺」下
車、徒歩3分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
から京阪バス「一休寺道」
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（30台、有料）

3.15(月)予
定

涅槃会（おしゃか
さん）

◇念仏寺
・亀岡市篠町柏原
TEL.0771-22-1466

まむし除けのお釈迦さんとして農家の
厚い信仰を集めている。当日はまむし
除けにご利益があるといわれるハナク
ソ（花供）という小餅が施授されるほ
か、植木市や露店が立ち並び多くの人
で賑わう。

◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約15分

3.17(水)　
予定

延年祭 ◇浦嶋神社
・与謝郡伊根町本庄浜

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

別名「福棒祭」とも言われ、朴の木を
削り、花やつぼみを作って飾り付け、
長寿、縁結び、五穀豊穣を祈る。浦嶋
太郎をまつる延喜式内の古社で浦嶋に
ゆかりのある三野家一門が祭りをとり
行う。福棒と呼ばれる縁起物を当てる
ため、参拝者が多くのくじを買い求め
賑わう。祭りの最後には「翁三番叟」
が演じられる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
75分「浦嶋神社前」下車、
徒歩1分

3.18(木) 元政上人御忌と法
華懴法会（ほっけ
せんぼうえ）

◇瑞光寺
・京都市伏見区深草坊
町4
TEL.075-641-1704

開山元政上人の命日。元政上人を偲び
、法要（13時～）と遺品展（10時～16
時）が催されます。かやぶきの本堂は
上人在世当時の面影を伝えます。
【料金】
参拝料　500円（当日のみ）

◆京阪本線「龍谷大前深草
」駅下車、徒歩10分
◆JR奈良線「稲荷」駅下車
、徒歩10分

【駐車場】
有（無料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.19(金)

　 ～

3.22(月)

早春の山野草展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

早春に咲く山野草約250点を展示。
【日時】
9時～17時（22日は16時まで）
※入園は16時まで
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

3.19(金)

　 ～

4.11(日)

二条城桜まつり20
21

◇元離宮二条城
・京都市中京区二条通
堀川西入二条城町541

※元離宮二条城事務所
TEL.075-841-0096
※元離宮二条城事務所
TEL.075-841-0096FAX.
075-802-6181

城内には早咲きから遅咲きまで約300
本の桜があり、約1箇月もの間、開花
を楽しんでいただけます。
また、桜や歴史的建造物をライトアッ
プし幻想的な世界へ誘います。
【日時】
通常観覧　8時45分～17時（入城は16
時まで）
ライトアップ　時間未定
※通常観覧とライトアップは入替制で
す。
【料金】
通常観覧時入城料（二の丸御殿観覧料
含む）
　一般個人　1,030円
　一般団体（30名以上）　830円
　中学・高校生　350円
　小学生　200円
※ライトアップ時入場料は未定
※ライトアップは観覧エリアが限定さ
れます。

◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車すぐ
◆市バス「二条城前」下車
すぐ

【駐車場】
有

3.20(祝) 女座の祭り ◇涌出宮（和伎座天乃
夫岐賣神社）
・木津川市山城町平尾
里屋敷54
TEL.0774-86-2639

岡之座の女衆が大根で作った擬物（な
ぞらえもの）を神前に供え、神楽を奉
納する。その後希望者には据分けがあ
る。子授けの効有り。
涌出宮の宮座行事のひとつ。宮座行事
は国の重要無形民俗文化財に指定され
ている。
【日時】
10時～10時30分　準備（供物等の撮影
可）
10時30分～11時　女座の祭神事

※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、東へ徒歩2分

【駐車場】
無

3.20(祝) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・藤原時代）を拝むこと
ができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車すぐ
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.20(祝)

　 ～

3.21(日)

春季彼岸寺宝特別
公開

◇六道珍皇寺
・京都市東山区松原通
東大路西入る
TEL.075-561-4129

藤原期（平安後期）作の重文本尊薬師
如来像の公開
閻魔大王坐像（小野篁卿作）の公開
小野篁卿立像等（江戸時代）の公開
「熊野観心十界曼荼羅図」はじめ、岩
手県の常安寺所蔵の佐々木藍田筆の地
獄大絵図（複製:江戸期）などの地獄
絵の公開
小野篁卿「冥途通いの井戸」・「黄泉
がえりの井戸」の公開
赤松家ゆかりの銘刀等の公開
截絵（きりえ）薬師オリジナル朱印、
疫病除け牛頭天王朱色紙、金泥朱印（
2種）の授与（有料）

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

3.20(祝)

　 ～

4.30(金)

男山桜まつり ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

男山一帯に約2,000本の桜があり、特
に神苑のシダレザクラは見事です。舞
楽、尺八、演武、お茶席などが行われ
ます。

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

3.20(祝)

　 ～

5.25(火)

東寺「宝物館」春
の特別公開

◇教王護国寺（東寺）
・京都市南区九条町1
TEL.075-691-3325
FAX.075-662-0250
ホームページ:
http://www.toji.or.j
p

東寺は東寺真言宗の総本山。この期間
2万5千点近い寺宝の一部を公開。密教
美術の宝庫です。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「東寺東門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（境内に駐車可、料金/
普通車600円、タクシー600
円、バス2,000円　※ただ
し、21日は駐車不可）

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

3.21(日)予
定

和泉式部忌 ◇誠心院
・京都市中京区新京極
通六角下ル中筋町487
TEL.075-221-6331

式部の命日で、法要、謡曲が本堂内で
奉納されます。境内には和泉式部の供
養塔があり、式部ゆかりの屏風が特別
に公開（10時～16時）されます。
【日時】
謡曲　11時～
法要　14時～

※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、変更となる場合あり。

◆市バス「四条河原町」下
車、徒歩8分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩8分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.21(日)予
定

生身天満宮梅花祭 ◇生身天満宮
・南丹市園部町美園町
TEL.0771-62-0535
ホームページ:
http://www.ikimi.jp/

境内には紅梅・白梅など約100本の梅
の木があり、梅の花を愛でた菅原道真
公をしのんで斎行されるお祭り。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

3.21(日) 梅林公園うめ梅ま
つり

◇綾部市梅林公園
・綾部市舘町

※豊里コミュニティセ
ンター
TEL.0773-47-0150
※綾部市農林課農業振
興担当
TEL.0773-42-4267

約15000平方メートルの広大な敷地に
市花である梅の木が続きます。
3/19（金）、3/20（土）には日没から
20時までライトアップもあり、昼間と
は違った美しさが楽しめます。
【日時】
10時～14時

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「舘」下車、徒歩20分
◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから7分

3.21(日) 令和2年度「けい
はんなふれあいコ
ンサート」

◇けいはんなプラザ　
大会議室ナイル
・相楽郡精華町光台1
丁目7

※けいはんなふれあい
コンサート実行委員会
事務局（精華町総務部
企画調整課）
TEL.0774-95-1900
ホームページ:
http://www.town.seik
a.kyoto.jp/

親子で楽しめる「けいはんなふれあい
コンサート」。
京都フィルハーモニー室内合奏団の演
奏で、アニメ音楽からクラシックまで
、みんなが知っている曲を、年齢制限
なく、本格的なコンサートで楽しめま
す。（0歳児から入場可能）
「おはなしコンサート」では『ブレー
メンの音楽隊』の絵本の読み聞かせと
音楽のコラボをお楽しみください。
【日時】
開場　13時30分
開演　14時
【料金】
前売り　500円（1/25～精華町役場・
けいはんなオンラインチケットサービ
スで販売開始予定）
当日　700円
（3歳未満のお子様が保護者のひざの
上にお座りの場合は無料）

※対象/年齢制限なし

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
園」駅から奈良交通バス（
36、46、47、56、58、59系
統）で約15分「ATR」下車
◆近鉄けいはんな線「学研
奈良登美ヶ丘」駅から奈良
交通バス（58、59系統）で
12分、または奈良交通バス
（56系統）で18分「けいは
んなプラザ」下車

【駐車場】
有（有料）

3月下旬

　 ～

4月上旬

嵐電北野線　桜の
トンネル

◇北野線（鳴滝～宇多
野駅）
・京都市北区

※京福電車
TEL.075-801-5315

鳴滝駅と宇多野駅の間は、線路の両側
に見事な桜並木が続き、昼間ならまる
で車内がほんのりピンクに染まるよう
。
【料金】
運賃　220円均一

◆嵐電北野線「鳴滝」駅、
または嵐電北野線「宇多野
」駅下車

3月下旬

　 ～

4月上旬予定

桜ライトアップ～
八条ヶ池～

◇八条ヶ池
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

八条ヶ池東堤北側で桜のライトアップ
を実施。約30本の桜がライトアップで
彩られます。（予定）
【日時】
18時～21時（予定）

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

3月下旬

　 ～

4月上旬予定

築城450年記念　
勝竜寺城公園ライ
トアップ

◇勝竜寺城公園
・長岡京市勝竜寺13-1

※勝竜寺城公園管理棟
TEL.075-952-1146
ホームページ:
http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/

土・日は20時まで開園し、城内のライ
トアップも行う。
桜の開花状況により変更の場合あり。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状
況を鑑みて中止の可能性あり。
【日時】
3月下旬～4月上旬のうち2週間（詳細
未定）

◆JR京都線「長岡京」駅東
口から阪急バスで「勝竜寺
城公園前」下車
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、東口から徒歩10分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩20分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月下旬

　 ～

5月上旬

岡崎さくら・わか
ば回廊　十石舟め
ぐり

◇南禅寺舟溜り乗船場
・京都市左京区南禅寺

※京都府旅行業協同組
合
TEL.075-353-2511

先人の営みを振り返りながら、山紫水
明の都・京都の春の風情が楽しめる。
運航コース　南禅寺舟溜り乗船場～夷
川ダム（往復約3km　約25分）
定員：28名、1日29便
【日時】
時間　9時30分～16時30分発　15分毎
に出発（閑散期は30～60分毎）
※3/27～4/8は夜桜運航有り（8時30分
～20時30分発まで）
【料金】
大人　1,200円
小人　600円
幼児（3歳以上）300円

※Web事前販売有り（別途Web手数料が
必要）
詳細は2月上旬頃ホームページ（http:
//kyoto-tabi.or.jp）にてご確認くだ
さい。
当日券は乗船券売場にて先着順に販売
天候状況により運休の場合有り

◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩7分

3.21(日)

　 ～

5.20(木)

春の特別開扉（浄
瑠璃寺）

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

吉祥天立女像（重文・鎌倉時代）を拝
むことができる。

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車すぐ

3.24(水)

　 ～

6.4(金)

相国寺春の特別拝
観

◇相国寺
・京都市上京区相国寺
門前町701
TEL.075-231-0301
FAX.075-212-3591
ホームページ:
https://www.shokoku-
ji.jp/

【拝観場所】
法堂・方丈・開山堂
※行事・法要などのため予告なく拝観
休止、または拝観場所・拝観時間を変
更する場合有り。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　一般・大学生　800円
　65才以上・中学・高校生　700円
※団体割引有り

※新型コロナウイルス感染予防の対策
として、
・拝観受付時の検温・手指の消毒
・マスクの着用
・ソーシャルディスタンスの確保
・従業員の体調管理、マスクの着用

※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、拝観を中止する場合有り。

◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車、徒歩8分
◆市バス「同志社前」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（バス専用のみ有り、無
料、完全予約制）

3.25(木)

　 ～

5.31(月)

春季名宝展 ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

大覚寺名宝展では、平安・室町・鎌倉
時代に造られた五大明王など旧嵯峨御
所ならではの収蔵品をご覧いただけま
す。（予定）
【日時】
9時～16時30分（予定）
【料金】
大人　800円（予定）
小・中学・高校生　600円（予定）
（お堂エリア参拝料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
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3.26(金)

　 ～

4.19(月)

平野神社のライト
アップ

◇平野神社
・京都市北区平野宮本
町
TEL.075-461-4450
FAX.075-461-1700
ホームページ:
http://www.hiranojin
ja.com

桜、桜、桜の園の境内は夜毎、訪れる
人々で賑わいます。

◆市バス「衣笠校前」下車
、徒歩2分

【駐車場】
有（普通車17台　料金/40
分 200円）

3.27(土) 京丹波伝統芸能定
期公演

◇道の駅「和」　道路
情報センター伝統芸能
常設館
・船井郡京丹波町坂原
上モジリ11

※道の駅「和」道路情
報センター
TEL.0771-84-1522

和知人形浄瑠璃会
神心流吟と舞和知教室
丹波銭太鼓サークル夢苑の会
なみすい～京丹波吹奏楽団～他
【日時】
13時30分～（約90分）
【料金】
協力金
大人　300円
小・中学生　100円

※月1回開催

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約30分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有

3.27(土)

　 ～

4.4(日)

清水寺夜の特別拝
観

◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
FAX.075-551-1287
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

西国三十三所観音霊場第十六番札所で
す。観音さまの普陀洛浄土には慈悲光
があふれ、ひときわ木々の緑、花々の
美しさが映えています。
【日時】
18時～21時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　400円
　小・中学生　200円

◆市バス「五条坂」下車、
徒歩15分
◆市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（近くに京都市清水坂観
光駐車場（有料）有り）

3.27(土)

　 ～

4.4(日)

ひとやすみフェス
ティバル2021

◇京田辺市
・京田辺市内各地

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810
ホームページ:
http://kyotana.be/fr
ee/hitoyasumi2021/

3/27（土）　水辺の散策路・健幸ウォ
ーク
3/27（土）・3/28（日）　LOVE　京田
辺マルシェ、ご当地キャラ大集合in京
田辺
4/3（土）　花見ウォーク
期間中は、菜の花摘み、京田辺スタン
プラリーも行われます。（3/27～4/4
）

◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車
◆JR学研都市線「松井山手
」駅下車

3.27(土)

　 ～

4.11(日)

京都府立植物園「
桜ライトアップ」

◇京都府立植物園内桜
林ほか
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

桜の美しさを、日中はもとより、夜も
お楽しみいただくために、園内の桜の
うち約300本の染井吉野・八重紅枝垂
などをライトアップします。春の宵闇
に浮かびあがる桜の美しさをご堪能い
ただけます。
【日時】
日没～21時
※入園は20時まで
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.27(土)

　 ～

4.11(日)

球根ベゴニア展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

球根ベゴニア約300鉢を展示。期間中
、19時～ミニツアー開催。
【日時】
①10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
②17時30分～21時
※観覧温室の入室は20時30分まで
【料金】
①入園料（温室は観覧料が別途同額必
要）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

②入園料（夜間の温室観覧料は無料）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

3.28(日) 大仙院　禅寺体験
教室（春）

◇大徳寺塔頭　大仙院
・京都市北区紫野大徳
寺町54-1
TEL.075-491-8346
ホームページ:
https://daisen-in.ne
t/

座禅を中心に作務、法話、経文唱和な
ど、楽しく禅寺の雰囲気に親しんでい
ただきます。
【日時】
10時～12時30分（受付は9時30分から
）
【料金】
参加費
　大人（保護者及び高校生以上）　1,
000円
　子供　500円

※要事前予約。（電話受付時間は9時
～16時30分）
※小学生以下の子供だけでの参加はで
きません。必ず保護者の方と一緒に参
加してください。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩7分
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４ 月

  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

2.21(日)

　 ～

4.3(土)

冨田屋　町家に残
された最古のお雛
様

◇西陣くらしの美術館
　冨田屋
・京都市上京区大宮通
一条上ル
TEL.075-432-6701
FAX.075-432-6702
ホームページ:
http://www.tondaya.c
o.jp/

三月三日は女の子のお節句。京都では
旧暦で一ヶ月遅れでお祝いいたします
。冨田屋では、昔のお雛祭りのしきた
りを復活させたいと願い、皆様で祝い
たいと思います。代々のお雛様も生き
生きとお出ましくださいます。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」+「お雛会伝統弁当」+「昔遊び（
貝合せ、投扇興）」
定員：20名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
会費　10,000円（税別、特別料理+白
酒付）

※要予約（受付は2名様から）

◆市バス「一条戻橋・晴明
神社前」下車
◆市バス「今出川大宮」下
車

【駐車場】
有（大型バス対応のみ）

3.1(月)

　 ～

4.3(土)

宝鏡寺雛祭と春の
人形展

◇宝鏡寺（人形の寺）
・京都市上京区寺之内
通堀川東入ル百々町54
7
TEL.075-451-1550
FAX.075-451-1550
ホームページ:
http://www.hokyoji.n
et/

歴代皇女が住持となった室町時代創建
の尼門跡寺院の恒例の人形展。同寺が
所蔵する、ひな人形や御所人形などを
展示する。
【日時】
10時～16時閉門（15時30分受付終了）
開催日（計12日間）　3/1～3/3、3/6
、3/7、3/13、3/14、3/20、3/21、3/2
7、3/28、4/3
【料金】
拝観料　600円

※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、3/1の雛祭は開催中止。

◆市バス「堀川寺ノ内」下
車、徒歩1分

【駐車場】
有（普通車2台）

3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分

3.5(金)

　 ～

5.5(祝)

高台寺塔頭・圓徳
院　春の特別拝観
・ライトアップ

◇圓徳院
・京都市東山区高台寺
下河原町
TEL.075-525-0101
FAX.075-561-2724

伏見城の化粧殿前庭を移築したみごと
な庭園などゆっくり鑑賞してください
。
赤松燎没後25周年特別展
【日時】
10時～21時30分（受付終了）※予定
【料金】
拝観料
　大人　500円
　中学・高校生　200円
※3ヶ所共通割引券（高台寺・掌美術
館・圓徳院）900円

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
有（高台寺駐車場使用、1
時間駐車無料券有り）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月中旬

　 ～

4月中旬

舞鶴自然文化園ツ
バキまつり

◇舞鶴自然文化園
・舞鶴市多祢寺24-12

※舞鶴市土木課
TEL.0773-66-1053

日本一を誇る1,500種、約3万本のツバ
キや、貴重な原種・洋種を栽培するカ
メリアハウスも鑑賞できる。
ツバキ展では、「世界のツバキ」を中
心に展示するほか、日本ツバキ、洋ツ
バキ、唐ツバキなどを鉢植え、切り花
、写真パネルで紹介します。
展示会場では約1,000鉢の苗木を販売
、イベントデーには、地場産品などの
販売も行われる。
【日時】
9時～16時30分（最終入園）
【料金】
入園料
　大人　500円
　子供　250円
※団体割引（20名様以上）
大人　400円
子供　200円

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から
京都交通バスで「舞鶴自然
文化園」下車
舞鶴若狭自動車道「舞鶴東
」I.Cから車で30分

3月中旬

　 ～

5月中旬予定

天龍寺塔頭弘源寺
春の特別公開

◇弘源寺
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町65
TEL.075-881-1232

細川家ゆかりの本堂から観る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
毘沙門天立像（国指定重要文化財）も
公開。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
（宝厳院との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円

◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車、徒歩3分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩3分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩10～15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩10～15分

3月中旬

　 ～

5月中旬

醍醐寺霊宝館春期
特別展

◇醍醐寺
・京都市伏見区醍醐東
大路町22
TEL.075-571-0002
FAX.075-571-0101
ホームページ:
https://www.daigoji.
or.jp/

国宝・重文を含む10万点以上の寺宝の
中からテーマにあわせ出展されます。
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
（発券終了・各所入場は閉門30分前ま
で。）
【料金】
3か所拝観（三宝院、伽藍、霊宝館）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000円
　小学生以下無料
※春期以外は
　大人　1,000円
　中学・高校生　700円

◆京阪バス「醍醐寺前」下
車すぐ
◆地下鉄東西線「醍醐」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車100台、バス8台
、料金/普通車1,000円、バ
ス2,000円）
※5時間を越える場合、普
通車30分ごと100円、大型
車30分ごと300円加算

3月中旬

　 ～

5月中旬

宝物殿春季展覧 ◇松尾寺
・舞鶴市松尾532
TEL.0773-62-2900

西国三十三所草創1300年特別拝観
松尾寺草創に関わる霊宝初公開「千歳
の松」
【日時】
宝物殿開館時間　9時～16時
【料金】
宝物殿入館料　800円

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
らタクシーで20分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから15分

【駐車場】
有
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月中旬

　 ～

6月下旬予定

天龍寺塔頭宝厳院
春の特別公開

◇宝厳院
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町36
TEL.075-861-0091

嵐山を借景とする「獅子吼の庭（しし
くのにわ）」は、江戸時代の「都林泉
名勝図会」に紹介された洛西の名園中
の名園です。
本堂襖絵「風河燦燦三三自在」（田村
能里子画伯筆）が特別公開されます。
【日時】
9時～17時（本堂襖絵は16時30分受付
終了）
【料金】
拝観料
　大人　500円
（弘源寺との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円
※本堂襖絵は別途参拝料（大人500円
）が必要

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車

3.12(金)

　 ～

4.11(日)

椿を愛でる会 ◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

椿の名所。「願い成就し、白玉椿一夜
にて花咲く」という伝説があり、境内
には樹齢200年を越える古木が多く自
生。豪華に咲き誇ります。
椿鑑賞は無料。
【日時】
10時～16時

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

3.12(金)

　 ～

5.5(祝)予定

高台寺　春の特別
拝観・特別展・ラ
イトアップ

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

桃山美術の傑作といわれる高台寺蒔絵
をはじめ、北政所ゆかりの寺宝を多く
所蔵。昼夜とわず四代目となる高台寺
桜（しだれ桜）は白砂の庭に映える。
【日時】
9時～22時閉門（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円
(30名以上団体割引有り、大人500円)

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

3.12(金)

　 ～

5.9(日)

「花の天井」春の
特別公開

◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

江戸期に描かれた神殿天井の44枚の極
彩色の花絵が公開。
【日時】
10時～16時（15時30分受付終了）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付）

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

3.13(土)

　 ～

5.9(日)

令和3年春季企画
展「春爛漫！松花
堂は花盛り」

◇松花堂庭園・美術館
・八幡市八幡女郎花43
-1
TEL.075-981-0010
ホームページ:
https://shokado-gard
en-art-museum.jp/

春を彩る椿や桜をはじめとして、美し
い花をテーマにした作品を中心にご紹
介します。
【定休日】
月曜日・5/6
※ただし5/3は開館
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）
【料金】
一般　400円
大学生　300円
18歳以下無料（大学生を除く）

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅、または京阪本線「樟
葉」駅から京阪バスで「大
芝・松花堂前」下車、徒歩
1分

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス4台可）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.13(土)

　 ～

6.13(日)予
定

大徳寺塔頭・興臨
院春の特別公開

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂・表門・唐門は重要文化財。方丈
庭園は石組みが特徴の枯山水庭園。
【定休日】
3/20
【日時】
10時～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生　300円（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

3.14(日)

　 ～

4.15(木)

本法寺　大涅槃図
開帳　春季特別寺
宝展

◇本法寺
・京都市上京区小川通
寺之内上る本法寺前町
617
TEL.075-441-7997
FAX.075-441-8100

長谷川等伯の涅槃図（重文）は縦10m
、横6mという規模を誇ります。期間中
は「未公開の日蓮聖人、及び歴代上人
に関する書画」、「本法寺所縁の芸術
家による作品」など寺宝も公開されま
す。光悦作の「巴の庭」は国の名勝と
なっています。
【定休日】
お問い合わせください。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　大人　1,000円
　中学・高校生　600円

◆市バス「天神公園前」、
または市バス「堀川寺ノ内
」下車、徒歩3分
◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（少々）

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス

3.19(金)

　 ～

4.11(日)

二条城桜まつり20
21

◇元離宮二条城
・京都市中京区二条通
堀川西入二条城町541

※元離宮二条城事務所
TEL.075-841-0096
※元離宮二条城事務所
TEL.075-841-0096FAX.
075-802-6181

城内には早咲きから遅咲きまで約300
本の桜があり、約1箇月もの間、開花
を楽しんでいただけます。
また、桜や歴史的建造物をライトアッ
プし幻想的な世界へ誘います。
【日時】
通常観覧　8時45分～17時（入城は16
時まで）
ライトアップ　時間未定
※通常観覧とライトアップは入替制で
す。
【料金】
通常観覧時入城料（二の丸御殿観覧料
含む）
　一般個人　1,030円
　一般団体（30名以上）　830円
　中学・高校生　350円
　小学生　200円
※ライトアップ時入場料は未定
※ライトアップは観覧エリアが限定さ
れます。

◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車すぐ
◆市バス「二条城前」下車
すぐ

【駐車場】
有
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3.20(祝)

　 ～

4.30(金)

男山桜まつり ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

男山一帯に約2,000本の桜があり、特
に神苑のシダレザクラは見事です。舞
楽、尺八、演武、お茶席などが行われ
ます。

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

3.20(祝)

　 ～

5.25(火)

東寺「宝物館」春
の特別公開

◇教王護国寺（東寺）
・京都市南区九条町1
TEL.075-691-3325
FAX.075-662-0250
ホームページ:
http://www.toji.or.j
p

東寺は東寺真言宗の総本山。この期間
2万5千点近い寺宝の一部を公開。密教
美術の宝庫です。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「東寺東門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（境内に駐車可、料金/
普通車600円、タクシー600
円、バス2,000円　※ただ
し、21日は駐車不可）

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

3月下旬

　 ～

4月上旬

嵐電北野線　桜の
トンネル

◇北野線（鳴滝～宇多
野駅）
・京都市北区

※京福電車
TEL.075-801-5315

鳴滝駅と宇多野駅の間は、線路の両側
に見事な桜並木が続き、昼間ならまる
で車内がほんのりピンクに染まるよう
。
【料金】
運賃　220円均一

◆嵐電北野線「鳴滝」駅、
または嵐電北野線「宇多野
」駅下車

3月下旬

　 ～

4月上旬予定

桜ライトアップ～
八条ヶ池～

◇八条ヶ池
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

八条ヶ池東堤北側で桜のライトアップ
を実施。約30本の桜がライトアップで
彩られます。（予定）
【日時】
18時～21時（予定）

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

3月下旬

　 ～

4月上旬予定

築城450年記念　
勝竜寺城公園ライ
トアップ

◇勝竜寺城公園
・長岡京市勝竜寺13-1

※勝竜寺城公園管理棟
TEL.075-952-1146
ホームページ:
http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/

土・日は20時まで開園し、城内のライ
トアップも行う。
桜の開花状況により変更の場合あり。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状
況を鑑みて中止の可能性あり。
【日時】
3月下旬～4月上旬のうち2週間（詳細
未定）

◆JR京都線「長岡京」駅東
口から阪急バスで「勝竜寺
城公園前」下車
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、東口から徒歩10分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩20分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月下旬

　 ～

5月上旬

岡崎さくら・わか
ば回廊　十石舟め
ぐり

◇南禅寺舟溜り乗船場
・京都市左京区南禅寺

※京都府旅行業協同組
合
TEL.075-353-2511

先人の営みを振り返りながら、山紫水
明の都・京都の春の風情が楽しめる。
運航コース　南禅寺舟溜り乗船場～夷
川ダム（往復約3km　約25分）
定員：28名、1日29便
【日時】
時間　9時30分～16時30分発　15分毎
に出発（閑散期は30～60分毎）
※3/27～4/8は夜桜運航有り（8時30分
～20時30分発まで）
【料金】
大人　1,200円
小人　600円
幼児（3歳以上）300円

※Web事前販売有り（別途Web手数料が
必要）
詳細は2月上旬頃ホームページ（http:
//kyoto-tabi.or.jp）にてご確認くだ
さい。
当日券は乗船券売場にて先着順に販売
天候状況により運休の場合有り

◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩7分

3.21(日)

　 ～

5.20(木)

春の特別開扉（浄
瑠璃寺）

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

吉祥天立女像（重文・鎌倉時代）を拝
むことができる。

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車すぐ

3.24(水)

　 ～

6.4(金)

相国寺春の特別拝
観

◇相国寺
・京都市上京区相国寺
門前町701
TEL.075-231-0301
FAX.075-212-3591
ホームページ:
https://www.shokoku-
ji.jp/

【拝観場所】
法堂・方丈・開山堂
※行事・法要などのため予告なく拝観
休止、または拝観場所・拝観時間を変
更する場合有り。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　一般・大学生　800円
　65才以上・中学・高校生　700円
※団体割引有り

※新型コロナウイルス感染予防の対策
として、
・拝観受付時の検温・手指の消毒
・マスクの着用
・ソーシャルディスタンスの確保
・従業員の体調管理、マスクの着用

※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、拝観を中止する場合有り。

◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車、徒歩8分
◆市バス「同志社前」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（バス専用のみ有り、無
料、完全予約制）

3.25(木)

　 ～

5.31(月)

春季名宝展 ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

大覚寺名宝展では、平安・室町・鎌倉
時代に造られた五大明王など旧嵯峨御
所ならではの収蔵品をご覧いただけま
す。（予定）
【日時】
9時～16時30分（予定）
【料金】
大人　800円（予定）
小・中学・高校生　600円（予定）
（お堂エリア参拝料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
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3.26(金)

　 ～

4.19(月)

平野神社のライト
アップ

◇平野神社
・京都市北区平野宮本
町
TEL.075-461-4450
FAX.075-461-1700
ホームページ:
http://www.hiranojin
ja.com

桜、桜、桜の園の境内は夜毎、訪れる
人々で賑わいます。

◆市バス「衣笠校前」下車
、徒歩2分

【駐車場】
有（普通車17台　料金/40
分 200円）

3.27(土)

　 ～

4.4(日)

清水寺夜の特別拝
観

◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
FAX.075-551-1287
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

西国三十三所観音霊場第十六番札所で
す。観音さまの普陀洛浄土には慈悲光
があふれ、ひときわ木々の緑、花々の
美しさが映えています。
【日時】
18時～21時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　400円
　小・中学生　200円

◆市バス「五条坂」下車、
徒歩15分
◆市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（近くに京都市清水坂観
光駐車場（有料）有り）

3.27(土)

　 ～

4.4(日)

ひとやすみフェス
ティバル2021

◇京田辺市
・京田辺市内各地

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810
ホームページ:
http://kyotana.be/fr
ee/hitoyasumi2021/

3/27（土）　水辺の散策路・健幸ウォ
ーク
3/27（土）・3/28（日）　LOVE　京田
辺マルシェ、ご当地キャラ大集合in京
田辺
4/3（土）　花見ウォーク
期間中は、菜の花摘み、京田辺スタン
プラリーも行われます。（3/27～4/4
）

◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車
◆JR学研都市線「松井山手
」駅下車

3.27(土)

　 ～

4.11(日)

京都府立植物園「
桜ライトアップ」

◇京都府立植物園内桜
林ほか
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

桜の美しさを、日中はもとより、夜も
お楽しみいただくために、園内の桜の
うち約300本の染井吉野・八重紅枝垂
などをライトアップします。春の宵闇
に浮かびあがる桜の美しさをご堪能い
ただけます。
【日時】
日没～21時
※入園は20時まで
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）
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3.27(土)

　 ～

4.11(日)

球根ベゴニア展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

球根ベゴニア約300鉢を展示。期間中
、19時～ミニツアー開催。
【日時】
①10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
②17時30分～21時
※観覧温室の入室は20時30分まで
【料金】
①入園料（温室は観覧料が別途同額必
要）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

②入園料（夜間の温室観覧料は無料）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

4.1(木) 日切不動尊大祭 ◇如意寺
・京丹後市久美浜町18
45
TEL.0772-82-0163
FAX.0772-82-0563
ホームページ:
http://www.nyoiji.co
m

行基開山の真言宗の寺。日を切って願
をかけるとご利益があるといわれ、多
くの人が参拝されます。午前は不動堂
前で紫燈大護摩供養が行われ、午後は
住職の「花説法」が行われます。「も
ちまき」もあります。毎年4月1日に開
催。
「関西花の寺25ヵ所」第七番札所。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩15分
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から約40分（28km）

【駐車場】
有（普通車100台、バス10
台、料金/無料）
※トイレ（車椅子可）、休
憩所あり

4月上旬予定 茶宗明神社春季大
祭

◇茶宗明神社
・綴喜郡宇治田原町湯
屋谷空廣

※宇治田原町産業観光
課
TEL.0774-88-6638
ホームページ:
https://ujitawara-ky
oto.com

茶業関係者が茶宗明神として祀られた
茶祖・永谷宗円に感謝を捧げる祭。
【日時】
午前　献茶式
午後　福引き　

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、緑苑坂、工業団地行き）
で「維中前」下車、コミュ
ニティバスに乗り換え「湯
屋谷」下車、徒歩14分

【駐車場】
無（宗円交遊庵やんたんよ
り徒歩（14分）を推奨）

4月上旬 猿田彦神社春季大
祭

◇梅田春日神社
・船井郡京丹波町水原
TEL.0771-87-0030

交通安全、雷除けや雨乞いを祈願し、
「太々神樂」（だいだいかぐら）の舞
が奉納され、また、学業成就を願って
勧学祭が行われています。
【日時】
10時30分～

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「六ノ坪」下車
、徒歩3分

【駐車場】
有
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4月上旬予定 倉垣桜公園祭り ◇倉垣桜公園
・京丹後市大宮町奥大
野2185

※奥大野自治会（平日
8時30分～17時、休日
は閉館）
TEL.0772-64-2017

ソメイヨシノ、シダレザクラなど約35
種類、1000本の桜が園内をうめつくす
。また、自生のツツジ2,000株が同時
に咲く。地元の桜守りによって大切に
育てている。
子どもの誕生、結婚などの記念植樹も
受け付けている。

◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅から車で約5
分

【駐車場】
有

4.1(木)

　 ～

4.14(水)

平安神宮観桜茶会 ◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97
TEL.075-761-0221
FAX.075-761-0225
ホームページ:
http://www.heianjing
u.or.jp

小説「細雪」にも讃えられた桜の名所
。茶亭や橋殿を配した池泉回遊式庭園
には300本ほどの桜があり、中でも水
面に花影を映したベニシダレザクラは
必見。
【日時】
神苑　8時30分～18時（17時30分受付
終了）
茶席　9時～16時頃（お茶券が無くな
り次第終了）
【料金】
神苑入苑料　600円
お茶券　800円

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

4.1(木)

　 ～

5.5(祝)予定

長岡京春の観光ま
つり～長岡天満宮
～

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

樹齢約170年のキリシマツツジが満開
となります。（見頃：4月下旬）
花が見ごろの時期には、たけのこの佃
煮や竹製品など、特産物の販売も行わ
れる予定です。
【料金】
お茶席　500円

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

4.1(木)

　 ～

5.10(月)

建礼門院特別展 ◇長楽寺
・京都市東山区八坂鳥
居前東入ル円山町626
番地
TEL.075-561-0589
FAX.075-561-8550
ホームページ:
http://www.age.ne.jp
/x/chouraku

建礼門院ゆかりの品々、多数の遺宝の
拝観。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料　1,000円（抹茶付）

◆市バス「祇園」下車、徒
歩約10分
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩約20分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩約25分

【駐車場】
無（近くに京都市円山駐車
場（有料）有り）

4.1(木)

　 ～

5.31(月)

春の特別開扉（岩
船寺）

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

普段非公開の弁財天像、羅刹天像、如
意輪観音菩薩を特別に開扉。
智慧の神さま、秘仏・弁財天は、財運
・財宝の神さまとも。同じく、秘仏・
羅刹天は、もともとインドの鬼神で、
仏教に帰依し善神に。ともに江戸時代
の作とされる。
【日時】
8時30分～17時

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「岩船寺」下車すぐ

【駐車場】
有

4月上旬

　 ～

6月上旬の土
･日･祝予定

安楽寺春の特別公
開

◇安楽寺
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町21番地
TEL.075-771-5360
FAX.075-771-5360
ホームページ:
http://anrakuji-kyot
o.com

桜の開花に合わせて公開され、以降つ
つじ、さつきと開花に合わせて特別に
下記の期間のみ公開されます。
※期間中、全ての日の公開ではありま
せん。（要事前確認）
【日時】
9時30分～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「真如堂前」下車
、徒歩15分

【駐車場】
無
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4月上旬

　 ～

11月中旬

夜久野高原八十八
か所石仏めぐり

◇夜久野高原
・福知山市夜久野町平
野

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103
FAX.0773-37-5002

西国薬師霊場札所第27番圓教寺から第
28番成相寺へ通ずる成相道の街道筋に
あたる夜久野茶堂を中心として、夜久
野高原一帯に設けられた88体の石仏で
四国八十八か所大師霊場を移したもの
です。
各霊場にあたる場所には、それぞれ四
国八十八か所観音礼所と同名の観音像
と弘法大師座像が立てられています。
コース所要時間
◇人生の歩みを石仏の配置になぞらえ
た、夜久野高原を周回し8の字を描い
て1～88番を巡る全周コース、変化に
富んだ全人生の道のりを歩む（生涯コ
ース約3～4時間）
◇山道中心の1～70番台を巡る半周コ
ース、起伏の激しい人生の山場を歩む
（山場コース約2時間）
◇「道の駅農匠の郷やくの」をスター
トし、1～10番までを巡る幼少の頃の
道のりを歩む（安穏コース約1時間）

※天候により11月下旬まで可

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）

4月

　 ～

11月の土･日
･祝(予定)

グリーンスローモ
ビリティ茶畑周遊

◇相楽郡和束町
・相楽郡和束町

※和束町地域力推進課
TEL.0774-78-3002

和束町では、環境に優しい新たな交通
手段として、グリーンスローモビリテ
ィ（小型の電気自動車）を活用した茶
畑周遊をおこないます。ルートは、町
を代表する茶畑景観「石寺の茶畑」を
巡ります。

◆JR大和路線「加茂」駅西
口から奈良交通バス（和束
小杉行き）で「和束河原」
下車、徒歩3分

4.2(金) 松尾大社例祭 ◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

醸造祖神が祭神として有名な「酒の神
様の社」。本殿で神事が行われた後、
茂山社中の狂言奉納と金剛流社中の謡
曲を鑑賞することができる。
【日時】
10時～

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、参拝者のみ1時
間無料）

4.2(金)予定 恋志谷神社春の大
祭

◇恋志谷神社
・相楽郡南山城村南大
河原

※南山城村産業観光課
TEL.0743-93-0105
FAX.0743-93-0444

後醍醐天皇の寵妃を祀り、春（4/2）
と秋（9/2）にお祭りが行われる。昔
から子授の神、婦人病を除く神として
多くの参拝者がある。

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分

4.2(金)

　 ～

4.4(日)

松花堂つばき展 ◇松花堂庭園・美術館
・八幡市八幡女郎花43
-1
TEL.075-981-0010
ホームページ:
https://shokado-gard
en-art-museum.jp/

さまざまな種類の切り花や生け花、竹
を使った創作飾り等をお楽しみくださ
い。
【定休日】
月曜日
【日時】
9時～17時
【料金】
料金はお問い合わせください。

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅、または京阪本線「樟
葉」駅から京阪バスで「大
芝・松花堂前」下車、徒歩
1分

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス4台可）
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4.3(土) 清水寺　青龍会　
─観音加持─

◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
FAX.075-551-1287
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

大群会行の行道が奥之院「八功徳水の
儀」に始まり、境内、門前町を練り～
観音加持～を施します。
【日時】
14時～
【料金】
入山料　400円

◆市バス「五条坂」下車、
徒歩15分
◆市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（近くに京都市清水坂観
光駐車場（有料）有り）

4.3(土) 油座のまつり（日
使頭[ひのと]祭）

◇離宮八幡宮
・乙訓郡大山崎町字大
山崎小字西谷21番地の
1
TEL.075-956-0218
ホームページ:
http://rikyuhachiman
.org/

平安時代末頃に始まった荏胡麻油生産
は当地が発祥と言われる。中世にかけ
て離宮八幡宮は油座の本所として栄え
た。
【日時】
11時～

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩3分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩5分

4.3(土) 開山祥忌 ◇黄檗山萬福寺
・宇治市五ケ庄三番割
34
TEL.0774-32-3900
FAX.0774-32-6088
ホームページ:
https://www.obakusan
.or.jp/

10時30分から開山堂で古式にのっとっ
た中国式法要が営まれる。萬福寺を開
山した隠元禅師の祥月命日にあたる。
【料金】
拝観料　500円

◆JR奈良線「黄檗」駅、ま
たは京阪宇治線「黄檗」駅
下車、徒歩5分
◆京滋バイパスの滋賀方面
からは「宇治東」ICから5
分、大阪方面からは「宇治
西」ICから10分

【駐車場】
有（大型観光バス10台、乗
用車40台、有料）

4.3(土) 石清水八幡宮・東
寺合同　人類平安
・地球安泰祈願祭

◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

境内に鎮守八幡宮を祀る東寺（教王護
国寺）と石清水八幡宮の国家鎮護の八
幡宮がとりなす縁により、東寺僧職と
石清水八幡宮神職にて合同祈願祭が斎
行されます。
一般参列可。礼を失しない服装でご参
列ください。 
【日時】
13時～
【料金】
参列料　1人1,000円

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

4.3(土)

　 ～

4.4(日)

正法寺公開 ◇正法寺（八幡市）
・八幡市八幡清水井73
TEL.075-981-0012
ホームページ:
http://shoboji.or.jp
/

1191年開創。1546年、後奈良天皇の勅
願寺となり、徳迎山と正法寺の勅額を
賜う。現在の伽藍は、1630年、尾張藩
祖 徳川義直の母（徳川家康公の側室
志水亀女）の菩提寺として再建された
七堂兼備の大坊である。
公開日には重要文化財の建築物や大方
丈の襖絵などが見学できる。 
【日時】
10時30分～15時
【料金】
拝観料　700円

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から京阪バスで「走上
り」下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車約30台、大型バ
ス2台）

4.3(土)

　 ～

4.11(日)予
定

大野ダムさくら祭
り

◇大野ダム公園
・南丹市美山町樫原

※大野振興会
TEL.0771-75-9110
FAX.0771-75-9110

1,000本桜の下で、特産品の販売や屋
台などを開設。ステージイベントも盛
りだくさんに開催される。

◆JR山陰線「和知」駅から
南丹市営バス（大野ダム行
き）で「大野ダム」下車

【駐車場】
有（100台）
※イベント開催時は、環境
協力金として500円
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4.4(日) 山科毘沙門堂観桜
会

◇毘沙門堂
・京都市山科区安朱稲
荷山町18
TEL.075-581-0328
FAX.075-581-0328
ホームページ:
http://bishamon.or.j
p/

洛東・山科の古刹の観桜会。茶席や琴
の生演奏もあります。（予定）
【日時】
10時～15時
【料金】
拝観料　500円
茶券　500円

※状況を鑑み、中止となる場合があり
ます。

◆JR琵琶湖線「山科」駅下
車、徒歩20分
◆京阪京津線「京阪山科」
駅下車、徒歩20分
◆地下鉄東西線「山科」駅
下車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車10台、料金/無
料）

4.4(日) 山崎聖天花まつり ◇観音寺（山崎聖天）
・乙訓郡大山崎町字大
山崎小字白味才62番地
TEL.075-956-0016

11時　法要ならびに舞楽
12時　六斉念仏おどり

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩20分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩20分

4.4(日)

　 ～

5.30(日)

「五月節句」展と
「竹田人形」展

◇博物館さがの人形の
家
・京都市右京区嵯峨鳥
居本仏餉田町12
TEL.075-882-1421
FAX.075-882-1421
ホームページ:
http://www.sagano.or
.jp/

子供の日に飾る鎧や兜とともに動きの
ある武者姿の「竹田人形」を展示しま
す。
竹田人形は、江戸期の大坂で作られ歌
舞伎人形のルーツといわれています。
【定休日】
月曜日（祝日の場合は翌日）
【日時】
10時～17時
【料金】
入館料
　一般　800円
　中学・高校生　500円
　小学生　200円

◆京都バス「護法堂弁天前
」下車、徒歩4分
◆市バス「嵯峨釈迦堂前」
、または京都バス「嵯峨釈
迦堂前」下車、徒歩13分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩25分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩35分

【駐車場】
無

21.4.4(日)

　 ～

22.3.27(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/26、1/2を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

21.4.3(土)

　 ～

22.3.26(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/25、1/15、1/22
、1/29、2/5、2/19、2/26を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車
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4.7(水) 中酉祭 ◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

醸造感謝祭とも呼ばれ、全国から醸造
家多数が参拝。酒造りは「酉の日」に
終えるという習わしから生まれた祭で
す。
【日時】
11時～

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、参拝者のみ1時
間無料）

4.8(木) 釈尊降誕会花まつ
り

◇霊山観音
・京都市東山区高台寺
下河原町526-2
TEL.075-561-2205
ホームページ:
http://www.ryozen-kw
annon.jp/

法要（13時～）が行われる。野点の茶
席も設けられ、高台寺から清水に続く
東山の華やぎの一大スポットが終日賑
わいます。琴の演奏も行われます。
【料金】
参拝料
　大人（大学生以上）　300円（線香
付き）
　中学・高校生　200円（線香付き）
　小学生　100円（線香なし）
野点のお茶券　300円

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
無

4.8(木) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・藤原時代）を拝むこと
ができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車

4.9(金)

　 ～

4.10(土)

金刀比羅神社春祭 ◇金刀比羅神社
・京丹後市峰山町泉11
65-2
TEL.0772-62-0225
ホームページ:
http://www.konpirasa
n.com/

9日の宵まつりは金刀比羅神社境内に
露店が並び、丹後一円からたくさんの
人々で賑わう。
1811年讃岐の金毘羅大権現の分霊を迎
えて建立された。「丹後のこんぴらさ
ん」と呼ばれ、海難救助、男女和合、
縁結びの神様として親しまれている。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹後海陸交通バ
スで「金刀比羅神社前」下
車

【駐車場】
有（当日は不可）

4.9(金)

　 ～

4.11(日)

華道祭 ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

嵯峨天皇を始祖と仰ぐいけばな嵯峨御
流最大の祭典であり、献華法要などが
行われます。（予定）
【日時】
9時～16時30分（受付終了）
【料金】
参拝料
　お堂エリア：大人500円、小・中学
・高校生300円
　大沢池エリア：大人300円、小・中
学・高校生100円

※各催事につきましては、ホームペー
ジをご確認ください。

◆市バス「大覚寺」下車

4.10(土) 金刀比羅神社大祭 ◇金刀比羅神社（京丹
後市久美浜町）
・京丹後市久美浜町十
楽

※京丹後市観光公社久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

つつじの名所、東山公園内にある。海
上安全、商売繁盛にご利益がある。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩15分
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4.10(土)

　 ～

4.11(日)

方除大祭 ◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7番地
TEL.075-623-0846
FAX.075-611-0785
ホームページ:
https://www.jonangu.
com/

神苑の紅枝垂桜が盛りの頃に行われる
大祭。
期間中、芸能の奉納などがある。
【料金】
神苑拝観料　600円

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「竹田」駅下
車、徒歩15分
◆市バス「城南宮東口」下
車、徒歩3分
◆京都駅八条口から京都ら
くなんエクスプレス（R'EX
バス）で平日「油小路城南
宮」、土曜日・日曜日・祝
日「城南宮前」下車

【駐車場】
有平常：普通車200台、バ
ス10台
シーズン：普通車240台、
バス3台

4.10(土)

　 ～

4.11(日)

しだれ桜の夕べ ◇京都府・緑化センタ
ー
・福知山市夜久野町平
野

※しだれ桜の夕べ実行
委員会
TEL.090-1893-9311

花の開花の時期にはしだれ桜のライト
アップ、ミニコンサート、特産品販売
などが催される予定。
【料金】
入園無料

※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止・縮小することがありま
す。

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、宝山公園駐車場、
いずれも無料）

4.10(土)

　 ～

5.30(日)予
定

大徳寺塔頭・黄梅
院春の特別公開

◇黄梅院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂、庫裡、唐門は重要文化財。中で
も庫裡は日本の禅宗寺院において現存
する最古のもの。
【定休日】
法務により休止日有り
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　中学・高校生　400円
　小学生以下無料（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

4.10(土)

　 ～

5.30(日)の
土･日･祝の
み　予定

大徳寺塔頭・総見
院春の特別公開

◇総見院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

織田信長の菩提寺で、秀吉が創建。
信長公木像（重要文化財）が公開され
る。
【定休日】
法務により休止日有り
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生以下無料（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分
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4.11(日) 賀茂曲水の宴 ◇上賀茂神社（賀茂別
雷神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011

有名な「ならの小川」からの分水で行
われる「曲水の宴」は平安時代末期の
風趣に富んだ姿を残す渉渓園で行われ
る。詩歌の吟詠、管弦の弾吹奏は平安
の「雅」を再現。野点の席も設けられ
る。
【日時】
13時～
【料金】
拝観料　1,000円（お茶券付）

◆市バスまたは京都バス「
上賀茂神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
下車、徒歩3分

【駐車場】
有（170台、30分100円）

4.11(日) やすらい祭 ◇今宮神社
・京都市北区紫野今宮
町
TEL.075-491-0082
ホームページ:
http://imamiyajinja.
org

京の三奇祭のひとつ。（国重要無形民
俗文化財指定）平安時代の頃、人々を
悩まし飛散する疫病を鎮めるために営
まれていた。花傘を中心に鬼が4人1組
で鉦（かね）や太鼓を打ち鳴らし踊り
、疫神を花傘へ誘い町内を巡って神社
に送り込みます。

◆市バス（46系統）「今宮
神社前」下車
◆市バス（12、204、205、
206、北8系統）「船岡山」
下車、徒歩7分

【駐車場】
有（有料、最初の1時間100
円、以後30分毎に100円）
※ただし、12/31から1月第
1週目の日曜日までは1時間
500円

4.11(日) 玄武やすらい祭 ◇玄武神社
・京都市北区紫野雲林
院町88
TEL.075-451-4680

京の三奇祭のひとつ。（重要無形民俗
文化財指定）平安時代に流行した疫病
をしずめるために行われたのが始まり
。当日朝、神社を出て花傘4本を中心
に鉦（かね）や太鼓を打ち鳴らし、踊
りながら氏子(紫野・柏野・鳳徳)を巡
って夕方神社に帰ります。

※雨天中止（当日の午前6時現在の天
候により判断。要問合せ）

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

4.11(日) えんむすび祈願さ
くら祭り

◇地主神社
・京都市東山区清水1
丁目317
TEL.075-541-2097
ホームページ:
https://www.jishujin
ja.or.jp/

白川女による地主桜の献花や献句式が
行われ、謡曲「田村」「熊野(ゆや)」
の奉納等が行われる。
【日時】
10時～
【料金】
参拝無料
（清水寺の入山料400円は別途必要）

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（付近に市営、民営の有
料駐車場有り）

4.11(日)予
定

春日神社春祭 ◇春日神社
・南丹市八木町本郷西

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

子供みこし(2基)が春日神社を出発、
町内を巡行。
【日時】
12時30分～16時30分頃　

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩10分

4.11(日) 子安権現春祭 ◇新宮寺（子安権現）
・船井郡京丹波町豊田
TEL.0771-82-0758

子安権現の春祭で地域の檀家が中心と
なって毎年行われている。
当日は茶室が開放され無料でお茶がい
ただける。ツツジ、桜が美しく毎年に
ぎわう。
【日時】
9時～15時頃

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「九手神社前」
下車、徒歩10分

4.11(日)予
定

クリーンはしだて
１人１坪大作戦

◇天橋立公園
・宮津市

※天橋立を守る会事務
局（天橋立駅観光案内
所内）
TEL.0772-22-8030

日本三景「天橋立」の砂浜と松並木を
いつまでも美しく継承しようと、市民
や観光客に呼びかけ、公園内の清掃活
動を行う。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で10分
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4月中旬 春祭 ◇佐濃、川上、海部、
田村、神野、湊地区
・京丹後市久美浜町　
各地区

※京丹後市観光公社久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

だんじり、神輿などが各地区で繰り出
す。

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、中止となる場合があります。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅、または京都丹後
鉄道宮豊線「小天橋」駅下
車、各地区へ

4月中旬

　 ～

4月下旬予定

南山城村農林産物
直売所・春のさく
らまつり

◇南山城村農林産物直
売所及び周辺
・相楽郡南山城村北大
河原久保1-3

※南山城村農林産物直
売所
TEL.0743-93-1000

八重桜が見頃の時期にお茶・しいたけ
・野菜などの特産品PRイベントが開催
されます。（詳細未定）
【日時】
9時30分～14時（予定）
【料金】
入場無料

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分
◆国道163号沿やまなみホ
ール西側

【駐車場】
有（無料）

4.13(火) 十三詣り ◇虚空蔵堂
・京田辺市大住虚空蔵
谷55

※両讃寺（京田辺市大
住八河原9）
TEL.0774-62-3137

大住山中の虚空蔵尊は、数え年13歳の
子どもたちが「知恵もらい」にここを
訪れる。

◆JR学研都市線「松井山手
」駅から京阪バスで「虚空
蔵谷」下車、徒歩10分

4.13(火)予
定

猿丸神社春季大祭 ◇猿丸神社
・綴喜郡宇治田原町禅
定寺粽谷44
TEL.0774-88-3782
ホームページ:
http://www.sarumaruj
inja.jp/

こぶとりの神様として、できものに霊
験ありとされ、京阪神など遠方からの
参拝も多い。
午後から福引きあり。

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、緑苑坂、工業団地行き）
で「維中前」下車、徒歩55
分
（毎月13日の月次祭には維
中前から猿丸神社行きの臨
時便有り）
◆京滋バイパス（名古屋方
面から）「南郷」IC、また
は京滋バイパス（大阪方面
から）「笠取」ICから禅定
寺地区へ
◆国道307号から岩山バイ
パスに入り府道大石東線を
大津方面へ（宇治田原町側
から）
◆大津、石山、南郷から府
道大石東線を南下（滋賀県
側から）

【駐車場】
有（普通車50台、無料）

4.14(水) 白峯神宮春季例大
祭

◇白峯神宮
・京都市上京区今出川
通り堀川東入飛鳥井町
261
TEL.075-441-3810

摂社、精大明神は蹴鞠道の神であるこ
とから、これにちなんで例大祭後、境
内において蹴鞠神事の奉納がある。ま
た、けまり体験ができます。

※雨天決行

◆市バス「堀川今出川」下
車
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4.15(木) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://chionji.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

4.15(木)予
定

花まつり ◇形原神社
・亀岡市横町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

丹波亀山城主松平氏をしのび、旗印や
幔幕などが展示される。鍬山神社の花
まつりとして、お旅所である形原神社
で行われている。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約8分

4.17(土) 春の例祭 ◇御香宮神社
・京都市伏見区御香宮
門前町
TEL.075-611-0559

祭神神功皇后の命日にちなんで催され
ます。
【日時】
10時～

◆市バス「御香宮前」下車
◆近鉄京都線「桃山御陵前
」駅下車、徒歩5分
◆京阪本線「伏見桃山」駅
下車、徒歩5分
◆JR奈良線「桃山」駅下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車100台、昼間20
分まで無料　以降40分毎に
200円、上限800円）
※バスの駐車不可

4.17(土) 大厄除追儺式（鬼
くすべ）

◇宝積寺（宝寺）
・乙訓郡大山崎町字大
山崎小字銭原1番地
TEL.075-956-0047

本堂で護摩が焚かれ、赤青黄の五匹の
鬼が焙り出される「鬼くすべ」の行事
が行われる。
【日時】
14時～　鬼くすべ

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩10分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩15分

4.17(土) 御影供（みえく） ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

本尊（十一面観音菩薩）大法要
大般若転読
【日時】
11時開始

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩60分
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（平日のみ）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分

【駐車場】
有

4.17(土)予
定

とこなげさん千日
まいり

◇千手寺
・亀岡市薭田野町鹿谷
TEL.0771-23-1434 

空海ゆかりの山寺で、千手観音をまつ
る。1日参ると千日参った御利益があ
るとされる千日まいり。眼病に霊験あ
らたかと言われ、参拝者が多い。

※7/17にも開催される。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで約15
分「国道佐伯」下車、徒歩
約60分

4.17(土)

～

4.18(日)　
予定

長岡京春の観光ま
つり～たけのこフ
ェスタ～

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

朝掘りたけのこ、たけのこ特産品・加
工品、竹製品、観光グッズなどの販売
。長岡京音頭の披露。（予定）
【日時】
10時～15時

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分
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4.18(日)予
定

蟹供養放生会 ◇蟹満寺
・木津川市山城町綺田
浜36
TEL.0774-86-2577

娘が助けた蟹が、蛇との婚姻を迫られ
た娘の危難を救ったという「蟹の恩返
し」の縁起による。
読経の後、縁起に因み、命の尊さに感
謝しながら、自らの手で沢蟹を手水鉢
に放つ。全国からカニ業者も参列する
。
また、当日は国宝の釈迦如来坐像が御
開帳される。
【日時】
11時～　観音大護摩供修行（祈願者の
み）
12時30分～　琴・尺八の演奏、抹茶接
待
13時30分～　蟹供養放生会（サワガニ
の放生）

※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、北へ徒歩20分
◆JR奈良線「棚倉」駅から
木津川市コミュニティバス
（平日のみ）で「蟹満寺口
」下車、徒歩5分

【駐車場】
有

4.18(日)予
定

出雲大神宮鎮花祭 ◇出雲大神宮
・亀岡市千歳町千歳出
雲無番地
TEL.0771-24-7799
FAX.0771-25-3832
ホームページ:
http://www.izumo-d.o
rg/

和銅年間に始まった雨乞いの神事が起
源とされる祭。四季の花で飾った花笠
に狩衣、水干、白足袋姿の衣装の踊り
手が小太鼓をたたきながら踊る優雅な
踊り「出雲風流花踊り」が奉納される
。
【日時】
10時～

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで約
15分「出雲神社前」下車

【駐車場】
有（80台）

4.20(火) 万人講 ◇円福寺（だるま堂）
・八幡市八幡福禄谷15
3
TEL.075-981-0142

臨済宗の禅道場。年2回の万人講で、
日本最古といわれる重文の秘仏「達磨
大師坐像」の特別開扉。
赤膳でいただく精進料理は、開運、厄
除、中風に霊験あらたかとしてよく知
られ、近隣から多勢の人で賑わいます
。

◆京阪本線「樟葉」駅から
臨時バスあり（当日のみ）

4.21(水) 正御影供 ◇教王護国寺（東寺）
・京都市南区九条町1
TEL.075-691-3325
FAX.075-662-0250
ホームページ:
http://www.toji.or.j
p/

弘法大師の命日にあたり、灌頂院の閼
伽井(あかい)に絵馬が掲げられる習わ
し。この日は灌頂院の北門（9時～15
時開閉時間）を開扉し、一山の僧によ
り法要が行われます。
【日時】
法要　10時～（御影堂にて行われ、そ
の後、灌頂院に移動）

◆市バス「東寺東門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
無（21日は駐車不可）

4月下旬 長岡京春の観光ま
つり～乙訓寺～

◇乙訓寺
・長岡京市今里3丁目1
4-7

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

2,000株のボタンが大輪の花を咲かせ
ます。※予定（見頃：4月下旬頃）
【日時】
8時～17時
【料金】
入山料　500円

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩20分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩40分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「薬
師堂」下車、徒歩5分
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4月下旬 京丹波伝統芸能定
期公演

◇道の駅「和」　道路
情報センター伝統芸能
常設館
・船井郡京丹波町坂原
上モジリ11

※道の駅「和」道路情
報センター
TEL.0771-84-1522

和知人形浄瑠璃会
神心流吟と舞和知教室
丹波銭太鼓サークル夢苑の会
なみすい～京丹波吹奏楽団～他
【日時】
13時30分～（約90分）
【料金】
協力金
大人　300円
小・中学生　100円

※月1回開催

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約30分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有

4月下旬予定 筒川祭 ◇上山神社
・与謝郡伊根町菅野

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

350年以上続く神楽の舞で、子供が天
狗の面を被って舞う「天狗の舞」など
を披露します。
特に獅子の生け捕りを演じる「和唐内
（わとうない）」は迫力ある立ち回り
と、早替わりが見物。

◆宮津から国道178号を北
へ車で約50分

4.21(水)

　 ～

5.5(祝)

戒壇めぐりと一初
（いちはつ）観賞
会

◇得浄明院
・京都市東山区知恩院
山内林下町
TEL.075-561-3767

長野県の善光寺の別院。
アヤメ科の中でも最も早く咲くイチハ
ツ約200株を本堂のそばに植え公開し
ています。落ち着いた色の花が見せる
しっとりとした風情が楽しめます。
【日時】
9時30分～16時
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩約5分
◆京阪本線「三条」駅下車
、徒歩約10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩約15分

4.23(金) 熊野神社権現祭 ◇熊野神社本宮
・京丹後市久美浜町か
ぶと山

※京丹後市観光公社久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

旧久美浜町「熊野郡」の総社としてか
ぶと山山頂に鎮座。熊野郡の名のもと
となった。
古くはかぶと山そのものが御神体であ
ったと伝えられ、「熊野信仰」の原点
ともいうべき場所である。

◆京都丹後鉄道宮豊線「か
ぶと山」駅下車、徒歩40分

4.23(金)

　 ～

4.25(日)

法然上人御忌大会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://chionji.jp/

法然上人の忌日法要。
御影堂内を一周する1080課の大念珠を
使用しての百萬遍大念珠繰り有り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

4.24(土) 籠神社葵祭 ◇元伊勢籠神社
・宮津市大垣430
TEL.0772-27-0006
FAX.0772-27-1582
ホームページ:
http://www.motoise.j
p/

2500年以上の歴史を持つ丹後最古の祭
礼。神輿の行列が地域を一巡する「御
神幸」などの祭礼と、その前後に繰り
広げられる「太刀振り」や「神楽」が
見どころ。中でも「太刀振り」は、平
安時代から始まったと伝わる由緒ある
奉納神事で京都府無形文化財にも指定
されている。
籠神社は、平成31年に鎮座1300年を迎
え、奥宮の真名井神社では、式年遷宮
が行われた。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から汽船で「一の
宮」下船、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道「与謝
天橋立」ICから車で15分

【駐車場】
有（150台、料金/700円）
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4.24(土)予
定

鎮火祭（愛宕神社
）

◇愛宕神社
・亀岡市千歳町国分南
山ノ口1
TEL.0771-23-9341

全国愛宕神社の総本宮ともいわれ、火
の神火産霊尊をまつる。
神霊を慰め、火の霊力に感謝し、火災
のないよう祈願する祭り。
【日時】
10時～

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
国分」下車、徒歩約5分

4.24(土)　

　 ～

4.25(日)　
予定

加悦谷祭 ◇与謝野町（加悦・野
田川地域）
・与謝郡与謝野町

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155
FAX.0772-43-0159

24日宵宮、25日本祭　町内一円で終日
、屋台やみこしが巡行。
祇園祭に流れをくむ地域最大の例祭。
当日は各地区の神社ごとに特色ある祭
礼が催され、神楽舞・太刀振り・芸屋
台・御輿の練り歩きなど多彩な行事が
盛大に繰り広げられる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅下車、町内各地区
へ

4.24(土)

　 ～

4.25(日)　
予定

後野の屋台行事 ◇与謝野町後野地区
・与謝郡与謝野町後野

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155
FAX.0772-43-0159

町内の後野地区の屋台行事は毎年4月
最終土曜日・日曜日に行われる当地方
の氏神の祭礼行事で、江戸時代中期か
ら伝わる華麗な芸屋台（4台）や威勢
のよい子供屋台が、独特のまつり囃し
にのって地区内を練り歩く。（京都府
登録民俗無形文化財、町指定文化財）

※詳細未定

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
15分
◆山陰近畿自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで15分

【駐車場】
無

4.24(土)

　 ～

5.9(日)予定

春の特別開扉（海
住山寺）

◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

十一面観音菩薩立像（重文）他を特別
に公開する。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「海住山寺口」下車、
徒歩約25分（平日のみ）
◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩約60分

【駐車場】
有

4.24(土)　

　 ～

5.16(日)

つつじ園 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

つつじ2万株・しゃくなげ1千株を公開
。つつじの規模は近畿では指折りのも
ので、紫・ピンク・白の花が見事に咲
き誇ります。
例年はゴールデンウィーク前後に満開
になります。
【日時】
8時30分～16時30分
【料金】
入山料　800円（庭園入園料含）

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）
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4.24(土)

　 ～

9.30(木)

しょうざん渓涼床 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

洛北・鷹ヶ峰の広大な日本庭園を流れ
る清流・紙屋川の上に張り出した床で
、京料理を堪能し、市内の喧噪を忘れ
静かなひとときが満喫できます。
【日時】
11時30分～15時（ラストオーダー13時
30分）
※11時30分～13時、13時30分～15時の
二部制
17時～21時30分（ラストオーダー19時
45分）
雨天時には室内でのご用意となること
があります。

※床料理と舞妓の夕べ
開催日　6/26、7/10、7/24、8/7、8/2
1、9/4、9/11
Ⅰ部　17時～19時（踊りは17時15分頃
から）、Ⅱ部　19時30分～21時30分（
踊りは19時50分頃から）

※床料理とホタル観賞の夕べ
開催期間　6/5、6/6、6/11～6/13（各
日21時頃から場内の照明を落とします
が、雨天時にはホタルが見えない可能
性があります。）
【料金】
昼
　涼風膳　5,445円
　涼風三昧　7,865円
　涼風づくし　9,075円
夜（床会席）
　蛍火　9,680円
　華洛　12,100円
　紫翠　14,520円
※すべて税・サ込み

※その他、七夕限定夜プランや、1日
ゆっくり満喫プラン、Birthday床プラ
ンなど、昼・夜の限定プランもありま
す。

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、開催時期の変
更や、イベントの中止、イベントの内
容が変わることがあります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分
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4.25(日) 神幸祭 ◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

千年の伝統を持つ神幸祭として知られ
、11時頃神興6基が境内を出、正午頃
桂離宮の東北方から桂川を船で渡り、
3ヶ所に駐輦される。

※本年の神輿の巡行は未定です。

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、参拝者のみ1時
間無料）
※当日、午前中は駐車場の
使用はできません。

4.25(土)

　 ～

5.6(木)予定

柳谷観音楊谷寺新
緑ウィーク

◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017

・上書院特別公開
・押し花御朱印授与
・押し花御朱印作り体験
※予定なので変更の可能性あり

◆阪急京都線「西山天王山
」駅からタクシーで7分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆JR京都線「長岡京」駅か
らタクシーで13分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「奥
海印寺」下車、徒歩約30分

4.26(月) 元伊勢春の例大祭 ◇元伊勢内宮皇大神社
、元伊勢外宮豊受大神
社
・福知山市大江町

※元伊勢内宮皇大神社
TEL.0773-56-1011
※元伊勢外宮豊受大神
社
TEL.0773-56-1560

神殿での祭典のほか地元子女の巫女に
よる元伊勢太々神楽や奉納射会等が行
われる。

〈外宮〉
◆京都丹後鉄道宮福線「大
江高校前」駅下車、徒歩15
分
〈内宮〉
◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車、徒歩
15分

4.28(水) お不動さん岩屋寺
本尊会

◇岩屋寺
・京丹後市大宮町谷内
242-1
TEL.0772-64-3946

岩屋寺を開基した行基が奥の院で修業
中、不動明王が現れたものを彫刻、本
尊としたことに由来する。
なお、崇山(あらたやま)はハイキング
コースにもなっている。
地元では「お不動さん」と呼ばれ親し
まれている。毎年4月28日に柴燈護摩
が行われる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅から車で7分
◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅から丹後海陸
交通バスで「谷内」下車、
徒歩20分

【駐車場】
有

21.4月下旬

　 ～

22.1月上旬
予定

天橋立パーク＆ク
ルーズ

◇宮津市
・宮津市浜町

※丹後海陸交通株式会
社（天橋立桟橋）
TEL.0772-22-2164

期間中の指定の土曜日、日曜日、祝日
とお盆は宮津桟橋から天橋立への遊覧
船を大幅増便。（期間は変更される場
合があります。）
道の駅「海の京都・宮津」の駐車場に
車を止め、宮津桟橋から渋滞知らずの
船の旅をお楽しみください。（駐車場
（宮津まちなか地域振興拠点施設立体
駐車場）は5時間まで無料）
【料金】
往復　900円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

4.29(祝) あやべ丹の国まつ
り

◇綾部市内一円
・綾部市

※あやべ丹の国まつり
実行委員会（綾部商工
会議所内）
TEL.0773-42-0701

子供が主役のお祭り。市街地周辺で多
彩な催しが行われます。
【日時】
9時～

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩15分以内
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4.29(祝) 足利尊氏公忌法要 ◇安国寺
・綾部市安国寺町寺ノ
段1
TEL.0773-44-1565

足利尊氏の法要。同日、子安地蔵（重
文）の供養につづいて足利尊氏の遺志
に基づき600年以上も続けられてきた
施餓鬼も行われる。足利尊氏の母清子
が子安地蔵に祈願して尊氏を安産した
ことから、子安延命地蔵尊として法要
を行う。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（黒谷線）で「安
国寺前」下車すぐ
◆JR舞鶴線「梅迫」駅から
徒歩15分

【駐車場】
有（無料）

4.29(祝)

　 ～

5.3(祝)

あやべ由良川花壇
展

◇由良川花庭園
・綾部市青野町

※公益社団法人綾部市
シルバー人材センター
TEL.0773-42-9030

企業や団体、学校などが作った花壇コ
ンクール、園芸講座、緑化樹や花の販
売など。
【日時】
9時～16時

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩20分

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

壬生狂言 ◇壬生寺
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

円覚上人が布教のため唱えた融通念仏
が発展したといわれる仏教無言劇は70
0年の歴史を持つ重要無形民俗文化財
。期間中、30番ある演目から毎日5番
ずつ上演され、必ず序盤に「炮烙（ほ
うらく）割」が演じられ、次々に落と
して割る様子は迫力があります。
【日時】
開演時間　13時～17時30分頃
【料金】
大人　1000円
中学・高校生　500円

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春期特別公開 ◇壬生寺
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

本尊内陣、壁画、襖絵と文化財展観室
、庭園の公開。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春期寺宝特別公開 ◇六道珍皇寺
・京都市東山区松原通
東大路西入る
TEL.075-561-4129

日本画家中島潔画伯奉納「地獄心音図
」の公開
・赤松政則肖像画・赤松家ゆかりの刀
等の公開
・藤原期（平安後期）作の重文本尊薬
師如来像の公開
・閻魔大王坐像（小野篁卿作）の公開
・小野篁卿立像等（江戸時代）の公開
・「熊野観心十界曼荼羅図」はじめ地
獄絵の公開
・小野篁卿「冥途通いの井戸」・「黄
泉がえりの井戸」公開
オリジナル若草色紙の金泥朱印（6種
）、ならびに紺紙金泥朱印（3種）の
授与（有料）

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
※展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

比叡のさくらと青
もみじ

◇比叡山延暦寺
・大津市坂本本町4220
TEL.077-578-0001
ホームページ:
https://www.hieizan.
or.jp/

にない堂にて坐禅体験ができます。
ご来場無料抽選会開催。（西塔駐車場
にて10時～16時）
期間中抽選で「オリジナルグッズ」「
抹茶またはくず湯」などをプレゼント
。

◆各線「京都」駅、または
京阪本線「三条」駅から比
叡山延暦寺直通バスで「延
暦寺バスセンター」下車
◆JR湖西線「比叡山坂本」
駅、または京阪石山坂本線
「坂本比叡山口」駅からバ
ス（徒歩も可）でケーブル
坂本駅、または山頂駅下車
、徒歩7分
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
で近江神宮ランプ比叡山方
面へ
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
から湖西道路（無料）「仰
木雄琴」ランプでおり、比
叡山方面へ

【駐車場】
有（無料）

4.29(祝)

　 ～

5.9(日)

三重塔（重文）開
扉

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-73-8191

重要文化財である三重塔の初層を特別
に公開する。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「岩船寺」下車すぐ

【駐車場】
有
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分

3.5(金)

　 ～

5.5(祝)

高台寺塔頭・圓徳
院　春の特別拝観
・ライトアップ

◇圓徳院
・京都市東山区高台寺
下河原町
TEL.075-525-0101
FAX.075-561-2724

伏見城の化粧殿前庭を移築したみごと
な庭園などゆっくり鑑賞してください
。
赤松燎没後25周年特別展
【日時】
10時～21時30分（受付終了）※予定
【料金】
拝観料
　大人　500円
　中学・高校生　200円
※3ヶ所共通割引券（高台寺・掌美術
館・圓徳院）900円

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
有（高台寺駐車場使用、1
時間駐車無料券有り）

3月中旬

　 ～

5月中旬予定

天龍寺塔頭弘源寺
春の特別公開

◇弘源寺
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町65
TEL.075-881-1232

細川家ゆかりの本堂から観る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
毘沙門天立像（国指定重要文化財）も
公開。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
（宝厳院との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円

◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車、徒歩3分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩3分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩10～15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩10～15分

3月中旬

　 ～

5月中旬

醍醐寺霊宝館春期
特別展

◇醍醐寺
・京都市伏見区醍醐東
大路町22
TEL.075-571-0002
FAX.075-571-0101
ホームページ:
https://www.daigoji.
or.jp/

国宝・重文を含む10万点以上の寺宝の
中からテーマにあわせ出展されます。
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
（発券終了・各所入場は閉門30分前ま
で。）
【料金】
3か所拝観（三宝院、伽藍、霊宝館）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000円
　小学生以下無料
※春期以外は
　大人　1,000円
　中学・高校生　700円

◆京阪バス「醍醐寺前」下
車すぐ
◆地下鉄東西線「醍醐」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車100台、バス8台
、料金/普通車1,000円、バ
ス2,000円）
※5時間を越える場合、普
通車30分ごと100円、大型
車30分ごと300円加算

3月中旬

　 ～

5月中旬

宝物殿春季展覧 ◇松尾寺
・舞鶴市松尾532
TEL.0773-62-2900

西国三十三所草創1300年特別拝観
松尾寺草創に関わる霊宝初公開「千歳
の松」
【日時】
宝物殿開館時間　9時～16時
【料金】
宝物殿入館料　800円

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
らタクシーで20分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから15分

【駐車場】
有
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3月中旬

　 ～

6月下旬予定

天龍寺塔頭宝厳院
春の特別公開

◇宝厳院
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町36
TEL.075-861-0091

嵐山を借景とする「獅子吼の庭（しし
くのにわ）」は、江戸時代の「都林泉
名勝図会」に紹介された洛西の名園中
の名園です。
本堂襖絵「風河燦燦三三自在」（田村
能里子画伯筆）が特別公開されます。
【日時】
9時～17時（本堂襖絵は16時30分受付
終了）
【料金】
拝観料
　大人　500円
（弘源寺との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円
※本堂襖絵は別途参拝料（大人500円
）が必要

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車

3.12(金)

　 ～

5.5(祝)予定

高台寺　春の特別
拝観・特別展・ラ
イトアップ

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

桃山美術の傑作といわれる高台寺蒔絵
をはじめ、北政所ゆかりの寺宝を多く
所蔵。昼夜とわず四代目となる高台寺
桜（しだれ桜）は白砂の庭に映える。
【日時】
9時～22時閉門（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円
(30名以上団体割引有り、大人500円)

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

3.12(金)

　 ～

5.9(日)

「花の天井」春の
特別公開

◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

江戸期に描かれた神殿天井の44枚の極
彩色の花絵が公開。
【日時】
10時～16時（15時30分受付終了）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付）

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

3.13(土)

　 ～

5.9(日)

令和3年春季企画
展「春爛漫！松花
堂は花盛り」

◇松花堂庭園・美術館
・八幡市八幡女郎花43
-1
TEL.075-981-0010
ホームページ:
https://shokado-gard
en-art-museum.jp/

春を彩る椿や桜をはじめとして、美し
い花をテーマにした作品を中心にご紹
介します。
【定休日】
月曜日・5/6
※ただし5/3は開館
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）
【料金】
一般　400円
大学生　300円
18歳以下無料（大学生を除く）

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅、または京阪本線「樟
葉」駅から京阪バスで「大
芝・松花堂前」下車、徒歩
1分

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス4台可）

3.13(土)

　 ～

6.13(日)予
定

大徳寺塔頭・興臨
院春の特別公開

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂・表門・唐門は重要文化財。方丈
庭園は石組みが特徴の枯山水庭園。
【定休日】
3/20
【日時】
10時～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生　300円（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス

3.20(祝)

　 ～

5.25(火)

東寺「宝物館」春
の特別公開

◇教王護国寺（東寺）
・京都市南区九条町1
TEL.075-691-3325
FAX.075-662-0250
ホームページ:
http://www.toji.or.j
p

東寺は東寺真言宗の総本山。この期間
2万5千点近い寺宝の一部を公開。密教
美術の宝庫です。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「東寺東門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（境内に駐車可、料金/
普通車600円、タクシー600
円、バス2,000円　※ただ
し、21日は駐車不可）

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

3月下旬

　 ～

5月上旬

岡崎さくら・わか
ば回廊　十石舟め
ぐり

◇南禅寺舟溜り乗船場
・京都市左京区南禅寺

※京都府旅行業協同組
合
TEL.075-353-2511

先人の営みを振り返りながら、山紫水
明の都・京都の春の風情が楽しめる。
運航コース　南禅寺舟溜り乗船場～夷
川ダム（往復約3km　約25分）
定員：28名、1日29便
【日時】
時間　9時30分～16時30分発　15分毎
に出発（閑散期は30～60分毎）
※3/27～4/8は夜桜運航有り（8時30分
～20時30分発まで）
【料金】
大人　1,200円
小人　600円
幼児（3歳以上）300円

※Web事前販売有り（別途Web手数料が
必要）
詳細は2月上旬頃ホームページ（http:
//kyoto-tabi.or.jp）にてご確認くだ
さい。
当日券は乗船券売場にて先着順に販売
天候状況により運休の場合有り

◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩7分

3.21(日)

　 ～

5.20(木)

春の特別開扉（浄
瑠璃寺）

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

吉祥天立女像（重文・鎌倉時代）を拝
むことができる。

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車すぐ
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.24(水)

　 ～

6.4(金)

相国寺春の特別拝
観

◇相国寺
・京都市上京区相国寺
門前町701
TEL.075-231-0301
FAX.075-212-3591
ホームページ:
https://www.shokoku-
ji.jp/

【拝観場所】
法堂・方丈・開山堂
※行事・法要などのため予告なく拝観
休止、または拝観場所・拝観時間を変
更する場合有り。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　一般・大学生　800円
　65才以上・中学・高校生　700円
※団体割引有り

※新型コロナウイルス感染予防の対策
として、
・拝観受付時の検温・手指の消毒
・マスクの着用
・ソーシャルディスタンスの確保
・従業員の体調管理、マスクの着用

※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、拝観を中止する場合有り。

◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車、徒歩8分
◆市バス「同志社前」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（バス専用のみ有り、無
料、完全予約制）

3.25(木)

　 ～

5.31(月)

春季名宝展 ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

大覚寺名宝展では、平安・室町・鎌倉
時代に造られた五大明王など旧嵯峨御
所ならではの収蔵品をご覧いただけま
す。（予定）
【日時】
9時～16時30分（予定）
【料金】
大人　800円（予定）
小・中学・高校生　600円（予定）
（お堂エリア参拝料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車

4.1(木)

　 ～

5.5(祝)予定

長岡京春の観光ま
つり～長岡天満宮
～

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

樹齢約170年のキリシマツツジが満開
となります。（見頃：4月下旬）
花が見ごろの時期には、たけのこの佃
煮や竹製品など、特産物の販売も行わ
れる予定です。
【料金】
お茶席　500円

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

4.1(木)

　 ～

5.10(月)

建礼門院特別展 ◇長楽寺
・京都市東山区八坂鳥
居前東入ル円山町626
番地
TEL.075-561-0589
FAX.075-561-8550
ホームページ:
http://www.age.ne.jp
/x/chouraku

建礼門院ゆかりの品々、多数の遺宝の
拝観。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料　1,000円（抹茶付）

◆市バス「祇園」下車、徒
歩約10分
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩約20分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩約25分

【駐車場】
無（近くに京都市円山駐車
場（有料）有り）

4.1(木)

　 ～

5.31(月)

春の特別開扉（岩
船寺）

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

普段非公開の弁財天像、羅刹天像、如
意輪観音菩薩を特別に開扉。
智慧の神さま、秘仏・弁財天は、財運
・財宝の神さまとも。同じく、秘仏・
羅刹天は、もともとインドの鬼神で、
仏教に帰依し善神に。ともに江戸時代
の作とされる。
【日時】
8時30分～17時

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「岩船寺」下車すぐ

【駐車場】
有
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4月上旬

　 ～

6月上旬の土
･日･祝予定

安楽寺春の特別公
開

◇安楽寺
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町21番地
TEL.075-771-5360
FAX.075-771-5360
ホームページ:
http://anrakuji-kyot
o.com

桜の開花に合わせて公開され、以降つ
つじ、さつきと開花に合わせて特別に
下記の期間のみ公開されます。
※期間中、全ての日の公開ではありま
せん。（要事前確認）
【日時】
9時30分～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「真如堂前」下車
、徒歩15分

【駐車場】
無

4月上旬

　 ～

11月中旬

夜久野高原八十八
か所石仏めぐり

◇夜久野高原
・福知山市夜久野町平
野

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103
FAX.0773-37-5002

西国薬師霊場札所第27番圓教寺から第
28番成相寺へ通ずる成相道の街道筋に
あたる夜久野茶堂を中心として、夜久
野高原一帯に設けられた88体の石仏で
四国八十八か所大師霊場を移したもの
です。
各霊場にあたる場所には、それぞれ四
国八十八か所観音礼所と同名の観音像
と弘法大師座像が立てられています。
コース所要時間
◇人生の歩みを石仏の配置になぞらえ
た、夜久野高原を周回し8の字を描い
て1～88番を巡る全周コース、変化に
富んだ全人生の道のりを歩む（生涯コ
ース約3～4時間）
◇山道中心の1～70番台を巡る半周コ
ース、起伏の激しい人生の山場を歩む
（山場コース約2時間）
◇「道の駅農匠の郷やくの」をスター
トし、1～10番までを巡る幼少の頃の
道のりを歩む（安穏コース約1時間）

※天候により11月下旬まで可

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）

4月

　 ～

11月の土･日
･祝(予定)

グリーンスローモ
ビリティ茶畑周遊

◇相楽郡和束町
・相楽郡和束町

※和束町地域力推進課
TEL.0774-78-3002

和束町では、環境に優しい新たな交通
手段として、グリーンスローモビリテ
ィ（小型の電気自動車）を活用した茶
畑周遊をおこないます。ルートは、町
を代表する茶畑景観「石寺の茶畑」を
巡ります。

◆JR大和路線「加茂」駅西
口から奈良交通バス（和束
小杉行き）で「和束河原」
下車、徒歩3分

4.4(日)

　 ～

5.30(日)

「五月節句」展と
「竹田人形」展

◇博物館さがの人形の
家
・京都市右京区嵯峨鳥
居本仏餉田町12
TEL.075-882-1421
FAX.075-882-1421
ホームページ:
http://www.sagano.or
.jp/

子供の日に飾る鎧や兜とともに動きの
ある武者姿の「竹田人形」を展示しま
す。
竹田人形は、江戸期の大坂で作られ歌
舞伎人形のルーツといわれています。
【定休日】
月曜日（祝日の場合は翌日）
【日時】
10時～17時
【料金】
入館料
　一般　800円
　中学・高校生　500円
　小学生　200円

◆京都バス「護法堂弁天前
」下車、徒歩4分
◆市バス「嵯峨釈迦堂前」
、または京都バス「嵯峨釈
迦堂前」下車、徒歩13分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩25分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩35分

【駐車場】
無
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

21.4.4(日)

　 ～

22.3.27(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/26、1/2を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

21.4.3(土)

　 ～

22.3.26(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/25、1/15、1/22
、1/29、2/5、2/19、2/26を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車

4.10(土)

　 ～

5.30(日)予
定

大徳寺塔頭・黄梅
院春の特別公開

◇黄梅院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂、庫裡、唐門は重要文化財。中で
も庫裡は日本の禅宗寺院において現存
する最古のもの。
【定休日】
法務により休止日有り
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　中学・高校生　400円
　小学生以下無料（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

4.10(土)

　 ～

5.30(日)の
土･日･祝の
み　予定

大徳寺塔頭・総見
院春の特別公開

◇総見院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

織田信長の菩提寺で、秀吉が創建。
信長公木像（重要文化財）が公開され
る。
【定休日】
法務により休止日有り
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生以下無料（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4.21(水)

　 ～

5.5(祝)

戒壇めぐりと一初
（いちはつ）観賞
会

◇得浄明院
・京都市東山区知恩院
山内林下町
TEL.075-561-3767

長野県の善光寺の別院。
アヤメ科の中でも最も早く咲くイチハ
ツ約200株を本堂のそばに植え公開し
ています。落ち着いた色の花が見せる
しっとりとした風情が楽しめます。
【日時】
9時30分～16時
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩約5分
◆京阪本線「三条」駅下車
、徒歩約10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩約15分

4.24(土)

　 ～

5.9(日)予定

春の特別開扉（海
住山寺）

◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

十一面観音菩薩立像（重文）他を特別
に公開する。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「海住山寺口」下車、
徒歩約25分（平日のみ）
◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩約60分

【駐車場】
有

4.24(土)　

　 ～

5.16(日)

つつじ園 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

つつじ2万株・しゃくなげ1千株を公開
。つつじの規模は近畿では指折りのも
ので、紫・ピンク・白の花が見事に咲
き誇ります。
例年はゴールデンウィーク前後に満開
になります。
【日時】
8時30分～16時30分
【料金】
入山料　800円（庭園入園料含）

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4.24(土)

　 ～

9.30(木)

しょうざん渓涼床 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

洛北・鷹ヶ峰の広大な日本庭園を流れ
る清流・紙屋川の上に張り出した床で
、京料理を堪能し、市内の喧噪を忘れ
静かなひとときが満喫できます。
【日時】
11時30分～15時（ラストオーダー13時
30分）
※11時30分～13時、13時30分～15時の
二部制
17時～21時30分（ラストオーダー19時
45分）
雨天時には室内でのご用意となること
があります。

※床料理と舞妓の夕べ
開催日　6/26、7/10、7/24、8/7、8/2
1、9/4、9/11
Ⅰ部　17時～19時（踊りは17時15分頃
から）、Ⅱ部　19時30分～21時30分（
踊りは19時50分頃から）

※床料理とホタル観賞の夕べ
開催期間　6/5、6/6、6/11～6/13（各
日21時頃から場内の照明を落とします
が、雨天時にはホタルが見えない可能
性があります。）
【料金】
昼
　涼風膳　5,445円
　涼風三昧　7,865円
　涼風づくし　9,075円
夜（床会席）
　蛍火　9,680円
　華洛　12,100円
　紫翠　14,520円
※すべて税・サ込み

※その他、七夕限定夜プランや、1日
ゆっくり満喫プラン、Birthday床プラ
ンなど、昼・夜の限定プランもありま
す。

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、開催時期の変
更や、イベントの中止、イベントの内
容が変わることがあります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分

4.25(土)

　 ～

5.6(木)予定

柳谷観音楊谷寺新
緑ウィーク

◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017

・上書院特別公開
・押し花御朱印授与
・押し花御朱印作り体験
※予定なので変更の可能性あり

◆阪急京都線「西山天王山
」駅からタクシーで7分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆JR京都線「長岡京」駅か
らタクシーで13分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「奥
海印寺」下車、徒歩約30分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

21.4月下旬

　 ～

22.1月上旬
予定

天橋立パーク＆ク
ルーズ

◇宮津市
・宮津市浜町

※丹後海陸交通株式会
社（天橋立桟橋）
TEL.0772-22-2164

期間中の指定の土曜日、日曜日、祝日
とお盆は宮津桟橋から天橋立への遊覧
船を大幅増便。（期間は変更される場
合があります。）
道の駅「海の京都・宮津」の駐車場に
車を止め、宮津桟橋から渋滞知らずの
船の旅をお楽しみください。（駐車場
（宮津まちなか地域振興拠点施設立体
駐車場）は5時間まで無料）
【料金】
往復　900円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

4.29(祝)

　 ～

5.3(祝)

あやべ由良川花壇
展

◇由良川花庭園
・綾部市青野町

※公益社団法人綾部市
シルバー人材センター
TEL.0773-42-9030

企業や団体、学校などが作った花壇コ
ンクール、園芸講座、緑化樹や花の販
売など。
【日時】
9時～16時

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩20分

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

壬生狂言 ◇壬生寺
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

円覚上人が布教のため唱えた融通念仏
が発展したといわれる仏教無言劇は70
0年の歴史を持つ重要無形民俗文化財
。期間中、30番ある演目から毎日5番
ずつ上演され、必ず序盤に「炮烙（ほ
うらく）割」が演じられ、次々に落と
して割る様子は迫力があります。
【日時】
開演時間　13時～17時30分頃
【料金】
大人　1000円
中学・高校生　500円

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春期特別公開 ◇壬生寺
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

本尊内陣、壁画、襖絵と文化財展観室
、庭園の公開。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春期寺宝特別公開 ◇六道珍皇寺
・京都市東山区松原通
東大路西入る
TEL.075-561-4129

日本画家中島潔画伯奉納「地獄心音図
」の公開
・赤松政則肖像画・赤松家ゆかりの刀
等の公開
・藤原期（平安後期）作の重文本尊薬
師如来像の公開
・閻魔大王坐像（小野篁卿作）の公開
・小野篁卿立像等（江戸時代）の公開
・「熊野観心十界曼荼羅図」はじめ地
獄絵の公開
・小野篁卿「冥途通いの井戸」・「黄
泉がえりの井戸」公開
オリジナル若草色紙の金泥朱印（6種
）、ならびに紺紙金泥朱印（3種）の
授与（有料）

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分
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4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

春の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
※展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

4.29(祝)

　 ～

5.5(祝)

比叡のさくらと青
もみじ

◇比叡山延暦寺
・大津市坂本本町4220
TEL.077-578-0001
ホームページ:
https://www.hieizan.
or.jp/

にない堂にて坐禅体験ができます。
ご来場無料抽選会開催。（西塔駐車場
にて10時～16時）
期間中抽選で「オリジナルグッズ」「
抹茶またはくず湯」などをプレゼント
。

◆各線「京都」駅、または
京阪本線「三条」駅から比
叡山延暦寺直通バスで「延
暦寺バスセンター」下車
◆JR湖西線「比叡山坂本」
駅、または京阪石山坂本線
「坂本比叡山口」駅からバ
ス（徒歩も可）でケーブル
坂本駅、または山頂駅下車
、徒歩7分
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
で近江神宮ランプ比叡山方
面へ
◆名神高速道路「京都東」
ICから国道161号バイパス
から湖西道路（無料）「仰
木雄琴」ランプでおり、比
叡山方面へ

【駐車場】
有（無料）

4.29(祝)

　 ～

5.9(日)

三重塔（重文）開
扉

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-73-8191

重要文化財である三重塔の初層を特別
に公開する。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「岩船寺」下車すぐ

【駐車場】
有

5.1(土) 競馬会　足汰式 ◇上賀茂神社（賀茂別
雷神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011

5日の競馬会神事に先立ち、馬の年齢
、遅速を実際に見て、組合せを決定す
るものです。
【日時】
13時頃～

◆市バスまたは京都バス「
上賀茂神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
下車、徒歩3分

【駐車場】
有（170台、30分100円）

5.1(土) 生身天満宮春祭り ◇生身天満宮
・南丹市園部町美園町
TEL.0771-62-0535
ホームページ:
http://www.ikimi.jp/

御輿稚児行列が城下町を彩り、境内に
は露店が出る。
また、雷除けのお札を求めて多数の参
拝客でにぎわう。学問の神様としても
知られている。
・雷除神符、御守授与
・子供みこし、稚児行列
・5/1　本祭（献花、献茶、ぜんざい
接待、その他催し多彩）

※4/30には春季例祭　宵宮祭が行われ
る。（19時～）

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分
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5.1(土) 人形とおもちゃの
供養

◇経王寺
・宮津市字金屋谷886
TEL.0772-22-3061

市内をはじめ全国から送られた古い人
形や使えなくなったおもちゃ等の供養
を行う。祭壇には1,000点以上が並ぶ
。子供達が不用になった人形やおもち
ゃ等を同寺に持ってきたのが始まり。
【日時】
午後から
※事前受付も可能

※自由参加（接待不可）
甘酒提供なし、豆まき中止

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

5.1(土) 岩滝祭 ◇与謝野町(岩滝地域)
・与謝郡与謝野町

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155
FAX.0772-43-0159

岩滝神楽。子供達により7種の舞が演
じられる。
約160年前から伝わる岩滝神楽は、郷
土芸能として保存されており丹後の神
楽のはじめとも云われ、町の無形文化
財にも指定されている。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅からタクシーで10
分

5.1(土)

　 ～

5.3(祝)

春の特別開扉（西
念寺）

◇西念寺
・木津川市鹿背山鹿曲
田65

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

薬師如来坐像、他を特別に公開する。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料　800円

◆JR大和路線「木津」駅下
車、徒歩約30分
◆JR大和路線「木津」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「鹿背山」下車、徒歩
約15分

5.1(土)

　 ～

5.3(祝)

春の特別開扉（現
光寺）

◇現光寺
・木津川市加茂町北山
ノ上9

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

十一面観音坐像（重文）を特別に開扉
する。

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩15分

5.1(土)

　 ～

5.5(祝)

春の古書大即売会 ◇京都市勧業館（みや
こめっせ）
・京都市左京区岡崎成
勝寺町9-1

※京都古書研究会（津
田書店）
TEL.075-574-1897

京都をはじめ大阪・奈良・岡山・その
他から古書店が40軒出店する即売会で
、屋内で開催される古書の即売会とし
ては、国内ではかなり規模の大きいも
のとなっており、古典書から学術書、
美術書、文庫など様々なジャンルの本
が揃います。
主催：京都古書研究会
【日時】
10時～16時45分（最終日は16時まで）
【料金】
入場無料

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」、または
市バス「東山二条・岡崎公
園口」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（乗用車168台、有料）

5.1(土)

　 ～

5.5(祝)

春の植物園フェス
タ

◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

花苗や園芸関係グッズの販売・展示（
5/1～5/2）や手工芸品やお菓子などの
手作り市（5/3～5/5）、地域産品の販
売展示（5/1～5/2）など。
【日時】
9時～16時
※18時30分閉園
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）
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5.1(土)

　 ～

5.5(祝)

神護寺　寺宝虫払
行事

◇神護寺
・京都市右京区梅ケ畑
高雄町
TEL.075-861-1769
FAX.075-862-0354
ホームページ:
http://www.jingoji.o
r.jp

所蔵の書画の公開とともに、平重盛像
(国宝)や源頼朝像(国宝)などが拝観で
きる。
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　1,000円

◆JRバス「山城高雄」下車
、徒歩20分

【駐車場】
無

5.1(土)

　 ～

5.5(祝)

藤森祭 ◇藤森神社
・京都市伏見区深草鳥
居崎町609
TEL.075-641-1045
FAX.075-642-6231
ホームページ:
http://www.fujinomor
ijinjya.or.jp/

3基の神輿、武者行列が氏子町内を巡
行。境内では駈馬神事が行われ迫力あ
る勇壮な技が奉納される。
【日時】
5日　駈馬神事（13時・15時）

※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、行事の縮小や中止となる場
合があります。

◆JR奈良線「JR藤森」駅下
車、徒歩5分
◆京阪本線「墨染」駅下車
、徒歩7分

5月上旬予定 才ノ神の藤まつり ◇才ノ神の藤公園
・福知山市大江町南有
路

※福知山市役所大江支
所
TEL.0773-56-1102

京都府天然記念物に指定された樹齢推
定1200年ともいわれるヤマフジは四方
に伸び、藤まつりの頃満開になります
。
周辺では子供奉納相撲、和太鼓演奏、
地元産品バザーなどがあります。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市バスで約15分
「南有路」下車、徒歩20分

【駐車場】
有

5月上旬予定 毛原の棚田 『tai
kan』ツアー・田
植え体験会

◇毛原の棚田　
・福知山市大江町毛原

※毛原の棚田『体感』
ツアー実行委員会事務
局（福知山市役所大江
支所内）
TEL.0773-56-1102

「日本の棚田百選」に認定された棚田
で田植え、もちつきや交流会などを行
います。
【日時】
9時30分～15時頃

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅から市バス
で2分「毛原」下車、徒歩1
0分

5月上旬予定 永谷宗円生家新茶
まつり

◇永谷宗円生家
・綴喜郡宇治田原町大
字湯屋谷小字空広

※宗円交遊庵やんたん
TEL.0774-46-8864
ホームページ:
https://sk-yantan.co
m

元文3（1738）年に「青製煎茶製法」
を開発・普及させ、日本緑茶製法の礎
を築いた永谷宗円ゆかりの地、湯屋谷
の「永谷宗円生家」で、茶摘みや手も
み製法体験、新茶のふるまいなどのイ
ベントが催される。

京阪宇治線「宇治」駅・JR
奈良線「宇治」駅・近鉄京
都線「新田辺」駅から京阪
バス（維中前、緑苑、工業
団地行き）で「維中前」下
車、コミュニティバスに乗
り換え「湯屋谷」下車、徒
歩14分

【駐車場】
無（宗円交遊庵やんたんよ
り徒歩（14分）を推奨）

5.1(土)

　 ～

5.31(月)

藤の巫女神楽 ◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7番地
TEL.075-623-0846
FAX.075-611-0785
ホームページ:
https://www.jonangu.
com/

神楽殿の表舞台で藤の花を手にした巫
女が神楽を舞います。
【日時】
5/1～5/6、5/9、5/10、5/16、5/17、5
/23、5/24、5/30、5/31
10時～、15時～
【料金】
神苑拝観料　600円

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「竹田」駅下
車、徒歩15分
◆市バス「城南宮東口」下
車、徒歩3分
◆京都駅八条口から京都ら
くなんエクスプレス（R'EX
バス）で平日「油小路城南
宮」、土曜日・日曜日・祝
日「城南宮前」下車

【駐車場】
有平常：普通車200台、バ
ス10台
シーズン：普通車240台、
バス3台
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5月予定 はらっぱブラス i
n KYOTO

◇京都府立木津川運動
公園　城陽五里五里の
丘
・城陽市富野北角14-8
TEL.0774-66-6022
FAX.0774-66-6033
ホームページ:
https://fmtpark.com

大人から子どもまで、音楽好きが集ま
ります。元気で明るい曲から、のんび
りできる曲まで、公園のはらっぱで思
いきり演奏を楽しもう。
ミニテントやレジャーシートを広げて
思い思いのスタイルで青空とはらっぱ
と音楽にひたってください。 
演奏者も募集しています。
【日時】
10時～15時（予定）
【料金】
入園・駐車場無料

※雨天中止
出演方法、内容の詳細はホームページ
（https://fmtpark.com）にて随時更
新

◆JR奈良線「長池」駅、徒
歩約5分
◆近鉄京都線「富野荘」駅
から城陽さんさんバスで「
長池駅口」下車、徒歩約10
分

【駐車場】
有（151台、無料）

5.1(土)

　 ～

9.30(木)

鴨川納涼床 ◇鴨川西岸
・京都市下京区、中京
区

※京都鴨川納涼床協同
組合　http://www.kyo
to-yuka.com/　　
※京都総合観光案内所
TEL.075-343-0548

鴨川西岸の二条から五条間の料理屋、
旅館など約90余店が床を組んで夏の涼
をとりながら、京料理だけでなく、フ
レンチ、イタリアン、中華など様々な
ジャンルの料理が楽しめる。

※詳細は公式ホームページまたは各店
舗まで。

◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、各施設へ
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、各施設へ

5.2(日)

　 ～

5.3(祝)

うぶやの里フェス
タ in みわ（大原
神社例祭）

◇大原神社
・福知山市三和町大原
TEL.0773-58-4324
FAX.0773-58-3871

2日　宵宮（落語の寄席、ビンゴ大会
）
3日　本祭　
◇神事
◇行事：もちまき、御輿渡御ほか
安産、養蚕、五穀豊穣の神として信仰
されています。境内には露店が並び、
多くの人で賑わいます。
また、4月末から5月3日まで小学生の
作による「大雪洞絵画展」も開かれま
す。 

◆JR山陰本線「綾部」駅か
ら市営バスで20分「大原」
下車、徒歩3分
（市営バスは日曜日、祝日
運休）
※3日は無料シャトルバス
運行の予定

【駐車場】
有（大型バス2台、普通車3
0台、料金/無料）

5.2(日)

　 ～

5.4(祝)

神泉苑祭 ◇神泉苑（真言宗寺院
）
・京都市中京区御池通
神泉苑町東入ル門前町
166
TEL.075-821-1466
ホームページ:
http://www.shinsenen
.org/

大般若経転読、よかろう太鼓、静御前
の舞などが行われます。
【日時】
大般若経転読法要　5/2　14時～
よかろう太鼓奉納　5/2　19時30分～
静御前の舞奉納　5/3　18時30分～
祇園囃子奉納（平成女鉾清音会）　5/
4　15時～、17時～

◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩2分
◆JR嵯峨野線「二条」駅下
車、徒歩10分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
無

5.3(祝) 春の大般若祈願会 ◇狸谷山不動院
・京都市左京区一乗寺
松原町6
TEL.075-722-0025
FAX.075-722-9516
ホームページ:
http://www.tanukidan
i.com/

不動明王の尊前にて護摩を焚き、大般
若経を転読して、参拝者の身体健全、
無病息災を祈願します。また、経本に
よるお加持も施されます。
【日時】
11時～

◆市バス「一乗寺下り松町
」下車、徒歩10分
◆叡山電鉄「一乗寺」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車150台、マイク
ロバス20台、無料）
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5.3(祝) 花まつり・鶏冠井
題目踊り

◇本山石塔寺
・向日市鶏冠井町山畑
44
TEL.075-931-0713

お釈迦様が生まれたときに天からお祝
いとして甘露の雨が降ってきたことに
由来し、お祀りされた誕生仏に甘茶を
かけ、お釈迦様の誕生を祝う行事です
。日像上人が創建した石塔寺では、5
月3日の花まつりに鶏冠井題目踊りが
奉納されます。この踊りは、京都府の
無形民俗文化財にも指定され、日像上
人がご飯の湯気で空中に南無妙法蓮華
経のお題目を描き出し、それを見て喜
ぶ村人たちの様子を表現したものと伝
えられています。

※新型コロナウイルス感染症に係る社
会情勢により中止の場合有り。

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩5分

5.3(祝) 小倉神社春祭り ◇小倉神社
・乙訓郡大山崎町字円
明寺小字鳥居前83番地
TEL.075-956-2044

3日は神幸祭、5日は還幸祭が行われま
す。

◆阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「第二大
山崎小学校前」下車、徒歩
5分
◆阪急京都線「西山天王山
」駅下車、徒歩22分

5.3(祝)予定 亀岡光秀まつり ◇JR亀岡駅前周辺、谷
性寺ほか
・亀岡市

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

◇明智光秀公追善法要
谷性寺の光秀公首塚の前で、遺徳をし
のび供養が行われる。
◇明智光秀公武者行列
光秀公を中心に総勢約500名の武者行
列が市内中心部を練り歩く。
天正年間、丹波亀山城主であった明智
光秀公を偲び顕彰する市民をあげての
一大まつり。

〈谷性寺〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「猪
倉」下車、徒歩約5分
〈武者行列〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車すぐ

5.3(祝) がん封じ祭 ◇薭田野神社 
・亀岡市薭田野町佐伯
垣内亦1
TEL.0771-22-4549 
ホームページ:
http://www.kyoto-jin
jacho.or.jp/shrine/1
4/60/

大祓詞をよみあげて、ごま木を焼納し
、癌封じの祈祷が行われる。
境内にある樫の木にはたくさんのコブ
があり、心を込めてなでるとがんにか
からない、がんが治るなど言われてい
る。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで約15
分「国道佐伯」下車、徒歩
約3分

【駐車場】
有（10台）

5.3(祝)予定 京都南丹園部城ま
つり

◇園部公園一帯
・南丹市園部町小桜町

※南丹園部城まつり実
行委員会

園部城跡周辺を中心に、イベントや地
元店舗の販売ブースなどが出店される
。

JR嵯峨野線「園部」駅下車
、市営バスで「市役所前」
下車。

【駐車場】
有

5.3(祝) 田原の御田 ◇多治神社
・南丹市日吉町田原

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

一年の田の耕作過程を模擬的に演じて
見せることで豊作を祈願する伝統芸能
。
全国各地でも同様のものがみられるが
、種つけから稲刈りまでを一貫して行
うものはここだけ。作太郎・作次郎と
呼ばれる二人の立会人の狂言風の軽妙
な所作がみもの。
国重要無形民俗文化財に指定されてい
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（美山園部線）で
「田原」下車、徒歩5分

5.3(祝) 弥仙山三社大祭・
山菜まつり

◇金峯神社・登山口
・綾部市於与岐町弥仙
山頂・弥仙山登山口広
場

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

標高664m、修験道の霊峰で知られる弥
仙山は、山容の美しさから「丹波富士
」とも呼ばれ親しまれています。
弥仙山登山口広場で模擬店、山菜販売
などが行われます。
【日時】
10時～15時

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で約30分
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5.3(祝)

　 ～

5.4(祝)

春の例祭 ◇酒解神社
・乙訓郡大山崎町

※離宮八幡宮
TEL.075-956-0218

酒解神社の礼祭。
隔年でみこし巡行が行われる。
本殿の手前にある御輿庫は鎌倉時代の
建築で、わが国にある板倉では最古の
例です。国の重要文化財に指定されて
います。
【日時】
3日　神幸祭（御神体迎え）
4日　神幸祭、還幸祭、みこし巡行

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩40分(天王山の中腹)

5.3(祝)

　 ～

5.4(祝)

質志鐘乳洞公園春
祭り

◇質志鐘乳洞公園
・船井郡京丹波町質志
TEL.0771-86-1725

きな粉餅、山菜の天ぷら、山菜ごはん
、タケノコご飯、鐘乳洞うどん等の販
売が行われます。
【日時】
10時～15時
【料金】
入園料
　大人　530円
　3歳以上中学生以下　310円
※20人以上の団体1割引

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバス（園福線）で約30
分「桧山」下車、町営バス
に乗り換え約15分「鐘乳洞
口」下車、徒歩5分（町営
バスは日曜日、祝日運休）
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道173
号で約30分

【駐車場】
有（乗用車約50台、無料）
※大型バスの場合は要事前
連絡

5.3(祝)

　 ～

5.4(祝)

三河内曳山祭 ◇三河内地区
・与謝郡与謝野町三河
内

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155
FAX.0772-43-0159

3日　宵宮
4日　祭礼
織物の神を奉る倭文神社（しどりじん
じゃ）の春季例祭。
3日の宵宮では青年屋台と子供屋台の
計12台が地区内を巡行。
4日の祭礼では華やかに飾られた4台の
山屋台をはじめ計12台が巡行する「曳
山行事」が行われる。
（京都府登録民俗無形文化財、町指定
文化財）

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで10
分

5.4(祝) 斎王代女人列御禊
神事

◇賀茂御祖神社（下鴨
神社）
・京都市左京区下鴨泉
川町
TEL.075-781-0010
FAX.075-781-4722
ホームページ:
http://www.shimogamo
-jinja.or.jp/

葵祭の前儀。行列の中心となる斎王代
以下女人列に参加する人々のみそぎ祓
の儀が行われます。
【日時】
10時～

◆市バス「下鴨神社前」下
車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分
◆叡山電鉄「出町柳」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車150台、大型バ
ス10台、料金/普通車30分2
00円、大型バス1回2,000円
）
※参拝のみは無料

5.4(祝) 石清水灯燎華（い
わしみずとうりょ
うか）

◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

夜の特別拝観。社殿のライトアップを
はじめ、境内一帯の数百基に及ぶ石灯
籠や釣灯籠、石畳参道にあかりを灯し
、幽玄な世界に包まれます。
【日時】
19時～21時
【料金】
献灯　500円
お茶席　500円
本殿特別拝観　1,000円

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分
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5.5(祝) 武道繁栄奨励祭 ◇白峯神宮
・京都市上京区今出川
通り堀川東入飛鳥井町
261
TEL.075-441-3810

末社、伴緒社は武道の神として源氏の
頭梁である源為義公と鎮西八郎為朝公
の二人を御祭神として祀る。これにち
なみ、武道に励む子供達の無事や、上
達を願う祭です。また、日本古武道振
興会による武道奉納が行われます。

◆市バス「堀川今出川」下
車

5.5(祝) 賀茂競馬 ◇上賀茂神社（賀茂別
雷神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011

堀河天皇が宮中武徳殿の式を移し、同
社に奉納した古い行事。2頭の馬が速
さを勝負する。
【日時】
13時　競馬会の儀
14時頃～　競馳

◆市バスまたは京都バス「
上賀茂神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
下車、徒歩3分

【駐車場】
有（170台、30分100円）

5.5(祝) 泰山府君祭　端午
大護摩供（たいざ
んふくんさいたん
ごおおごまく）

◇赤山禅院
・京都市左京区修学院
開根坊町18
TEL.075-701-5181
FAX.075-701-0591

大護摩供が雲母（きらら）不動堂で行
われる。蓬、太陽と月が描かれた厄除
け人形（ひとがた）を500円で授与。
【日時】
9時～15時終了

◆市バス「修学院離宮道」
下車、徒歩15分

【駐車場】
有

5.5(祝) 歩射神事（ぶしゃ
しんじ）

◇賀茂御祖神社（下鴨
神社）
・京都市左京区下鴨泉
川町
TEL.075-781-0010
FAX.075-781-4722
ホームページ:
http://www.shimogamo
-jinja.or.jp/

宮中古式による葵祭の露払いの前儀。
弦の音で邪気を祓う神事。
【日時】
11時～

◆市バス「下鴨神社前」下
車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分
◆叡山電鉄「出町柳」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車150台、大型バ
ス10台、料金/普通車30分2
00円、大型バス1回2,000円
）
※参拝のみは無料

5.5(祝) 例大祭地主祭り ◇地主神社
・京都市東山区清水1
丁目317
TEL.075-541-2097
ホームページ:
https://www.jishujin
ja.or.jp/

千年以上の歴史がある例大祭。
13時、本殿前を雅楽の奏楽とともに神
官・巫女・白川女の神幸行列が出発。
途中、稚児・武者と合流し、産寧坂、
二年坂、茶わん坂周辺を雅に練り歩く
。14時30分頃、地主神社に戻り、本殿
内で神事が行われる。
【料金】
参拝無料
（清水寺の入山料400円は別途必要）

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（付近に市営、民営の有
料駐車場有り）

5.5(祝) 小倉神社春祭り ◇小倉神社
・乙訓郡大山崎町字円
明寺小字鳥居前83番地
TEL.075-956-2044

3日は神幸祭、5日は還幸祭が行われま
す。
【日時】
10時～　神事
11時～　みこし巡行

◆阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「第二大
山崎小学校前」下車、徒歩
5分
◆阪急京都線「西山天王山
」駅下車、徒歩22分
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5.5(祝) 菖蒲祭 ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

社殿を菖蒲で飾り付け、御神前に粽と
柏餅を供えます。祭典後、参列者には
、御神前にお供えした「やわた走井餅
老舗」特製の柏餅と菖蒲酒（菖蒲を漬
け込み香りづけした御神酒）が配布さ
れます。
【日時】
10時～
（受付は9時45分までに、本殿むかっ
て右側の「おふだ、お守り授与所」に
お越しください。）
【料金】
参列料　1人1,000円

※礼を失しない服装でご参列ください
。

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

5.5(祝) 丹波ちびっこまつ
り

◇京都府立丹波自然運
動公園、こどもの広場
・船井郡京丹波町曽根
TEL.0771-82-0300

金魚のつかみどり、音楽ライブ、手作
りコーナー、シャボン玉遊び、ツリー
クライミング、乗り物コーナー、ウォ
ークラリー、スポーツコーナー、特設
売店などが行われます。
【日時】
10時～15時

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号でで約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから国道9号
で約10分

5.5(祝) 菖蒲田植 ◇天満神社（京丹後市
久美浜町）
・京丹後市久美浜町市
野々

※京丹後市観光公社久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

菖蒲の葉を、かけ声とともに子供たち
がほうり上げる。
京都府登録無形民俗文化財。
江戸時代以前から伝わり、健康と豊作
を祈願。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、タクシーで
20分

5.8(土)予定 釈迦降誕会（花ま
つり）

◇蟹満寺
・木津川市山城町綺田
浜36
TEL.0774-86-2577

本尊釈迦如来（国宝）は、脚気、神経
痛、足腰の病やその他体に潜む諸病を
封じる力を有するといわれ、七日間諸
病をわらじに封じる祈念をして、その
わらじを痛みや病とともに焚き上げる
。
【日時】
8時～16時
【料金】
御祈祷　3,000円

※当日本堂拝観中止
※新型コロナウィルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、北へ徒歩20分
◆JR奈良線「棚倉」駅から
木津川市コミュニティバス
（平日のみ）で「蟹満寺口
」下車、徒歩5分

【駐車場】
有

5.8(土) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・藤原時代）を拝むこと
ができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車

5.8(土) 仏舞 ◇松尾寺
・舞鶴市松尾532
TEL.0773-62-2900

大日、釈迦、阿弥陀の各如来の仏仮面
をかむり、胸前にさげた鼓を打ちなら
しながら楽人の符に合わせる典雅な舞
で、檀家の人達により古型を失わず連
綿として継承されている。
もと卯月8日の釈迦の降誕日の行事で
あったが新暦になって5月8日に行われ
ている。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
らタクシーで20分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから15分

【駐車場】
有
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

5.9(日) 新日吉祭（いまひ
えまつり）

◇新日吉神宮
・京都市東山区東山七
条東入ル
TEL.075-561-3769

850年もの歴史がある神仏混淆の珍し
い行事。神幸出立祭（12時～）の中で
妙法院門跡のご法楽（読経）が行われ
る。
鳳輦を中心に氏子地巡幸が行われる。

◆市バス「東山七条」下車
、徒歩7分

5.9(日) 向日神社氏子祭
（還幸祭）

◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

氏子の祭で地域の安全を祈り、5月の
第2日曜日にこの祭を開催している。
9時30分に上植野御旅所を出発し、地
域一体を巡り、17時頃神社に戻る。

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅か
らタクシーで6分
◆阪急京都線「東向日」駅
からタクシーで5分

【駐車場】
有

5.9(日)予定 お田植祭 ◇かやぶきの里
・南丹市美山町北

※美山町自然文化村
河鹿荘
TEL.0771-77-0014
ホームページ:
https://miyamanavi.c
om/event/detail/Rice
-paddies-festival.ht
ml

美山かやぶき集落の水田で五穀豊穣を
願い行われるお田植祭です。早乙女さ
んたちがおごそかな気持ちで神事を執
り行います。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「北（かやぶき
の里）」下車

5.9(日)予定 京都帝釋天春の大
祭

◇京都帝釋天
・南丹市八木町船枝

※福寿寺（寺務所）
TEL.0771-42-3315

「108の願いの鐘」を打ち鳴らしなが
ら参道を登るとそこでは厳かに大祭が
営まれている。お花を受け取りお堂の
周りを巡りお参りします。

◆JR嵯峨野線「八木」駅か
らタクシーで約15分

5月中旬 新緑の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
※展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

5月中旬予定 夜光虫ウォッチン
グツアー

◇伊根湾周辺
・与謝郡伊根町

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

伊根湾めぐり遊覧船を夜間にチャータ
ーし、海の宝石夜光虫を探しに行きま
す。
5月中に4～6回開催予定 

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
50分「伊根湾めぐり・日出
」下車

5.12(水) 御蔭祭 ◇賀茂御祖神社（下鴨
神社）
・京都市左京区下鴨泉
川町
TEL.075-781-0010
FAX.075-781-4722
ホームページ:
http://www.shimogamo
-jinja.or.jp/

葵祭に先駆けて、神霊を下鴨神社に迎
える為の神事です。糺の森で行われる
「東游（あずまあそび）」の舞楽は趣
があります。

◆市バス「下鴨神社前」下
車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分
◆叡山電鉄「出町柳」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車150台、大型バ
ス10台、料金/普通車30分2
00円、大型バス1回2,000円
）
※参拝のみは無料
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5.13(木)

　 ～

5.15(土)

神護寺　多宝塔特
別拝観

◇神護寺
・京都市右京区梅ケ畑
高雄町
TEL.075-861-1769
FAX.075-862-0354
ホームページ:
http://www.jingoji.o
r.jp

国宝、五大虚空蔵菩薩像（平安前期、
木心乾漆像）の公開。
【日時】
10時～15時
【料金】
拝観料　500円
（通常拝観料600円が別途必要）

◆JRバス「山城高雄」下車
、徒歩20分

【駐車場】
無

5.13(木)

　 ～

5.15(土)

宮津祭 ◇和貴宮神社、日吉神
社
・宮津市

※和貴宮神社
TEL.0772-22-2773
※日吉神社
TEL.0772-22-3356

宮津の地名発祥の社・和貴宮神社と、
旧宮津藩守護神の日吉神社の春の例祭
。神楽・太鼓・神輿が町を巡行し、15
日には夕刻から宮入り芸が奉納される
。

〈和貴宮神社〉
◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩8分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分
〈日吉神社〉
◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

5.15(土) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://chionji.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

5.15(土)

　 ～

5.16(日)

ポケットマルシェ
inけいはんな記念
公園

◇けいはんな記念公園
　芝生広場
・相楽郡精華町精華台
6丁目1番地
TEL.0774-93-1200
FAX.0774-93-2688
ホームページ:
https://keihanna-par
k.net/

手作り菓子やクラフト、アンティーク
、雑貨、グリーンなどが全国各地から
集まるマーケット。
【料金】
入場無料

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
園」駅から奈良交通バス（
36、37、56系統）で9分
◆近鉄けいはんな線「学研
奈良登美ヶ丘」駅から奈良
交通バス（56系統）で14分
※水景園へお越しの方は「
公園東通り」、芝生広場へ
お越しの方は「けいはんな
記念公園」で下車
◆京都から国道24号～京奈
和自動車道「精華学研」IC
～精華大通り利用で約50分

【駐車場】
有（普通車400円、大型車1
,500円）

5.15(土)

　 ～

6.28(月)

綾部バラ園　春の
バラまつり

◇綾部バラ園
・綾部市青野町亀無（
あやべグンゼスクエア
内）

※あやべ特産館
TEL.0773-43-0811
ホームページ:
http://www.ayabe-gun
ze-square.com

綾部バラ園で1,200本の色とりどりの
バラ達が見頃を迎えます。中央花壇に
は平和のシンボル「アンネのバラ」が
植えられています。
【定休日】
火曜日（バラまつり期間中は無休）
【日時】
9時～17時
【料金】
入園無料

◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから約5分
◆JR山陰線「綾部」駅下車
、北口から東へ徒歩10分

【駐車場】
有（乗用車53台、大型バス
2台）
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5.16(日)予
定

三船祭 ◇嵐山大堰川一帯（渡
月橋上流）
・京都市右京区

※車折神社 社務所
TEL.075-861-0039
FAX.075-872-0670
ホームページ:
http://www.kurumazak
ijinja.or.jp/

「三船祭」は車折神社例祭の延長神事
として昭和3年から始められた祭です
。毎年5月の第3日曜日に嵐山の大堰川
で、御祭神である清原頼業公が活躍さ
れた平安時代の船遊びを再現します。
御座船・竜頭船・鷁首船をはじめとす
る船の上で、様々な伝統芸能が披露さ
れ、枕草子で有名な清少納言に扮した
女性が新緑の嵐山に華を添えます。
清少納言は車折神社の御祭神と同族（
清原氏）で、境内の清少納言社に才色
兼備にご利益のある神様として祀られ
ています。
【日時】
毎年5月第3日曜日
12時頃～15時頃

※雨天中止

◆市バス「嵐山」、または
市バス「嵐山公園」下車
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車

5.16(日) 還幸祭 ◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

4月の神幸祭で西七条御旅所に移った
神興が本社に帰る還幸祭。葵と桂で本
殿や6基の神輿などを飾り付けること
から、古来より「松尾の葵祭」、別名
「松尾の国祭」とも言われている。
【日時】
8時～

※本年の神輿の巡行は未定です。

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、参拝者のみ1時
間無料）

5.20(木) かやぶきの里一斉
放水

◇美山町北
・南丹市美山町北

※（一社）南丹市美山
観光まちづくり協会
TEL.0771-75-1906
ホームページ:
https://miyama.com/e
vent/kayabuki-water-
discharge

春と秋の年2回行われる放水銃の一斉
点検として行われる。
かやぶきの里は一面の水のカーテンに
包まれます。
【日時】
13時30分～（5分間）

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「北（かやぶき
の里）」下車
※京都駅より直行バス予約
制で運行予定

【駐車場】
有（有料）

5.20(木)

　 ～

5.23(日)

さつき展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

サツキの盆栽、鉢植え約50点を展示。
（販売あり）
【日時】
9時～17時（23日は16時まで）
※入園は16時まで
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

5月下旬予定 全国煎茶道大会 ◇一般社団法人全日本
煎茶道連盟
・宇治市五ヶ庄
TEL.0774-32-1368
FAX.0774-32-6298

お茶を広めた売茶翁を忍ぶ記念行事。
煎茶道30余の流派が集って茶席を楽し
む。

◆JR奈良線「黄檗」駅、ま
たは京阪宇治線「黄檗」駅
下車、徒歩5分
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5月下旬 八坂神社御田祭 ◇尾長野八坂神社
・船井郡京丹波町下山

※京丹波町観光協会
TEL.0771-89-1717

尾長野の八坂神社が京都八坂神社のご
神田として始められたものです。雅楽
の調べと巫女の踊りに合わせて早乙女
が苗を植えていきます。植え付けのあ
とには、獅子舞や丹波八坂太鼓の奉納
が行われます。
【日時】
10時～11時

◆JR山陰線「下山」駅下車
、徒歩20分

5月下旬 京丹波伝統芸能定
期公演

◇道の駅「和」　道路
情報センター伝統芸能
常設館
・船井郡京丹波町坂原
上モジリ11

※道の駅「和」道路情
報センター
TEL.0771-84-1522

和知人形浄瑠璃会
神心流吟と舞和知教室
丹波銭太鼓サークル夢苑の会
なみすい～京丹波吹奏楽団～他
【日時】
13時30分～（約90分）
【料金】
協力金
大人　300円
小・中学生　100円

※月1回開催

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約30分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有

5月下旬 まいづる細川幽斎
田辺城まつり

◇舞鶴公園
・舞鶴市南田辺

※まいづる細川幽斎田
辺城まつり実行委員会
TEL.0773-75-0933

城下町田辺の歴史と文化にスポットを
あてた祭。武者行列や太鼓・芸屋台な
どの芸能の他、特産品の販売など多く
の催しが繰り広げられる。
9日は前夜祭が行われる。 

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅下車、徒歩5
分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で10分

5月下旬

　 ～

7月上旬

両足院　半夏生の
庭園特別公開

◇両足院
・京都市東山区小松町
591
TEL.075-561-3216

建仁寺の塔頭寺院。
枯山水庭園の方丈庭園、京都府指定名
勝庭園の池泉廻遊式庭園からなり、初
夏の頃には半夏生が池辺を彩ります。
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
1,000円（庭園拝観料込み）

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩5分
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩15分

5.22(土)

　 ～

5.23(日)

正法寺公開 ◇正法寺（八幡市）
・八幡市八幡清水井73
TEL.075-981-0012
ホームページ:
http://shoboji.or.jp
/

1191年開創。1546年、後奈良天皇の勅
願寺となり、徳迎山と正法寺の勅額を
賜う。現在の伽藍は、1630年、尾張藩
祖 徳川義直の母（徳川家康公の側室
志水亀女）の菩提寺として再建された
七堂兼備の大坊である。
公開日には重要文化財の建築物や大方
丈の襖絵などが見学できる。 
【日時】
10時30分～15時
【料金】
拝観料　700円

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から京阪バスで「走上
り」下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車約30台、大型バ
ス2台）
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5.22(土)

　 ～

6.13(日)の
金～月曜日
予定

水景園のホタル鑑
賞会

◇けいはんな記念公園
・相楽郡精華町精華台
6丁目1番地
TEL.0774-93-1200
FAX.0774-93-2688
ホームページ:
https://keihanna-par
k.net/

水景園で大切に育てたホタルが飛翔す
る時期にあわせて、ホタル鑑賞会を開
催します。
【料金】
参加費
　大人　400円
　小・中学生　200円
各種割引なし

※期間中の開催日は公園ホームページ
をご確認ください。

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
園」駅から奈良交通バスで
9分
◆近鉄けいはんな線「学研
奈良登美ヶ丘」駅から奈良
交通バスで14分
※水景園へお越しの方は「
公園東通り」、芝生広場へ
お越しの方は「けいはんな
記念公園」で下車
◆京都から国道24号～京奈
和自動車道「精華学研」IC
～精華大通り利用で約50分

【駐車場】
有（普通車400円、大型車1
,500円）

5.28(金) 業平忌秘密三弦法
要

◇十輪寺
・京都市西京区大原野
小塩町481
TEL.075-331-0154
FAX.075-331-0154

平安時代の歌人 在原業平朝臣が晩年
当寺に閑居され、裏山に塩竃を築き想
い人である二条后に心を送ったという
。5月28日56歳で没した命日に供養す
るもので、三弦（三味線）で経文（声
明）を唱える。また、奉納舞、声明舞
（地唄舞）、長唄舞などがある。
【日時】
12時～
【料金】
拝観料　1,000円

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「小塩」下車
、徒歩2分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「小塩」下
車、徒歩2分
◆阪急バス「灰方」下車、
徒歩25分

【駐車場】
有（普通車20台、バス3台
、無料）

5.28(金)

　 ～

6.1(火)

初夏の洋ラン展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

初夏に咲く洋ラン約200鉢を展示。（
販売あり）
【日時】
10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要
）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

5.30(日)予
定

大江山一斉登山 ◇大江山
・福知山市、宮津市、
与謝野町

※福知山市産業政策部
産業観光課
TEL.0773-24-7076
FAX.0773-23-6537
※宮津市産業経済部商
工観光課
TEL.0772-45-1625
FAX.0772-22-8480
※与謝野町観光交流課
TEL.0772-43-9016
FAX.0772-46-2851

2007年8月に緑豊かな環境が評価され
、国定公園に指定された大江山。
大江山を囲む福知山市、宮津市、与謝
野町の各コースから「鬼伝説の山」大
江山の山頂を目指して登ります。ブナ
の原生林やタニウツギ等の美しい自然
を満喫でき、山頂では豪華景品があた
るアトラクションも行われます。
※福知山（2コース有り）
集合場所：北陵総合センター又は大江
山グリーンロッジ
集合時間：8時又は8時30分
登山距離：約8.2km又は約6.2km
問合せ先：福知山市産業政策部産業観
光課　TEL.0773-24-7076
※宮津市
集合場所：航空管制塔（旧大江山スキ
ー場から車で8分）
集合時間：8時30分
登山距離：5.2km
問合せ先：宮津市産業経済部商工観光
課　TEL.0772-45-1625
※与謝野町（2コース有り）
集合場所：池ケ成公園駐車場又は加悦
双峰公園センターハウス
集合時間：8時30分又は10時
登山距離：3.7km又は2.2km
問合せ先：与謝野町観光交流課　TEL.
0772-43-9016

〈福知山市〉
◆北陵総合センターへは
JR山陰本線「福知山」駅か
らタクシーで約40分
◆大江山グリーンロッジへ
は
京都丹後鉄道宮福線「大江
」駅から市バス（大江山の
家行き）で「大江山の家」
下車すぐ
〈宮津市〉
◆京都丹後鉄道「宮津」駅
からタクシーで25分
〈与謝野町〉
◆池ケ成公園駐車場へは
京都丹後鉄道宮豊線「与謝
野」駅からタクシーで30分
◆加悦双峰公園センターハ
ウスへは
京都丹後鉄道宮豊線「与謝
野」駅からタクシーで35分

5.30(日) 大原御田植え祭 ◇大原神社・産屋付近
・福知山市三和町大原
TEL.0773-58-4324
FAX.0773-58-3871

早乙女による昔ながらの絣のもんぺに
着物、菅笠手甲姿で大原練り込み音頭
にあわせて丁寧に植え込みます。儀式
のあとは飛び入りで田植え体験もでき
ます。

◆JR山陰本線「綾部」駅か
ら市営バスで20分「大原」
下車、徒歩3分
（市営バスは日曜日、祝日
運休）

【駐車場】
有（大型バス2台、普通車3
0台、料金/無料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分

3月中旬

　 ～

6月下旬予定

天龍寺塔頭宝厳院
春の特別公開

◇宝厳院
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町36
TEL.075-861-0091

嵐山を借景とする「獅子吼の庭（しし
くのにわ）」は、江戸時代の「都林泉
名勝図会」に紹介された洛西の名園中
の名園です。
本堂襖絵「風河燦燦三三自在」（田村
能里子画伯筆）が特別公開されます。
【日時】
9時～17時（本堂襖絵は16時30分受付
終了）
【料金】
拝観料
　大人　500円
（弘源寺との共通拝観券は900円）
　小・中学生　300円
※本堂襖絵は別途参拝料（大人500円
）が必要

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車

3.13(土)

　 ～

6.13(日)予
定

大徳寺塔頭・興臨
院春の特別公開

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋
TEL.075-231-7015
ホームページ:
https://kyotoshunju.
com

本堂・表門・唐門は重要文化財。方丈
庭園は石組みが特徴の枯山水庭園。
【定休日】
3/20
【日時】
10時～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小学生　300円（保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、内容が変更となる場合あり。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

3.24(水)

　 ～

6.4(金)

相国寺春の特別拝
観

◇相国寺
・京都市上京区相国寺
門前町701
TEL.075-231-0301
FAX.075-212-3591
ホームページ:
https://www.shokoku-
ji.jp/

【拝観場所】
法堂・方丈・開山堂
※行事・法要などのため予告なく拝観
休止、または拝観場所・拝観時間を変
更する場合有り。
【日時】
10時～16時
【料金】
拝観料
　一般・大学生　800円
　65才以上・中学・高校生　700円
※団体割引有り

※新型コロナウイルス感染予防の対策
として、
・拝観受付時の検温・手指の消毒
・マスクの着用
・ソーシャルディスタンスの確保
・従業員の体調管理、マスクの着用

※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、拝観を中止する場合有り。

◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車、徒歩8分
◆市バス「同志社前」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（バス専用のみ有り、無
料、完全予約制）

4月上旬

　 ～

6月上旬の土
･日･祝予定

安楽寺春の特別公
開

◇安楽寺
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町21番地
TEL.075-771-5360
FAX.075-771-5360
ホームページ:
http://anrakuji-kyot
o.com

桜の開花に合わせて公開され、以降つ
つじ、さつきと開花に合わせて特別に
下記の期間のみ公開されます。
※期間中、全ての日の公開ではありま
せん。（要事前確認）
【日時】
9時30分～16時30分（受付終了）
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「真如堂前」下車
、徒歩15分

【駐車場】
無
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4月上旬

　 ～

11月中旬

夜久野高原八十八
か所石仏めぐり

◇夜久野高原
・福知山市夜久野町平
野

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103
FAX.0773-37-5002

西国薬師霊場札所第27番圓教寺から第
28番成相寺へ通ずる成相道の街道筋に
あたる夜久野茶堂を中心として、夜久
野高原一帯に設けられた88体の石仏で
四国八十八か所大師霊場を移したもの
です。
各霊場にあたる場所には、それぞれ四
国八十八か所観音礼所と同名の観音像
と弘法大師座像が立てられています。
コース所要時間
◇人生の歩みを石仏の配置になぞらえ
た、夜久野高原を周回し8の字を描い
て1～88番を巡る全周コース、変化に
富んだ全人生の道のりを歩む（生涯コ
ース約3～4時間）
◇山道中心の1～70番台を巡る半周コ
ース、起伏の激しい人生の山場を歩む
（山場コース約2時間）
◇「道の駅農匠の郷やくの」をスター
トし、1～10番までを巡る幼少の頃の
道のりを歩む（安穏コース約1時間）

※天候により11月下旬まで可

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）

4月

　 ～

11月の土･日
･祝(予定)

グリーンスローモ
ビリティ茶畑周遊

◇相楽郡和束町
・相楽郡和束町

※和束町地域力推進課
TEL.0774-78-3002

和束町では、環境に優しい新たな交通
手段として、グリーンスローモビリテ
ィ（小型の電気自動車）を活用した茶
畑周遊をおこないます。ルートは、町
を代表する茶畑景観「石寺の茶畑」を
巡ります。

◆JR大和路線「加茂」駅西
口から奈良交通バス（和束
小杉行き）で「和束河原」
下車、徒歩3分

21.4.4(日)

　 ～

22.3.27(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/26、1/2を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

21.4.3(土)

　 ～

22.3.26(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/25、1/15、1/22
、1/29、2/5、2/19、2/26を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

4.24(土)

　 ～

9.30(木)

しょうざん渓涼床 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

洛北・鷹ヶ峰の広大な日本庭園を流れ
る清流・紙屋川の上に張り出した床で
、京料理を堪能し、市内の喧噪を忘れ
静かなひとときが満喫できます。
【日時】
11時30分～15時（ラストオーダー13時
30分）
※11時30分～13時、13時30分～15時の
二部制
17時～21時30分（ラストオーダー19時
45分）
雨天時には室内でのご用意となること
があります。

※床料理と舞妓の夕べ
開催日　6/26、7/10、7/24、8/7、8/2
1、9/4、9/11
Ⅰ部　17時～19時（踊りは17時15分頃
から）、Ⅱ部　19時30分～21時30分（
踊りは19時50分頃から）

※床料理とホタル観賞の夕べ
開催期間　6/5、6/6、6/11～6/13（各
日21時頃から場内の照明を落とします
が、雨天時にはホタルが見えない可能
性があります。）
【料金】
昼
　涼風膳　5,445円
　涼風三昧　7,865円
　涼風づくし　9,075円
夜（床会席）
　蛍火　9,680円
　華洛　12,100円
　紫翠　14,520円
※すべて税・サ込み

※その他、七夕限定夜プランや、1日
ゆっくり満喫プラン、Birthday床プラ
ンなど、昼・夜の限定プランもありま
す。

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、開催時期の変
更や、イベントの中止、イベントの内
容が変わることがあります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

21.4月下旬

　 ～

22.1月上旬
予定

天橋立パーク＆ク
ルーズ

◇宮津市
・宮津市浜町

※丹後海陸交通株式会
社（天橋立桟橋）
TEL.0772-22-2164

期間中の指定の土曜日、日曜日、祝日
とお盆は宮津桟橋から天橋立への遊覧
船を大幅増便。（期間は変更される場
合があります。）
道の駅「海の京都・宮津」の駐車場に
車を止め、宮津桟橋から渋滞知らずの
船の旅をお楽しみください。（駐車場
（宮津まちなか地域振興拠点施設立体
駐車場）は5時間まで無料）
【料金】
往復　900円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

5.1(土)

　 ～

9.30(木)

鴨川納涼床 ◇鴨川西岸
・京都市下京区、中京
区

※京都鴨川納涼床協同
組合　http://www.kyo
to-yuka.com/　　
※京都総合観光案内所
TEL.075-343-0548

鴨川西岸の二条から五条間の料理屋、
旅館など約90余店が床を組んで夏の涼
をとりながら、京料理だけでなく、フ
レンチ、イタリアン、中華など様々な
ジャンルの料理が楽しめる。

※詳細は公式ホームページまたは各店
舗まで。

◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、各施設へ
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、各施設へ

5.15(土)

　 ～

6.28(月)

綾部バラ園　春の
バラまつり

◇綾部バラ園
・綾部市青野町亀無（
あやべグンゼスクエア
内）

※あやべ特産館
TEL.0773-43-0811
ホームページ:
http://www.ayabe-gun
ze-square.com

綾部バラ園で1,200本の色とりどりの
バラ達が見頃を迎えます。中央花壇に
は平和のシンボル「アンネのバラ」が
植えられています。
【定休日】
火曜日（バラまつり期間中は無休）
【日時】
9時～17時
【料金】
入園無料

◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから約5分
◆JR山陰線「綾部」駅下車
、北口から東へ徒歩10分

【駐車場】
有（乗用車53台、大型バス
2台）

5月下旬

　 ～

7月上旬

両足院　半夏生の
庭園特別公開

◇両足院
・京都市東山区小松町
591
TEL.075-561-3216

建仁寺の塔頭寺院。
枯山水庭園の方丈庭園、京都府指定名
勝庭園の池泉廻遊式庭園からなり、初
夏の頃には半夏生が池辺を彩ります。
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
1,000円（庭園拝観料込み）

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩5分
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩15分

5.22(土)

　 ～

6.13(日)の
金～月曜日
予定

水景園のホタル鑑
賞会

◇けいはんな記念公園
・相楽郡精華町精華台
6丁目1番地
TEL.0774-93-1200
FAX.0774-93-2688
ホームページ:
https://keihanna-par
k.net/

水景園で大切に育てたホタルが飛翔す
る時期にあわせて、ホタル鑑賞会を開
催します。
【料金】
参加費
　大人　400円
　小・中学生　200円
各種割引なし

※期間中の開催日は公園ホームページ
をご確認ください。

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
園」駅から奈良交通バスで
9分
◆近鉄けいはんな線「学研
奈良登美ヶ丘」駅から奈良
交通バスで14分
※水景園へお越しの方は「
公園東通り」、芝生広場へ
お越しの方は「けいはんな
記念公園」で下車
◆京都から国道24号～京奈
和自動車道「精華学研」IC
～精華大通り利用で約50分

【駐車場】
有（普通車400円、大型車1
,500円）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

5.28(金)

　 ～

6.1(火)

初夏の洋ラン展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

初夏に咲く洋ラン約200鉢を展示。（
販売あり）
【日時】
10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要
）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

6.1(火) 雷除大祭（通称：
火之御子社例祭）

◇北野天満宮
・京都市上京区馬喰町
TEL.075-461-0005
FAX.075-461-6556
ホームページ:
http://www.kitanoten
mangu.or.jp/

雷難・火難・五穀豊穣を祈願。
古くから信仰を受けており、現在も雷
除けの祈願のため多くの参拝者が集い
ます。
【日時】
4時～（祭典、非公開）
守札授与あり（時間未定）

◆市バス「北野天満宮前」
下車

6.1(火) 貴船祭 ◇貴船神社
・京都市左京区鞍馬貴
船町180
TEL.075-741-2016
ホームページ:
http://kifunejinja.j
p/

貴船神社の例祭として一年でいちばん
重要な祭り。午前は神事、午後は御神
輿が町内を練り歩きます。（※2020年
は神事のみ斎行。参列行事は中止とな
りました。）
【日時】
11時～

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バス（33系統）で「
貴船」下車、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（52系統
）で「貴船口」下車、京都
バス（33系統）に乗り換え
「貴船」下車、徒歩5分

【駐車場】
無（終日使用不可）

6.1(火) 宇治上神社献茶祭 ◇宇治上神社
・宇治市宇治山田59
TEL.0774-21-4634

世界遺産である宇治上神社で、お茶の
収穫に感謝する祭。
9時から境内の名水「桐原水」でたて
たお茶を神前に供える神事を拝殿で営
む。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩20分

【駐車場】
有（無料）

6.1(火) 雄島まいり ◇冠島
・舞鶴市野原・小橋・
三浜

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

若狭湾に浮かぶ冠島は、オオミズナギ
ドリの繁殖地として天然記念物に指定
されているため上陸が禁止されている
が、島の老人嶋神社は漁民の信仰が厚
く、年に一度参拝のため上陸が許され
ている。（関係者のみ上陸可）

6月上旬 美山川鮎釣り解禁 ◇美山川
・南丹市美山町安掛

※美山漁業協同組合
TEL.0771-75-0210

芦生の森を源に流れる由良川の清流が
育んだ「鮎」の味は絶品です。
【日時】
午前5時～　解禁

6月上旬 さつき山野草展 ◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300
FAX.0771-82-0480

愛好家の方々による作品の展示。
【日時】
9時～17時

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

6月上旬 二王公園まつり ◇二王公園一帯
・綾部市睦寄町

※奥上林地区自治会連
合会
TEL.0773-55-0001

ふるさとテント村での地元産品の販売
、太鼓演奏やバンド演奏などイベント
多数。二王門登山レースも同時開催さ
れる。
【日時】
9時30分～13時30分

※※2020観光だより夏・秋号　版下出
力しない※※

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線）で「下
市場」下車、徒歩5分
※あやバスは登山レース開
催のため下市場で折り返し
運行のため徒歩で会場まで
※会場周辺交通規制有り

6月予定 青谷・梅酒づくり
と歴史をめぐる

◇JR山城青谷駅
・城陽市

※(一社)城陽市観光協
会（水曜日休み）
TEL.0774-56-4029
FAX.0774-55-0560

青谷の梅農園や社寺・史跡を観光ボラ
ンティアの案内で巡り、城陽酒造では
希望者自ら特産の梅の実（城州白）を
摘み取り、梅酒づくりを体験するウォ
ーク。（JR山城青谷駅から約3km）
集合：JR奈良線「山城青谷」駅（9時4
5分）
※電話で申込み
【日時】
集合　9時45分（山城青谷駅）
【料金】
参加費　300円（保険、資料代含む）
梅酒づくり希望者は別途費用（4,000
円）が必要（4リットル容器代含む）

※雨天決行

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車

6月予定 ホタル観察会 ◇青谷川流域ほか
・城陽市

※(一社)城陽市観光協
会　梅の郷青谷づくり
事務局
TEL.0774-56-5124
FAX.0774-56-5124

集合：JR奈良線「山城青谷」駅　20時
青谷川流域のゲンジボタルや青谷の里
山に生息するヘイケボタルを観察しま
す。
※電話、またはFAXで申込（6/7まで）
※先着15名

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車

6月上旬

　 ～

7月上旬

柳谷観音楊谷寺あ
じさいウィーク

◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017

※予定なので変更の可能性あり
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　300円

◆阪急京都線「西山天王山
」駅からタクシーで7分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆JR京都線「長岡京」駅か
らタクシーで13分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「奥
海印寺」下車、徒歩約30分

6.1(火)

　 ～

7.11(日)予
定

アジサイ園の公開
とライトアップ

◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

5,000坪の大庭園は枯山水・池泉・広
庭からなり、50種10,000株のあじさい
は関西屈指のものです。
【日時】
8時30分～16時（16時30分には下山）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　小人　400円

※ライトアップは6/12～6/27の土曜日
、日曜日のみ

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

6.3(木)

　 ～

6.6(日)

初夏の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草を展示。
【定休日】
毎週火曜日
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
展覧室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

6.4(金) 平安神宮　神苑の
無料公開

◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97
TEL.075-761-0221
FAX.075-761-0225
ホームページ:
http://www.heianjing
u.or.jp

白虎池に植えられた約200種、2千株の
花菖蒲が見頃の時期を迎える。
【日時】
8時30分～16時30分

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

6.5(土)

　 ～

6.6(日)

県まつり ◇県神社
・宇治市宇治蓮華72
TEL.0774-21-3014

毎年6月5日から6日の未明にかけて行
われる県神社の祭りで、深夜に沿道の
灯火を全て消して暗闇の中を梵天渡御
が行われることから、別名「暗夜の奇
祭」などと呼ばれています。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩8分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩10分

【駐車場】
無（近隣に民営駐車場有り
）

6.5(土)

　 ～

6.13(日)

華しょうぶの会 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

新緑が美しい初夏に開催される、手入
れのゆきとどいた美しく広大な日本庭
園での初夏の催しです。緑ゆたかなお
庭が紫、白、桃色と約3,000本のはな
しょうぶで包まれます。季節の料理を
賞味のほか、通常非公開舞妓による呈
茶など雅な世界に浸る会。雅びな時間
が過ごせます。
※お茶席・食事会場・聞香体験・特別
拝観など新型コロナウイルス感染症対
策により入室制限あり
【日時】
受付　10時30分～開始
【料金】
むらさき御膳　7,700円（入園料・お
茶席・天龍寺特別拝観付き）
むらさき会席　12,100円（入園料・お
茶席・白龍園特別拝観付き）
胡蝶コース　9,900円（入園料・お茶
席・白龍園特別拝観付き）

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、中止させてい
ただくことがあります。

◆JR各線「京都駅」または
「四条大宮」から市バス（
6系統）「土天井町」下車
、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

6.5(土)

　 ～

6.27(日)

観蛍の夕べ ◇みどり農園
・綴喜郡井手町多賀小
払
TEL.0774-82-2654
FAX.0774-82-5306

観蛍の夕べ
野外バーベキュー、きのこごはん、デ
ザート
【日時】
17時～21時30分
【料金】
大人　3,500円（税別）
小人　3,000円（税別）

※要予約

◆JR奈良線「山城多賀」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（80台、無料）

6.6(日)予定 お田植まつり ◇摩気神社
・南丹市園部町竹井宮
ノ谷
TEL.0771-62-1169

早乙女が歌や太鼓にあわせてお田植踊
りを踊る。社殿の前では粽を早苗にみ
たてて田植えの所作を奉納し、稲の成
長と豊作を祈る。
【日時】
10時～11時頃

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（園篠
線）で「摩気神社前」下車

6.6(日)予定 27thはだしのコン
サート2021

◇琴引浜
・京丹後市網野町掛津

※はだしのコンサート
実行委員会（琴引浜鳴
き砂文化館）
TEL.0772-72-5511
※浜詰区事務所
TEL.0772-74-0009

「貴方の拾ったゴミが入場券」を合言
葉に開催される環境コンサート。

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から車で13分
◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バスで「琴
引浜」下車、徒歩10分

6.6(土)

　 ～

7月上旬頃　
予定

あじさい祭とあじ
さい苑の公開

◇藤森神社
・京都市伏見区深草鳥
居崎町609
TEL.075-641-1045
FAX.075-642-6231
ホームページ:
http://www.fujinomor
ijinjya.or.jp/

紫陽花の宮として知られ、苑内には3,
500株の紫陽花が咲き誇ります。
6/15　あじさい祭　10時～
献花、献茶が行われる。（予定）
【日時】
あじさい苑
6月上旬～7月上旬
9時～17時
【料金】
入苑料　300円

※開苑期間は年によって多少前後しま
す。
※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、行事の縮小や中止となる場
合があります。

◆JR奈良線「JR藤森」駅下
車、徒歩5分
◆京阪本線「墨染」駅下車
、徒歩7分

6.8(火) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・平安時代後期）を拝む
ことができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車

6.10(木) 嵐山若鮎祭 ◇嵐山中ノ島公園
・京都市右京区嵯峨天
龍寺

※嵐山保勝会
TEL.075-861-0012

保津川の鮎の解禁にちなみ、若鮎の炭
焼きの試食会が開催される。
※問い合わせの上、往復ハガキで申し
込みのこと。応募多数の場合は抽選。

◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩5分
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6.11(金)

　 ～

6.13(日)

ウチョウラン展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

ウチョウラン約200鉢を展示。（販売
あり）
【日時】
9時～17時（13日は16時まで）
※入園は16時まで
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

6月中旬予定 南山城村農林産物
直売所・新茶まつ
り

◇南山城村農林産物直
売所及び周辺
・相楽郡南山城村北大
河原久保1-3

※南山城村農林産物直
売所
TEL.0743-93-1000

村の特産品であるお茶のPRイベントで
す。新茶はもちろん、採れたて野菜や
村人手作りの加工品も販売しています
。（詳細未定）
【日時】
10時～15時（予定）
【料金】
入場無料

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分
◆国道163号沿やまなみホ
ール西側

【駐車場】
有（無料）

6月中旬予定 田原ほたるまつり ◇田原農産加工センタ
ー広場
・宮津市田原81
TEL.0772-28-0889（中
村英一 様）

宮津市北部の田原は田園広がる緑豊か
な地域。毎年6月中旬には田原農産加
工センターにてほたるまつりが開催さ
れ、田原川沿いでのホタル観賞はもち
ろん、田原そばのそば喰い大会や模擬
店などで賑わいます。
【日時】
17時～21時（予定）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で約50分
（国道178号を伊根方面に
進み、伊根町役場前交差点
を左折し、府道652号から
会場へ

6月中旬

　 ～

7月中旬

アジサイまつり ◇舞鶴自然文化園
・舞鶴市多祢寺24-12

※舞鶴市土木課
TEL.0773-66-1053

青、白、紅と池周辺に約10万株のアジ
サイが植えてあり、普通のアジサイの
他にヤマアジサイ、ガクアジサイ、タ
マアジサイ等50品種が咲きほこる。
【日時】
9時～17時
【料金】
入園料
　大人　500円
　子供（小・中学生）　250円
※団体割引（20名様以上）
大人　400円
子供（小・中学生）　200円

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら京都交通バスで「舞鶴自
然文化園」下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で30分

【駐車場】
有（普通車約100台、大型
バス約15台、無料）

6.13(日) 和泉式部忌法要　
奉納 謡曲「誓願
寺」

◇誓願寺
・京都市中京区新京極
通三条下ル桜之町453
TEL.075-221-0958
FAX.075-221-2019

平安時代、情熱の歌人といわれた和泉
式部を偲び法要を勤め、観世流 林宗
一郎氏等による謡曲「誓願寺」の奉納
があります。
【日時】
13時30分～

◆市バス「河原町三条」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「三条」駅下車
、徒歩7分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩7分
◆地下鉄東西線「京都市役
所前」駅下車、徒歩10分

【駐車場】
無

6.13(日) 青葉祭り ◇宝積寺（宝寺）
・乙訓郡大山崎町字大
山崎小字銭原1番地
TEL.075-956-0047

11時～　弘法大師の誕生祝い ◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩10分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩15分
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6.13(日)予
定

火焚き神事 ◇猿丸神社
・綴喜郡宇治田原町禅
定寺粽谷44
TEL.0774-88-3782
ホームページ:
http://www.sarumaruj
inja.jp/

参拝者の願いが書かれた串が焚かれる
。
猿丸大夫を祭神とし、癌などのできも
のに霊験ありとされ京阪神からの参詣
が多い。
【日時】
14時～

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、緑苑坂、工業団地行き）
で「維中前」下車、徒歩55
分
（毎月13日の月次祭には維
中前から猿丸神社行きの臨
時便有り）
◆京滋バイパス（名古屋方
面から）「南郷」IC、また
は京滋バイパス（大阪方面
から）「笠取」ICから禅定
寺地区へ
◆国道307号から岩山バイ
パスに入り府道大石東線を
大津方面へ（宇治田原町側
から）
◆大津、石山、南郷から府
道大石東線を南下（滋賀県
側から）

【駐車場】
有（普通車50台、無料）

6.14(月) 光秀公忌（予定） ◇谷性寺（光秀寺）
・亀岡市宮前町猪倉土
山39
TEL.0771-26-2054

初夏の境内には明智光秀公の家紋とし
て知られるききょうが咲き乱れる。光
秀公の命日にあたるこの日は供養が行
われる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「猪
倉」下車、徒歩約5分

6.15(火) 夏の集い ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103

※百萬遍布教師会
TEL.075-781-9171

※内容未定

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページでご確認くださ
い。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

6.15(火) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://hyakusan.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

6.15(日) 青葉まつり ◇智積院
・京都市東山区東大路
通七条下ル東瓦町964
番地
TEL.075-541-5362
ホームページ:
http://www.chisan.or
.jp/

10時～
弘法大師、興教大師両祖の誕生会法要

◆市バス「東山七条」下車
すぐ
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩約10分

【駐車場】
有（参拝の方は無料）
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6.15(火) 八坂神社例祭 ◇八坂神社
・京都市東山区祇園町
北側625
TEL.075-561-6155
FAX.075-531-1126
ホームページ:
http://www.yasaka-ji
nja.or.jp/

祭典では「東遊」が奉奏されます。東
遊は平安時代から行われている神楽舞
で宮廷に取り入れられたものです。
【日時】
10時～

◆市バス「祇園」下車
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩15分

【駐車場】
無

6.15(火) 弘法大師　御誕生
祭

◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

宝亀五年（774）にお生まれになった
宗祖弘法大師さまの誕生をお祝いする
法要です。
花御堂に稚児大師をお祀りし、一山僧
侶を挙げて厳修します。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終了）
法要は10時～10時30分頃（予定）：心
経前殿（御影堂）
【料金】
お堂エリア参拝料（大沢池エリアは別
途参拝料）
　大人　500円
　小・中学・高校生　300円

◆市バス「大覚寺」下車

6.15(火)

　 ～

6.30(水)

沙羅の花を愛でる
会

◇東林院
・京都市右京区花園妙
心寺町59
TEL.075-463-1334

本堂前庭には十数本の沙羅の木があり
、梅雨の季節に白い花を咲かせる。15
日には花供養が有り。
【日時】
9時30分～16時
【料金】
会費　1,600円(抹茶付）　　　
　　　6,000円(抹茶と精進料理付)

◆市バス「妙心寺前」下車
、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「花園」駅下
車、徒歩8分
◆市バス「妙心寺北門前」
下車、徒歩10分

6.19(土)

　 ～

6.20(日)

正法寺公開 ◇正法寺（八幡市）
・八幡市八幡清水井73
TEL.075-981-0012
ホームページ:
http://shoboji.or.jp
/

1191年開創。1546年、後奈良天皇の勅
願寺となり、徳迎山と正法寺の勅額を
賜う。現在の伽藍は、1630年、尾張藩
祖 徳川義直の母（徳川家康公の側室
志水亀女）の菩提寺として再建された
七堂兼備の大坊である。
公開日には重要文化財の建築物や大方
丈の襖絵などが見学できる。 
【日時】
10時30分～15時
【料金】
拝観料　700円

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から京阪バスで「走上
り」下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車約30台、大型バ
ス2台）

6.20(日) 声明と三弦を聞く
会

◇十輪寺
・京都市西京区大原野
小塩町481
TEL.075-331-0154
FAX.075-331-0154

邦楽のルーツともいえる仏教音楽のし
らべ“声明”を聞き、山里のお寺に流
れる三弦と調和する音色を愉しみます
。
【日時】
13時30分～
【料金】
1,000円（拝観料、テキスト）

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「小塩」下車
、徒歩2分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「小塩」下
車、徒歩2分
◆阪急バス「灰方」下車、
徒歩25分

【駐車場】
有（普通車20台、バス3台
、無料）
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6月下旬

　 ～

7月下旬

丹波/亀岡ききょ
うの里（予定）

◇谷性寺（光秀寺）門
前
・亀岡市宮前町猪倉

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

光秀公ゆかりの桔梗が咲き乱れる「丹
波/亀岡ききょうの里」。
全国的にもめずらしいピンクのききょ
うや沢ききょう、八重咲きのききょう
も見られる。
地元野菜や特産品の販売も行われる。
【料金】
600円（中学生以上）
プレオープン期間（6月下旬）は300円
※小学生以下無料

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「猪
倉」下車、徒歩約5分

6.21(月) 夏越の大祓い ◇元伊勢内宮皇大神社
・福知山市大江町内宮
217
TEL.0773-56-1011
ホームページ:
http://motoise-naiku
.com/

一年で一番太陽の力が強いとされる夏
至の日の朝、三重県伊勢の夫婦岩の間
から昇った太陽は、夕方、元伊勢内宮
皇大神社の御神体山「日室ヶ嶽」の山
頂に沈みます。元伊勢内宮皇大神社で
は、日室ヶ嶽遥拝所にて神事「夏越の
大祓い」が行われます。日室ヶ嶽は、
天照大神が最初に君臨された地と伝わ
り、太陽信仰の聖地であったといわれ
ています。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車、徒歩
15分
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で約20分

【駐車場】
有（有料）

6月下旬 ひい地蔵まつり ◇福昌寺
・船井郡京丹波町広瀬
TEL.0771-84-0874

祈祷を受けられた方に「ひい地蔵さま
」の言い伝えをもとにつくられた絵本
が配られるほか、まくらに巻いて寝る
と願い事が叶うとされる地蔵を拭いた
タオルも配られる。

◆JR山陰線「和知」駅から
タクシーで5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから約10分
◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから国道27号で約15分

6月下旬予定 辛皮・ホタルとカ
ジカ夢酔い祭り

◇辛皮公民館、及びそ
の周辺
・宮津市

※上宮津21夢会議（上
宮津地区公民館内）
TEL.0772-22-2415

自然いっぱいの辛皮（からかわ）で、
ホタルの光とカジカ（カエル）の鳴き
声に包まれた幻想的な世界をお楽しみ
ください。軽食の模擬店や、イベント
も開催します。懐中電灯持参でお越し
ください。
【日時】
16時～21時（予定）
※詳細未定

※雨天順延

◆京都丹後鉄道宮福線「辛
皮」駅下車、徒歩4分

6月下旬

　 ～

8月上旬

蓮園の開園 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

蓮園に250鉢の色とりどりの蓮が咲き
ます。その光景はさながら極楽浄土の
ようで、「蓮の寺」とも言われていま
す。
【日時】
8時30分～16時30分

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

6.24(木)

　 ～

6.27(日)

水無月の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

6.25(金) 大茅の輪くぐり ◇北野天満宮
・京都市上京区馬喰町
TEL.075-461-0005
FAX.075-461-6556
ホームページ:
http://www.kitanoten
mangu.or.jp/

楼門に茅で作った直径5ｍの京都最大
の大茅の輪が掲げられ、輪をくぐると
無病息災でいられると言われている。
【日時】
5時～

◆市バス「北野天満宮前」
下車
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6.25(金) 御誕辰祭 ◇北野天満宮
・京都市上京区馬喰町
TEL.075-461-0005
FAX.075-461-6556
ホームページ:
http://www.kitanoten
mangu.or.jp/

御誕辰祭神事
この日は御祭神菅原道真公の御生誕の
日に当たり、御本殿で菅公生誕を祝う
神事。
【日時】
9時～

◆市バス「北野天満宮前」
下車

6.27(日) あじさい祭 ◇觀音寺（丹波あじさ
い寺）
・福知山市観音寺1067
TEL.0773-27-1618

境内には約100種 10,000株のあじさい
が咲き乱れている。 福知山の「あじ
さい寺」として有名。
【料金】
拝観料　400円
団体30名以上　350円

※新型コロナウイルス感染症の影響で
中止となる場合があります。

◆JR山陰線「石原」駅下車
、徒歩15分
◆JR山陰線「福知山」駅か
ら京都交通バス（福知山線
）で「観音寺」下車、徒歩
10分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから綾部方面へ5分

【駐車場】
有（普通車80台、バス10台
、無料）

6.28(月)　
予定

不動さん祭り ◇不動明王の滝
・南丹市美山町下

※知井振興会
TEL.0771-77-0001

下地区の村宮（八幡神社）で神事が行
われた後、不動明王の滝へ移動し、山
の神様へ安全と五穀豊穣を祈願する。
この滝の水をいただくと暑気にあたら
ないといわれている。

※滝への山道は急な登り坂や足元の悪
い道なので注意

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から市営バスで「知見口」
下車

6.30(水) 夏越大祓 ◇上賀茂神社（賀茂別
雷神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011

半年間の罪の汚れを祓い、残り半年を
無事に過ごせるよう神に祈る行事（10
時～）。
境内を流れる「ならの小川」で人形流
しがあります（20時～）。

◆市バスまたは京都バス「
上賀茂神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
下車、徒歩3分

【駐車場】
有（170台、30分100円）

6.30(水) 夏越しの大祓祭 ◇地主神社
・京都市東山区清水1
丁目317
TEL.075-541-2097
ホームページ:
https://www.jishujin
ja.or.jp/

15時～　茅の輪くぐり、人形（ひとが
た）祓いの神事。
悪病退散、厄除け・開運招福を祈願。
【料金】
参拝無料
（清水寺の入山料400円は別途必要）

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（付近に市営、民営の有
料駐車場有り）

6.30(水) 夏越大祓（茅の輪
くぐり）

◇新日吉神宮
・京都市東山区東山七
条東入ル
TEL.075-561-3769

境内に設けられた茅の輪をくぐって身
を祓い清める。
14時から大祓の祭典有り。

◆市バス「東山七条」下車
、徒歩7分
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6.30(水) 夏越の祓 ◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7番地
TEL.075-623-0846
FAX.075-611-0785
ホームページ:
https://www.jonangu.
com/

15時
茅の輪をくぐり、人形に半年間の罪や
穢れをたくして神苑内の小川に流す。
心身を清浄にし、残り半年間の無病息
災を祈願する。「茅の輪くぐり」と「
人形ながし」は6/25～6/30の9時～16
時

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「竹田」駅下
車、徒歩15分
◆市バス「城南宮東口」下
車、徒歩3分
◆京都駅八条口から京都ら
くなんエクスプレス（R'EX
バス）で平日「油小路城南
宮」、土曜日・日曜日・祝
日「城南宮前」下車

【駐車場】
有平常：普通車200台、バ
ス10台
シーズン：普通車240台、
バス3台

6.30(水) 水無月大祓 ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

日々の生活の中で、知らず知らず犯し
てしまった諸々の罪やけがれを祓い除
くための神事。
水無月大祓は「茅の輪くぐり」ともい
われ、南総門前の参道に大きな茅の輪
を設置します。（設置期間：6/15頃～
6/30）
【日時】
15時～

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

6.30(水) 夏越の大祓式 ◇生身天満宮
・南丹市園部町美園町
TEL.0771-62-0535
ホームページ:
http://www.ikimi.jp/

前期半年間の罪・穢れを祓う神事。
壱の鳥居に茅の輪設営。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

6.30(水) 夏越しの大祓 ◇出雲大社与謝分祠
・与謝郡与謝野町三河
内146
TEL.0772-42-6211

夏越しの大祓の行事とは「茅の輪くぐ
り」といい、茅（ちがや）で大きな輪
を神社の境内に作り、この茅の輪をく
ぐることで病気や禍を免れようという
神事です。
昭和26年から続けられている大祓祭。
【日時】
14時～15時

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
20分
◆山陰近畿自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで20分

【駐車場】
有
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3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

4月上旬

　 ～

11月中旬

夜久野高原八十八
か所石仏めぐり

◇夜久野高原
・福知山市夜久野町平
野

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103
FAX.0773-37-5002

西国薬師霊場札所第27番圓教寺から第
28番成相寺へ通ずる成相道の街道筋に
あたる夜久野茶堂を中心として、夜久
野高原一帯に設けられた88体の石仏で
四国八十八か所大師霊場を移したもの
です。
各霊場にあたる場所には、それぞれ四
国八十八か所観音礼所と同名の観音像
と弘法大師座像が立てられています。
コース所要時間
◇人生の歩みを石仏の配置になぞらえ
た、夜久野高原を周回し8の字を描い
て1～88番を巡る全周コース、変化に
富んだ全人生の道のりを歩む（生涯コ
ース約3～4時間）
◇山道中心の1～70番台を巡る半周コ
ース、起伏の激しい人生の山場を歩む
（山場コース約2時間）
◇「道の駅農匠の郷やくの」をスター
トし、1～10番までを巡る幼少の頃の
道のりを歩む（安穏コース約1時間）

※天候により11月下旬まで可

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）
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4月

　 ～

11月の土･日
･祝(予定)

グリーンスローモ
ビリティ茶畑周遊

◇相楽郡和束町
・相楽郡和束町

※和束町地域力推進課
TEL.0774-78-3002

和束町では、環境に優しい新たな交通
手段として、グリーンスローモビリテ
ィ（小型の電気自動車）を活用した茶
畑周遊をおこないます。ルートは、町
を代表する茶畑景観「石寺の茶畑」を
巡ります。

◆JR大和路線「加茂」駅西
口から奈良交通バス（和束
小杉行き）で「和束河原」
下車、徒歩3分

21.4.4(日)

　 ～

22.3.27(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/26、1/2を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

21.4.3(土)

　 ～

22.3.26(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/25、1/15、1/22
、1/29、2/5、2/19、2/26を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車
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4.24(土)

　 ～

9.30(木)

しょうざん渓涼床 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

洛北・鷹ヶ峰の広大な日本庭園を流れ
る清流・紙屋川の上に張り出した床で
、京料理を堪能し、市内の喧噪を忘れ
静かなひとときが満喫できます。
【日時】
11時30分～15時（ラストオーダー13時
30分）
※11時30分～13時、13時30分～15時の
二部制
17時～21時30分（ラストオーダー19時
45分）
雨天時には室内でのご用意となること
があります。

※床料理と舞妓の夕べ
開催日　6/26、7/10、7/24、8/7、8/2
1、9/4、9/11
Ⅰ部　17時～19時（踊りは17時15分頃
から）、Ⅱ部　19時30分～21時30分（
踊りは19時50分頃から）

※床料理とホタル観賞の夕べ
開催期間　6/5、6/6、6/11～6/13（各
日21時頃から場内の照明を落とします
が、雨天時にはホタルが見えない可能
性があります。）
【料金】
昼
　涼風膳　5,445円
　涼風三昧　7,865円
　涼風づくし　9,075円
夜（床会席）
　蛍火　9,680円
　華洛　12,100円
　紫翠　14,520円
※すべて税・サ込み

※その他、七夕限定夜プランや、1日
ゆっくり満喫プラン、Birthday床プラ
ンなど、昼・夜の限定プランもありま
す。

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、開催時期の変
更や、イベントの中止、イベントの内
容が変わることがあります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分
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21.4月下旬

　 ～

22.1月上旬
予定

天橋立パーク＆ク
ルーズ

◇宮津市
・宮津市浜町

※丹後海陸交通株式会
社（天橋立桟橋）
TEL.0772-22-2164

期間中の指定の土曜日、日曜日、祝日
とお盆は宮津桟橋から天橋立への遊覧
船を大幅増便。（期間は変更される場
合があります。）
道の駅「海の京都・宮津」の駐車場に
車を止め、宮津桟橋から渋滞知らずの
船の旅をお楽しみください。（駐車場
（宮津まちなか地域振興拠点施設立体
駐車場）は5時間まで無料）
【料金】
往復　900円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

5.1(土)

　 ～

9.30(木)

鴨川納涼床 ◇鴨川西岸
・京都市下京区、中京
区

※京都鴨川納涼床協同
組合　http://www.kyo
to-yuka.com/　　
※京都総合観光案内所
TEL.075-343-0548

鴨川西岸の二条から五条間の料理屋、
旅館など約90余店が床を組んで夏の涼
をとりながら、京料理だけでなく、フ
レンチ、イタリアン、中華など様々な
ジャンルの料理が楽しめる。

※詳細は公式ホームページまたは各店
舗まで。

◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、各施設へ
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、各施設へ

5月下旬

　 ～

7月上旬

両足院　半夏生の
庭園特別公開

◇両足院
・京都市東山区小松町
591
TEL.075-561-3216

建仁寺の塔頭寺院。
枯山水庭園の方丈庭園、京都府指定名
勝庭園の池泉廻遊式庭園からなり、初
夏の頃には半夏生が池辺を彩ります。
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
1,000円（庭園拝観料込み）

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩5分
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、徒歩15分

6月上旬

　 ～

7月上旬

柳谷観音楊谷寺あ
じさいウィーク

◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017

※予定なので変更の可能性あり
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　300円

◆阪急京都線「西山天王山
」駅からタクシーで7分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆JR京都線「長岡京」駅か
らタクシーで13分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「奥
海印寺」下車、徒歩約30分

6.1(火)

　 ～

7.11(日)予
定

アジサイ園の公開
とライトアップ

◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

5,000坪の大庭園は枯山水・池泉・広
庭からなり、50種10,000株のあじさい
は関西屈指のものです。
【日時】
8時30分～16時（16時30分には下山）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　小人　400円

※ライトアップは6/12～6/27の土曜日
、日曜日のみ

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）



83

  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

6.6(土)

　 ～

7月上旬頃　
予定

あじさい祭とあじ
さい苑の公開

◇藤森神社
・京都市伏見区深草鳥
居崎町609
TEL.075-641-1045
FAX.075-642-6231
ホームページ:
http://www.fujinomor
ijinjya.or.jp/

紫陽花の宮として知られ、苑内には3,
500株の紫陽花が咲き誇ります。
6/15　あじさい祭　10時～
献花、献茶が行われる。（予定）
【日時】
あじさい苑
6月上旬～7月上旬
9時～17時
【料金】
入苑料　300円

※開苑期間は年によって多少前後しま
す。
※新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、行事の縮小や中止となる場
合があります。

◆JR奈良線「JR藤森」駅下
車、徒歩5分
◆京阪本線「墨染」駅下車
、徒歩7分

6月中旬

　 ～

7月中旬

アジサイまつり ◇舞鶴自然文化園
・舞鶴市多祢寺24-12

※舞鶴市土木課
TEL.0773-66-1053

青、白、紅と池周辺に約10万株のアジ
サイが植えてあり、普通のアジサイの
他にヤマアジサイ、ガクアジサイ、タ
マアジサイ等50品種が咲きほこる。
【日時】
9時～17時
【料金】
入園料
　大人　500円
　子供（小・中学生）　250円
※団体割引（20名様以上）
大人　400円
子供（小・中学生）　200円

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら京都交通バスで「舞鶴自
然文化園」下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で30分

【駐車場】
有（普通車約100台、大型
バス約15台、無料）

6月下旬

　 ～

7月下旬

丹波/亀岡ききょ
うの里（予定）

◇谷性寺（光秀寺）門
前
・亀岡市宮前町猪倉

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

光秀公ゆかりの桔梗が咲き乱れる「丹
波/亀岡ききょうの里」。
全国的にもめずらしいピンクのききょ
うや沢ききょう、八重咲きのききょう
も見られる。
地元野菜や特産品の販売も行われる。
【料金】
600円（中学生以上）
プレオープン期間（6月下旬）は300円
※小学生以下無料

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「猪
倉」下車、徒歩約5分

6月下旬

　 ～

8月上旬

蓮園の開園 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

蓮園に250鉢の色とりどりの蓮が咲き
ます。その光景はさながら極楽浄土の
ようで、「蓮の寺」とも言われていま
す。
【日時】
8時30分～16時30分

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

7月上旬 海開き ◇神崎・竜宮浜・野原
・舞鶴市

神崎・竜宮浜・野原の3海水浴場で海
開きが行われます。

〈神崎〉
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で30分
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で37分
◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後神崎」駅下車、徒歩15分
〈竜宮浜〉
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で30分
〈野原〉
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で42分
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7.1(木)

　 ～

8.15(日)

七夕笹飾りライト
アップ

◇貴船神社
・京都市左京区鞍馬貴
船町180
TEL.075-741-2016
ホームページ:
http://kifunejinja.j
p/

【日時】
夕暮れ～20時まで

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バス（33系統）で「
貴船」下車、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（52系統
）で「貴船口」下車、京都
バス（33系統）に乗り換え
「貴船」下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車25台、料金/2時
間500円）

7.1(木)

　 ～

9.23(祝)

嵐山の鵜飼 ◇大堰川　　
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町

※嵐山通船株式会社
TEL.075-861-0302

かがり火の中、古式漁法の鵜飼の見物
ができる。
また、屋形船の中で料理をいただくこ
ともできる。
【定休日】
8/16の乗合船は運休
※その他、大雨・増水・強風などによ
り欠航になる場合がありますので事前
にご確認ください。
【日時】
7/1～8/31　19時～21時
　乗合船は19時、20時
9/1～9/23　18時30分～20時30分
　乗合船は18時30分、19時30分
【料金】
乗合船
　大人2,000円
　小人（4歳～12歳）1,000円
貸切船（予約制）
　10人乗　40,000円
　16人乗　52,000円
　20人乗　70,000円

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩10分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分

7.1(木)

　 ～

9.30(木)

宇治川の鵜飼 ◇宇治川
・宇治市宇治塔川

※宇治川観光通船
TEL.0774-21-2328
※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3353

夏の夜の川面に、匠と鵜がおりなすド
ラマの世界。情緒あふれる夏の風物詩
として知られ、平安時代からの古い歴
史をもち、今昔物語やかげろう日記に
その風情が記されている。
【日時】
19時出船（7月～8月）
18時30分出船（9月）
【料金】
貸切船
　10人乗り　27,500円
　15人乗り　41,250円
　20人乗り　55,000円
乗合船
　大人　2,000円
　小学生　1,000円

※増水時は運航できないので事前に問
い合わせを。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩15分
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7.2(金) 水無月祭（予定） ◇鍬山神社
・亀岡市上矢田町上垣
内22-2
TEL.0771-22-1023

1月から6月までの半年間のすべての罪
、穢を秡って、生活の更新をはかる行
事。神社に安置された大きな茅の輪を
参詣者がくぐる「茅の輪くぐり」の神
事が行われる。
奈良時代、皇室より始まった最も古い
行事である。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「矢
田口」下車、徒歩約20分
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市コミュニティバス
（東コース）で「鍬山神社
前」下車すぐ

【駐車場】
有（30台）

7.2(金) あしぎぬ顕彰祭 ◇毘沙門天境内
・京丹後市弥栄町鳥取

※あしぎぬ顕彰祭（京
丹後市商工会弥栄支所
）
TEL.0772-65-3137

あしぎぬ苑は古代の絹織物であり天平
の時代に当地より聖武天皇に献上され
た。先祖の偉徳を讃え、機業の振興を
願い毎年開催される。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹海バスで「高
校下」下車、徒歩10分
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅からタクシーで10分
　

7.2(金)

　 ～

8.16(月)

しょうざんビアガ
ーデン

◇しょうざんリゾート
京都（ノベルヴィラ
ウッドデッキ リバー
サイド）
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

※雨天時はノベルヴィ
ラ内

洛北・鷹峯の広大な敷地を流れる紙屋
川の爽やかな風を感じながら邸宅のお
庭で、少しRichなリゾートビアガーデ
ンが楽しんでいただけます。
【定休日】
8/9・8/16を除く、月・火曜日
【日時】
17時～21時（ラストオーダー20時30分
）
※最終入店　19時30分
※当日18時までの予約制となります。

※ハワイアンフラダンス
開催日　7/7・7/16・7/21・7/30・8/4
Ⅰ部　17時～19時（フラダンス　17時
30分頃～）
Ⅱ部　19時30分～21時30分（フラダン
ス　20時頃～）
雨天の場合は室内にて実施します。
【料金】
1名　5,500円（税込）・8,800円（税
込）
いずれもフリードリンク付
※受付は2名様から承ります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分

7.3(土)予定 虫送り ◇松尾神社周辺
・木津川市山城町椿井

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-39-8191

18時頃、松尾神社にて祈祷を行ったあ
と、ご神火を移した多数のたいまつを
持った子供が水田を練る。害虫を防ぎ
豊作を祈る。

※小雨決行

◆JR奈良線「上狛」駅下車
、北へ徒歩20分

7.3(土)

　 ～

7.4(日)

高台寺七夕会／夜
間特別拝観

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

幽玄な高台寺の境内としつらえられた
七夕飾りをライトアップ。
【日時】
17時～21時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）
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7.3(土)

　 ～

7.4(日)

高台寺七夕茶会 ◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

短冊をお書きいただき、和尚様にご祈
祷していただきます。
【料金】
3,500円（拝観込）

※前日までに要予約（参加前日の16時
まで）
当日は15時～16時までに受付（ご祈祷
は16時～）

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

7.3(土)

　 ～

7.5(月)

暁天講座 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://hyakusan.jp/

毎年この時季に行われる。
午前6時よりお勤め。
午前6時30分より1時間の講話。
法主台下・百萬遍布教師会・知恩寺も
しくは京都の文化に携わる方などを講
師に迎え、日替わりで講話を行う。
講話の終了後には「いもがゆ」の接待
があり、「利剱名号」のお守りも授与
される。 

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

7.4(日) 御田祭（予定） ◇松尾神社
・亀岡市西別院町犬甘
野

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

御田植祭とも呼ばれる農民の農作業を
儀式化した祭で、見る人の目を楽しま
せる。
鎌倉時代より始まったとみられ、五穀
豊穣を願う農民の儀式である。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「学
園大学」下車、亀岡市ふる
さとバスに乗り換え「中谷
口」下車、徒歩約20分

7.4(日) 観音まつり ◇長源寺
・船井郡京丹波町出野
TEL.0771-84-0212

激しく太鼓をたたきながらがん封じの
祈祷を行う。がん封じ茶や流しそうめ
んも振る舞われ、全国から平癒を願う
多くの人々が参拝に訪れる。
【日時】
8時～15時

◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから約5分
◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから国道27号で約15分

【駐車場】
有

7.7(水) 精大明神例祭 ◇白峯神宮
・京都市上京区今出川
通り堀川東入飛鳥井町
261
TEL.075-441-3810

技能芸能上達の神様で、例祭日は蹴鞠
神事が行われ、七夕小町をどり、織姫
舞も奉納されます。少女たちは、元禄
時代を彷彿させるきらびやかな装束を
身にまとい踊ります。

※雨天決行

◆市バス「堀川今出川」下
車

7.7(水) 恋愛成就　七夕祭 ◇地主神社
・京都市東山区清水1
丁目317
TEL.075-541-2097
ホームページ:
https://www.jishujin
ja.or.jp/

七夕こけしお祓いの神事で良縁達成・
恋愛成就祈願を行う。
【日時】
14時～
【料金】
参拝無料
（清水寺の入山料400円は別途必要）

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無（付近に市営、民営の有
料駐車場有り）
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7.7(水) 七夕祭 ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

七夕祭を斎行するほか、笹竹の設置・
飾り付けを行います。祭典後、参列者
には御神前にお供えした厄除けの菓子
「索餅（さくべい）」と甘酒が配布さ
れます。
【日時】
10時～
（受付は9時45分までに、本殿むかっ
て右側の「おふだ、お守り授与所」に
お越しください。）
【料金】
参列料　1人1,000円

※礼を失しない服装でご参列ください
。

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅から参道ケーブルに乗
り換え「ケーブル八幡宮口
」駅～「ケーブル八幡宮山
上」駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、表参道で山上ま
で徒歩約30分

7.7(水) とらしょうしょう ◇鹿背山不動
・木津川市鹿背山大木
谷
TEL.0774-72-0700

毎年旧暦5月28日に開催。15時から祈
祷、護摩焚きが行われる。
日本三大仇討話のひとつ「曽我兄弟」
の兄十郎の恋人にちなむ祈祷行事。
女性の願掛けにとくに御利益があると
いわれている。

◆JR大和路線「木津」駅か
ら奈良交通バスで「木津城
山台六丁目」下車、徒歩10
分

7.7(水) 七夕祭(星まつり) ◇出雲大社与謝分祠
・与謝郡与謝野町三河
内146
TEL.0772-42-6211

五色の短冊に願いごとを書き、境内の
大笹に結びつける祭。
【日時】
10時～12時、17時～21時

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
20分
◆山陰近畿自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らタクシーで20分

【駐車場】
有

7.8(木) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・平安時代後期）を拝す
ることができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車

7.9(金)

　 ～

7.11(日)

観蓮会－蓮を楽し
む3日間－

◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

四季　彩の丘のハスを案内。花ハスと
碗蓮約180鉢を展示。
【日時】
8時～8時45分（整理券配布7時45分～
）
※7時30分開園
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

7.10(土) ハス酒を楽しむ会 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

蓮の葉に酒を注ぎ、茎より酒を飲む珍
しい体験ができます。健康・長寿に効
ありと伝えられています。
【日時】
9時～12時
【料金】
料金　500円
（入山料500円別途必要）

※先着300名

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）



88

  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

7.10(土) 金刀比羅祭り ◇金刀比羅神社（福知
山市大江町）
・福知山市大江町河守

※福知山市役所大江支
所
TEL.0773-56-1102

山車(金刀比羅船)と神輿を繰り出し、
子どもたちが中心となって行列を展開
します。河守太鼓や踊りの伝統芸能を
披露。由良川治水と水運の安全を祈願
したのが始まり。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅下車、徒歩5分

7.10(土)

　 ～

8.1(日)

観蓮会 ◇法金剛院
・京都市右京区花園扇
野町49
TEL.075-461-9428
FAX.075-463-7057
ホームページ:
http://houkongouin.c
om/

名勝に指定されている回遊式庭園には
、90品種もの蓮が色とりどりに次々と
咲き競います。
【日時】
7時開門
受付終了　11時30分（12時閉門）
【料金】
拝観料　500円

※完全予約制（公式ホームページまた
は電話にて予約受付）

◆市バス（91、93系統）「
花園扇野町」下車、徒歩2
分
◆JR嵯峨野線「花園」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10～15台、バス
5台、料金/無料）

7月中旬 虫送り ◇鏡神社
・南丹市園部町口司

※南丹市観光交流室
TEL.0771-68-0050

たいまつの火で害虫を追い払い、豊穣
を祈る神事。薄暮時より神事が行われ
、たいまつに火が灯される頃には夕暮
れとなり、田園地帯を炎が包み込む様
子は幻想的で、写真におさめる人も多
い。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らぐるりんバス（摩気スク
ール園部東部線）で「口司
」下車

7月中旬 ひよし夏まつり20
21花火大会

◇日吉ダム　スプリン
グスパーク周辺
・南丹市日吉町中

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

日吉ダム直下から打ち上る花火がダム
に反響するのを体感できる。
（朝市、ダム見学会、夜店、花火大会
）

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「スプリングス
ひよし」下車
※府民の森ひよしから無料
シャトルバス有り

【駐車場】
有

7.18(土)予
定

TANGO やさか納涼
祭

◇丹後王国「食のみや
こ」
・京丹後市弥栄町鳥取
123

※TANGO やさか納涼祭
実行委員会

小学生鼓笛隊の行進、市内各中学校の
ブラスバンド演奏、よさこい踊り、ビ
ンゴゲーム大会、花火打ち上げ、各種
露店あり。（他内容未定）

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バス（弥栄
病院前行き）で約30分「丹
後王国「食のみやこ」」下
車
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅からタクシーで約10
分
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から約25分

7月中旬

　 ～

9月末予定

天橋立まち灯り
（天橋立砂浜ライ
トアップ）

◇天橋立
・宮津市文珠

※天橋立観光案内所
TEL.0772-22-8030

期間中、19時から22時30分までの間、
毎日、天橋立砂浜をライトアップしま
す。砂浜はブルーに浮かび上がり、煌
めく水面、天橋立の幻想的な空間が広
がります。
【日時】
天橋立まち灯り（天橋立砂浜ライトア
ップ）
　毎日　19時～22時30分

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で10分
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7.14(水) 田歌の神楽 ◇八坂神社（南丹市美
山町）
・南丹市美山町田歌

※一般社団法人南丹市
美山観光まちづくり協
会
TEL.0771-75-1906
ホームページ:
https://miyamanavi.c
om/event/gion

豊作を願って奉納される芸能で、神主
、天狗、奴、ひょっとこ、お多福、た
るおい爺が、「神楽」「さんぎり」「
にぎまくら」を披露しながら行列する
。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス「知見口」で乗り
換え「田歌」下車

7.15(木) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://hyakusan.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

7.15(木)

～

8.31(火)

高台寺「百鬼夜行
展」

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

高台寺が所有する新旧2本の百鬼夜行
絵巻や、河鍋暁斎の掛軸などを特別展
示。
【日時】
9時～18時
夜間拝観時は21時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

7.16(金) 新選組隊士等慰霊
供養祭

◇壬生寺境内の壬生塚
、壬生寺会館ホール
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

毎年7月16日に池田屋騒動の日を卜と
して、郷土の治安と平和を願い、佐幕
、勤皇両志士の慰霊のために、壬生寺
が主催し供養祭を執り行っている。ま
た、技芸奉納を行い、参列者同士の交
流・親睦と供養祭の普及をはかる。（
一般有志者の参加自由）
〈第一部〉
壬生塚にて、読経・一般焼香
〈第二部〉
壬生寺会館ホールにて剣技奉納（士気
の会ほか）、歌謡ショー（三橋美智也
音楽事務所後援）
【日時】
13時30分～

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

7.17(土) とこなげさん千日
まいり（予定）

◇千手寺
・亀岡市薭田野町鹿谷
TEL.0771-23-1434 

この日参ると千日参った御利益がある
とされる千日まいり。眼病に霊験あら
たかと言われ、参拝者で賑わう。空海
ゆかりの山寺で、千手観音を祭る。

※4/17にも開催される。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで約15
分「国道佐伯」下車、徒歩
約60分

7.18(日) 御田祭 ◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

3人の植女が早稲、中稲、晩稲を手に
、荘夫の肩に乗り境内を3周します。
神前には夏野菜が添えられ、謡曲の奉
納もあります。（予定）
※詳細については当社公式ホームペー
ジを参照
【日時】
10時～

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、参拝者のみ1時
間無料）
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7.18(日) 高良社祭（太鼓ま
つり）

◇高良神社（八幡市）
・八幡市八幡高坊30

※八幡市商工観光課
TEL.075-983-2853

太鼓を乗せた屋形みこしが威勢よく町
内を練り歩く勇壮な祭り。高良社の例
祭で通称「太鼓まつり」の名で親しま
れている。
夕刻には高良社参道に太鼓みこしが集
結し、宮入を披露する様は迫力満点で
ある。
宮入　18時30分～20時30分頃まで

◆京阪本線「石清水八幡宮
」駅下車、徒歩約3分

7.18(日) 鬼子母神大祭 ◇経王寺
・宮津市字金屋谷886
TEL.0772-22-3061

元禄時代からの夏祭りで、十数人の荒
行修行僧が秘妙の祈祷を行う。
【日時】
15時～16時30分、19時～21時

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

7月下旬 海びらき ◇天橋立海水浴場
・宮津市字文珠

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

無事故を祈願し神事が行われ、テープ
カットでシーズンの幕開けを祝う。
海水浴場開設期間
・天橋立海水浴場　7月下旬～8月中旬
・天橋立府中海水浴場　7月下旬～8月
中旬

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で10分

7月下旬 海びらき（由良） ◇由良海水浴場
・宮津市由良

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

由良海水浴場の海びらき。
遠浅で水質も良く広々としたロングビ
ーチで、 砂浜からすぐ近くに新鮮な
海の幸と温泉を楽しめる宿が建ち並ぶ
。
海水浴場開設期間
・由良海水浴場　7月下旬～8月中旬

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後由良」駅下車、徒歩約7
分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから府道9号を
経由し国道178号を舞鶴方
面へ

7.22(祝)

　 ～

7.25(日)

夏の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

7.22(祝)

　 ～

8.9(月)

食虫植物展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

ウツボカズラ、サラセニアなど100種
類150鉢を展示。
【日時】
10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要
）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

7.23(祝) 泉橋寺地蔵祭り ◇泉橋寺
・木津川市山城町上狛
西下55
TEL.0774-86-2426

夜店が並ぶ。
地蔵を祭って子供の幸せを祈る。
【日時】
18時頃～

※小雨決行

◆JR奈良線「上狛」駅下車
、徒歩15分

【駐車場】
無
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7.23(祝)

　 ～

8.1(日)予定

千日詣 ◇愛宕神社（右京区）
・京都市右京区嵯峨愛
宕町
TEL.075-861-0658
ホームページ:
http://atagojinjya.j
p/

この日に参拝すると千日分のご利益が
あるとされ、山上の神社を目指す人の
列が続きます。
【日時】
9時～16時

※新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、参拝期間を拡大し、夜間の参拝
、神符の授与を中止。（予定）

◆京都バス「清滝」下車、
徒歩約2時間半

7.24(土) 京丹波伝統芸能定
期公演

◇道の駅「和」　道路
情報センター伝統芸能
常設館
・船井郡京丹波町坂原
上モジリ11

※道の駅「和」道路情
報センター
TEL.0771-84-1522

和知人形浄瑠璃会
文七踊り保存会
なみすい～京丹波吹奏楽団～他
【日時】
13時30分～（約90分）
【料金】
協力金
大人　300円
小・中学生　100円

※月1回開催

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約30分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有

7.24(土) あやべ水無月まつ
り

◇綾部市街地一帯
・綾部市並松町

※あやべ水無月まつり
実行委員会（綾部商工
会議所内）
TEL.0773-42-0701

由良川河畔で万灯流し、4,000発の花
火大会、あやべ良さ来い踊りが盛大に
開催される。
綾部市では歴史のある夏の風物詩であ
る。

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩15分

7.24(土) 文殊堂出船祭 ◇天橋立廻旋橋付近一
帯
・宮津市字文珠

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

昔、中国から文殊菩薩を招いたときの
歓迎行事の継承といわれる伝統行事。
19時頃から天橋立運河の万灯に火がと
もされ、燈籠が流れ、船舞台の上では
ドラや太鼓にあわせて龍が乱舞する。
舞台の後には花火の打ち上げが行われ
、夜空に大輪の花が咲く。
智恩寺文殊堂の伝統行事。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で10分

7.24(土)

　 ～

7.25(日)　
予定

伊根祭 ◇八坂神社周辺（伊根
町）
・与謝郡伊根町伊根湾

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

約300年余り続く祭事で、大漁や五穀
豊穣、海の安全を祈願します。宵宮は
提灯を掲げた舟が伊根湾を渡り、例祭
では祭礼船・神楽船が伊根湾で海上渡
御を行います。
八坂神社では、太刀振などを奉納しま
す。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
55分「伊根」下車

7.25(日) 鹿ヶ谷カボチャ供
養

◇安楽寺
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町21番地
TEL.075-771-5360
FAX.075-771-5360
ホームページ:
http://anrakuji-kyot
o.com

夏の土用に鹿ヶ谷カボチャを食すれば
、中風にかからぬとの言い伝えから参
拝者にカボチャが接待される。
【日時】
9時～15時
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「真如堂前」下車
、徒歩15分

【駐車場】
無

7.25(日)予
定

天満宮例祭　夏越
祭

◇岡田鴨神社
・木津川市加茂町北鴨
村44番地
TEL.0774-76-3131
FAX.0774-76-3138

直径2mの茅の輪を総代が奉製し、罪や
穢れを祓い、清浄なる心身に立ち返る
神事。境内では神賑行事が行われる。
岡田鴨神社は古く、地名の語源ともな
り、京都・下鴨神社の元宮である。
【日時】
17時開始

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車10台）
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7.25(日)予
定

京・村まつり2021 ◇やまなみホールと河
川敷
・相楽郡南山城村北大
河原久保8

※南山城村商工会
TEL.0743-93-0100

各種体験、模擬店、ステージ、工作な
ど

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有

7.28(火) ほうろく灸祈祷 ◇三宝寺
・京都市右京区鳴滝松
本町
TEL.075-462-6540

土用の丑の日に行う日蓮宗の祈祷です
。経文を書いた「炮烙」を頭にのせ、
もぐさを置いて火をつけ木剣にて九字
を切り、悪鬼邪霊を除くもので、頭の
病、暑気払いに効くといわれています
。
【日時】
9時～12時
【料金】
ほうろく灸　2,000円
きゅうり封じ　1,000円
紫陽花祈祷　2,000円

◆JRバス「三宝寺」下車

7.28(水) 土用の丑まつり ◇高倉神社
・綾部市高倉町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

丑の刻参りをすると千回のお参りに相
当するといわれている。腹痛を治す神
様として知られている。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（篠田桜が丘線）
で「高倉公園前」下車、徒
歩10分
◆JR山陰線「綾部」駅から
車で10分

7.29(木)

　 ～

8.1(日)

シダ植物展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

7.30(金)予
定

水無月祭 ◇網野町浅茂川
・京丹後市網野町浅茂
川

※水無月祭典委員会
（浅茂川区事務所）
TEL.0772-72-0009

昼間のみこし巡行から夜の花火大会ま
でたくさんの人でにぎわう網野地域最
大の夏祭り。みこし巡行の最大の見せ
場は海上渡御。

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から車で7分

7.30(金)

　 ～

8.3(火)

朝顔展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

毎日鉢の入れ替えを行い、延べ約1,00
0鉢を展示。
【日時】
7時～12時
※7時開園
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）



93

  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

7.31(土) 夏越の祓 茅の輪
くぐり（なごしの
はらい　ちのわく
ぐり ）

◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

平安時代からのならわしで人型をした
紙に願事と名前を書き、お祓いをした
後、境内に設けられたチガヤで作った
輪をくぐり、無病息災を祈る。
【日時】
17時～

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅か
らタクシーで6分
◆阪急京都線「東向日」駅
からタクシーで5分

【駐車場】
有

7.31(土)予
定

夏越しの大祓式 ◇大宮神社
・綴喜郡宇治田原町荒
木天皇38
TEL.0774-88-6360
ホームページ:
https://ujitawara-ky
oto.com

「大宮神社」参道入口に7月下旬、氏
子が茅やワラで作った直径2.5mの「茅
の輪」を設置。24日に「茅の輪くぐり
」を行う。左足からくぐり、右足から
出ると疾病から逃れるという。 31日
には境内で「夏越の大祓式」を行う。
【日時】
18時～

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（維中前
、工業団地、緑苑坂行き）
で「大宮道」下車、徒歩5
分

7.31(土)

　 ～

8.1(日)予定

由良ふるさと祭 ◇丹後由良海水浴場、
由良神社
・宮津市字由良

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

1日目19時30分から子供灯ろう流し等
。
2日目14時から中央海水浴場において
由良みかん海中つかみ取りが行われる
。夕方からは模擬店、ビンゴゲームな
どが楽しめる。

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後由良」駅下車、徒歩10分

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で20分
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3.1(月)

　 ～

12.29(水)

嵯峨野トロッコ列
車運転始動

◇嵯峨野観光鉄道株式
会社
・京都市右京区嵯峨天
竜寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444
ホームページ:
https://www.sagano-k
anko.co.jp/

冬の間（12/31～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
不定休（公式ホームページ等でご確認
ください。）
【料金】
運賃（片道）
　大人　630円
　小人　320円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の京阪神の一部の駅の「みどりの窓
口」、インターネット予約（e-5489）
、全国の主な旅行会社等。

〈トロッコ嵯峨駅〉
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車
〈トロッコ亀岡駅〉
◆JR嵯峨野線「馬堀」駅下
車、徒歩約10分

3.14(日)

　 ～

9.30(木)

美山川あまご釣り ◇美山漁業協同組合
・南丹市美山町安掛
TEL.0771-75-0210

芦生の原生林から流れ出る由良川の渓
流で、あまご釣りを楽しむことができ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス

21.3.20(祝)

　 ～

22.1.31(土)

海軍ゆかりの港め
ぐり遊覧船

◇舞鶴市
・舞鶴市字北吸
TEL.090-5978-8711
ホームページ:
http://www.maizuru-k
anko.net/recommend/c
ruise/

舞鶴赤れんがパークに隣接する北吸赤
れんが桟橋から旧海軍ゆかりの港をめ
ぐる。（造船所、海上自衛隊桟橋など
）
【日時】
運行時間は公式ホームページでご確認
ください。
※所要時間は約30分
【料金】
乗船料
　大人（中学生以上）　1,300円
　小人（3歳以上）　700円

※web予約可（乗船日当日の朝8時まで
）
http://www.maizuru-kanko.net/recom
mend/cruise/

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから10分

【駐車場】
有（赤れんがパーク駐車場
を利用）

4月上旬

　 ～

11月中旬

夜久野高原八十八
か所石仏めぐり

◇夜久野高原
・福知山市夜久野町平
野

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103
FAX.0773-37-5002

西国薬師霊場札所第27番圓教寺から第
28番成相寺へ通ずる成相道の街道筋に
あたる夜久野茶堂を中心として、夜久
野高原一帯に設けられた88体の石仏で
四国八十八か所大師霊場を移したもの
です。
各霊場にあたる場所には、それぞれ四
国八十八か所観音礼所と同名の観音像
と弘法大師座像が立てられています。
コース所要時間
◇人生の歩みを石仏の配置になぞらえ
た、夜久野高原を周回し8の字を描い
て1～88番を巡る全周コース、変化に
富んだ全人生の道のりを歩む（生涯コ
ース約3～4時間）
◇山道中心の1～70番台を巡る半周コ
ース、起伏の激しい人生の山場を歩む
（山場コース約2時間）
◇「道の駅農匠の郷やくの」をスター
トし、1～10番までを巡る幼少の頃の
道のりを歩む（安穏コース約1時間）

※天候により11月下旬まで可

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）
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4月

　 ～

11月の土･日
･祝(予定)

グリーンスローモ
ビリティ茶畑周遊

◇相楽郡和束町
・相楽郡和束町

※和束町地域力推進課
TEL.0774-78-3002

和束町では、環境に優しい新たな交通
手段として、グリーンスローモビリテ
ィ（小型の電気自動車）を活用した茶
畑周遊をおこないます。ルートは、町
を代表する茶畑景観「石寺の茶畑」を
巡ります。

◆JR大和路線「加茂」駅西
口から奈良交通バス（和束
小杉行き）で「和束河原」
下車、徒歩3分

21.4.4(日)

　 ～

22.3.27(日)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　光秀ゆ
かりの福知山城と
御霊神社を訪ねて

◇福知山観光案内所出
発・解散
・福知山市

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知
山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母
なる川である由良川を見ながら治水の
歴史を学ぶ。
距離：約2.5km
【日時】
毎週日曜日開催（12/26、1/2を除く）
13時～15時30分
【料金】
ガイド料無料
※福知山城の入館料は自己負担

※予約不要

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車

21.4.3(土)

　 ～

22.3.26(土)
予定

DISCOVER WESTハ
イキング　元伊勢
内宮皇大神社の謎
と伝説を巡る

◇京都丹後鉄道「大江
山口内宮駅」（元伊勢
観光センター）出発・
解散
・福知山市大江町内宮

※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

古来より内宮皇大神社は伊勢神宮と深
い関係を持ち元伊勢と呼ばれています
。元伊勢内宮皇大神社、日室ヶ嶽天岩
戸神社などを訪ね、元伊勢の謎に迫り
ます。
距離：約2km
【日時】
毎週土曜日開催（12/25、1/15、1/22
、1/29、2/5、2/19、2/26を除く）
13時～14時30分
【料金】
ガイド料無料

※予約不要

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江山口内宮」駅下車
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4.24(土)

　 ～

9.30(木)

しょうざん渓涼床 ◇しょうざんリゾート
京都
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

洛北・鷹ヶ峰の広大な日本庭園を流れ
る清流・紙屋川の上に張り出した床で
、京料理を堪能し、市内の喧噪を忘れ
静かなひとときが満喫できます。
【日時】
11時30分～15時（ラストオーダー13時
30分）
※11時30分～13時、13時30分～15時の
二部制
17時～21時30分（ラストオーダー19時
45分）
雨天時には室内でのご用意となること
があります。

※床料理と舞妓の夕べ
開催日　6/26、7/10、7/24、8/7、8/2
1、9/4、9/11
Ⅰ部　17時～19時（踊りは17時15分頃
から）、Ⅱ部　19時30分～21時30分（
踊りは19時50分頃から）

※床料理とホタル観賞の夕べ
開催期間　6/5、6/6、6/11～6/13（各
日21時頃から場内の照明を落とします
が、雨天時にはホタルが見えない可能
性があります。）
【料金】
昼
　涼風膳　5,445円
　涼風三昧　7,865円
　涼風づくし　9,075円
夜（床会席）
　蛍火　9,680円
　華洛　12,100円
　紫翠　14,520円
※すべて税・サ込み

※その他、七夕限定夜プランや、1日
ゆっくり満喫プラン、Birthday床プラ
ンなど、昼・夜の限定プランもありま
す。

※新型コロナウィルス感染拡大予防ガ
イドライン推進事業所ステッカー掲示
、従業員の検温・健康チェック・マス
ク着用、店舗消毒液の設置、店舗消毒
の徹底、換気、座席数を減らし、席の
間隔を空ける、状況により、飛沫防止
パネルの使用をしています。
また、社会情勢により、開催時期の変
更や、イベントの中止、イベントの内
容が変わることがあります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

21.4月下旬

　 ～

22.1月上旬
予定

天橋立パーク＆ク
ルーズ

◇宮津市
・宮津市浜町

※丹後海陸交通株式会
社（天橋立桟橋）
TEL.0772-22-2164

期間中の指定の土曜日、日曜日、祝日
とお盆は宮津桟橋から天橋立への遊覧
船を大幅増便。（期間は変更される場
合があります。）
道の駅「海の京都・宮津」の駐車場に
車を止め、宮津桟橋から渋滞知らずの
船の旅をお楽しみください。（駐車場
（宮津まちなか地域振興拠点施設立体
駐車場）は5時間まで無料）
【料金】
往復　900円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

5.1(土)

　 ～

9.30(木)

鴨川納涼床 ◇鴨川西岸
・京都市下京区、中京
区

※京都鴨川納涼床協同
組合　http://www.kyo
to-yuka.com/　　
※京都総合観光案内所
TEL.075-343-0548

鴨川西岸の二条から五条間の料理屋、
旅館など約90余店が床を組んで夏の涼
をとりながら、京料理だけでなく、フ
レンチ、イタリアン、中華など様々な
ジャンルの料理が楽しめる。

※詳細は公式ホームページまたは各店
舗まで。

◆阪急京都線「京都河原町
」駅下車、各施設へ
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、各施設へ

6月下旬

　 ～

8月上旬

蓮園の開園 ◇三室戸寺
・宇治市莵道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

蓮園に250鉢の色とりどりの蓮が咲き
ます。その光景はさながら極楽浄土の
ようで、「蓮の寺」とも言われていま
す。
【日時】
8時30分～16時30分

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

7.1(木)

　 ～

8.15(日)

七夕笹飾りライト
アップ

◇貴船神社
・京都市左京区鞍馬貴
船町180
TEL.075-741-2016
ホームページ:
http://kifunejinja.j
p/

【日時】
夕暮れ～20時まで

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バス（33系統）で「
貴船」下車、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（52系統
）で「貴船口」下車、京都
バス（33系統）に乗り換え
「貴船」下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車25台、料金/2時
間500円）

7.1(木)

　 ～

9.23(祝)

嵐山の鵜飼 ◇大堰川　　
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町

※嵐山通船株式会社
TEL.075-861-0302

かがり火の中、古式漁法の鵜飼の見物
ができる。
また、屋形船の中で料理をいただくこ
ともできる。
【定休日】
8/16の乗合船は運休
※その他、大雨・増水・強風などによ
り欠航になる場合がありますので事前
にご確認ください。
【日時】
7/1～8/31　19時～21時
　乗合船は19時、20時
9/1～9/23　18時30分～20時30分
　乗合船は18時30分、19時30分
【料金】
乗合船
　大人2,000円
　小人（4歳～12歳）1,000円
貸切船（予約制）
　10人乗　40,000円
　16人乗　52,000円
　20人乗　70,000円

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車
◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩10分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

7.1(木)

　 ～

9.30(木)

宇治川の鵜飼 ◇宇治川
・宇治市宇治塔川

※宇治川観光通船
TEL.0774-21-2328
※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3353

夏の夜の川面に、匠と鵜がおりなすド
ラマの世界。情緒あふれる夏の風物詩
として知られ、平安時代からの古い歴
史をもち、今昔物語やかげろう日記に
その風情が記されている。
【日時】
19時出船（7月～8月）
18時30分出船（9月）
【料金】
貸切船
　10人乗り　27,500円
　15人乗り　41,250円
　20人乗り　55,000円
乗合船
　大人　2,000円
　小学生　1,000円

※増水時は運航できないので事前に問
い合わせを。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩15分

7.2(金)

　 ～

8.16(月)

しょうざんビアガ
ーデン

◇しょうざんリゾート
京都（ノベルヴィラ
ウッドデッキ リバー
サイド）
・京都市北区衣笠鏡石
町47
TEL.075-491-5101

※雨天時はノベルヴィ
ラ内

洛北・鷹峯の広大な敷地を流れる紙屋
川の爽やかな風を感じながら邸宅のお
庭で、少しRichなリゾートビアガーデ
ンが楽しんでいただけます。
【定休日】
8/9・8/16を除く、月・火曜日
【日時】
17時～21時（ラストオーダー20時30分
）
※最終入店　19時30分
※当日18時までの予約制となります。

※ハワイアンフラダンス
開催日　7/7・7/16・7/21・7/30・8/4
Ⅰ部　17時～19時（フラダンス　17時
30分頃～）
Ⅱ部　19時30分～21時30分（フラダン
ス　20時頃～）
雨天の場合は室内にて実施します。
【料金】
1名　5,500円（税込）・8,800円（税
込）
いずれもフリードリンク付
※受付は2名様から承ります。

◆JR各線「京都駅」から四
条大宮経由市バス（6系統
）「土天井町」下車、徒歩
5分
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス（北1系統）
「土天井町」下車、徒歩5
分

7.10(土)

　 ～

8.1(日)

観蓮会 ◇法金剛院
・京都市右京区花園扇
野町49
TEL.075-461-9428
FAX.075-463-7057
ホームページ:
http://houkongouin.c
om/

名勝に指定されている回遊式庭園には
、90品種もの蓮が色とりどりに次々と
咲き競います。
【日時】
7時開門
受付終了　11時30分（12時閉門）
【料金】
拝観料　500円

※完全予約制（公式ホームページまた
は電話にて予約受付）

◆市バス（91、93系統）「
花園扇野町」下車、徒歩2
分
◆JR嵯峨野線「花園」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10～15台、バス
5台、料金/無料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

7月中旬

　 ～

9月末予定

天橋立まち灯り
（天橋立砂浜ライ
トアップ）

◇天橋立
・宮津市文珠

※天橋立観光案内所
TEL.0772-22-8030

期間中、19時から22時30分までの間、
毎日、天橋立砂浜をライトアップしま
す。砂浜はブルーに浮かび上がり、煌
めく水面、天橋立の幻想的な空間が広
がります。
【日時】
天橋立まち灯り（天橋立砂浜ライトア
ップ）
　毎日　19時～22時30分

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で10分

7.15(木)

　 ～

8.31(火)

高台寺「百鬼夜行
展」

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

高台寺が所有する新旧2本の百鬼夜行
絵巻や、河鍋暁斎の掛軸などを特別展
示。
【日時】
9時～18時
夜間拝観時は21時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

7.22(祝)

　 ～

8.9(月)

食虫植物展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

ウツボカズラ、サラセニアなど100種
類150鉢を展示。
【日時】
10時～16時
※観覧温室の入室は15時30分まで
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要
）
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

7.23(祝)

　 ～

8.1(日)予定

千日詣 ◇愛宕神社（右京区）
・京都市右京区嵯峨愛
宕町
TEL.075-861-0658
ホームページ:
http://atagojinjya.j
p/

この日に参拝すると千日分のご利益が
あるとされ、山上の神社を目指す人の
列が続きます。
【日時】
9時～16時

※新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、参拝期間を拡大し、夜間の参拝
、神符の授与を中止。（予定）

◆京都バス「清滝」下車、
徒歩約2時間半

7.29(木)

　 ～

8.1(日)

シダ植物展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

7.30(金)

　 ～

8.3(火)

朝顔展 ◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

毎日鉢の入れ替えを行い、延べ約1,00
0鉢を展示。
【日時】
7時～12時
※7時開園
【料金】
入園料
　一般　200円
　高校生　150円
　中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有
り
※70歳以上の方は証明提示で無料

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車、3番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒
歩約10分
◆市バス「植物園前」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

7.31(土)

　 ～

8.1(日)予定

由良ふるさと祭 ◇丹後由良海水浴場、
由良神社
・宮津市字由良

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

1日目19時30分から子供灯ろう流し等
。
2日目14時から中央海水浴場において
由良みかん海中つかみ取りが行われる
。夕方からは模擬店、ビンゴゲームな
どが楽しめる。

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後由良」駅下車、徒歩10分

◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で20分

8.1(日) 大仙院　禅寺体験
教室（夏）

◇大徳寺塔頭　大仙院
・京都市北区紫野大徳
寺町54-1
TEL.075-491-8346
ホームページ:
https://daisen-in.ne
t/

座禅を中心に作務、法話、経文唱和な
ど、楽しく禅寺の雰囲気に親しんでい
ただきます。
【日時】
10時～12時30分（受付は9時30分から
）
【料金】
参加費
　大人（保護者及び高校生以上）　1,
000円
　子供　500円

※要事前予約。（電話受付時間は9時
～16時30分）
※小学生以下の子供だけでの参加はで
きません。必ず保護者の方と一緒に参
加してください。

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩7分

8月上旬 和知太鼓ばち供養 ◇道の駅　和（なごみ
）
・船井郡京丹波町坂原
上モジリ11
TEL.0771-84-1008

古くなったバチを焼納するこの催しは
、毎年夏に道の駅「和（なごみ）」で
開催。焼納が終わると奉納太鼓が行わ
れます。
【日時】
18時～

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩20分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約30分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（90台、大型5台）

8.1(日)

　 ～

8.15(日)の
金･土･日

高台寺浴衣のお茶
会

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

夏の夕涼みがてら、本格的なお点前を
見ながら、お気楽に参加していただけ
る茶会です（椅子席）。
【料金】
一般3,500円、浴衣着用の方3,000円（
拝観込）

※前日までに要予約（参加前日の16時
まで）
当日は17時～18時までに受付

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）
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  開催日   行催(祭)事名  開催場所・問合せ先            内容・その他                   交通機関        

8.1(日)

　 ～

8.18(水)

高台寺夏の夜間特
別拝観

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
FAX.075-561-7387
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

秀吉公の命日（8/18）まで行われる夏
の特別拝観。重文の伽藍や名勝庭園を
闇に照らす幽玄の世界。
【日時】
17時～21時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　250円

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

8月予定 鴨谷の滝アドベン
チャーツアー

◇鴨谷の滝
・城陽市奈島

※(一社)城陽市観光協
会（水曜日休み）
TEL.0774-56-4029
FAX.0774-55-0560

城陽市の南東部に位置する青谷川支流
の渓谷には、京都府の自然200選に選
ばれた「鴨谷の滝」があり、近くには
高塚林道を通って、椎尾ノ滝がありま
す。豊かな自然と渓谷美に恵まれた城
陽の秘境を肌で感じる『アドベンチャ
ー・ウォーキング』と上方温泉「一休
」のお湯を楽しむツアー。
【日時】
9時30分～12時頃

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車、徒歩10分、多賀口か
ら京阪宇治バスで「一休温
泉前」下車

8.6(金) 亀岡大踊り大会（
予定）

◇JR亀岡駅周辺
・亀岡市

※丹波音頭・踊り保存
会（事務局：亀岡市商
工観光課）
TEL.0771-25-5034

丹波地方の代表的な伝統芸能である丹
波音頭を中心に踊る大踊り大会。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩3分

8.7(土)予定 法泉寺　夏祭り ◇法泉寺
・木津川市相楽才ノ神
43
TEL.0774-72-8905

お盆法要のほか、バザー、模擬店、盆
踊り大会など
【日時】
17時～21時30分
お盆法要（本堂にて）、お施餓鬼法要
（やぐら上にて）、法話、バザー・模
擬店　17時～
紙しばい　19時～
カラオケ大会　19時30分～
盆踊り　20時30分～
※カラオケ大会参加の方は7/30までに
お寺まで要申込（先着20名）

※雨天決行
※今後の社会情勢によって変更の場合
あり。

◆近鉄京都線「山田川」駅
下車、徒歩10分
◆近鉄京都線「高の原」駅
下車、徒歩20分
◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（30～40台）

8.7(土) 鬼力の由良川夏ま
つり

◇大江駅周辺
・福知山市大江町河守

※大江山酒呑童子祭実
行委員会（大江まちづ
くり住民協議会）
TEL.0773-56-1055

鬼の里の夏を彩るイベント。コンサー
トや盆踊りなど。
【日時】
夕暮～21時頃

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅下車

8.7(土)

　 ～

8.8(日) 　
予定

本庄祭 ◇浦嶋神社
・与謝郡伊根町本庄浜

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

浦嶋子（浦嶋太郎）を祭神とし、宵宮
には提灯行列、奉納報告祭には勇壮な
太刀振りが演じられる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
75分「浦嶋神社前」下車、
徒歩1分
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8.7(土)

　 ～

8.10(火)

六道まいり（制限
付き）

◇六道珍皇寺
・京都市東山区松原通
東大路西入る
TEL.075-561-4129
ホームページ:
http://www.rokudou.j
p

平安の昔、都人が野辺の送りをした鳥
辺野の入口で「六道の辻」に由来し、
遠い冥界からこの辻を通り里帰りする
先祖の霊をお迎えに詣で供養するお盆
行事。参詣者は冥土にまで響くという
「迎え鐘」をついて精霊を現世に招き
寄せる。
・お盆記念オリジナル紺紙金泥特別朱
印の授与（有料）
・お盆記念オリジナル金紙特別墨書朱
印の授与（有料）
【日時】
6時～22時

※オンラインによる供養受付あり（た
だし、新盆の方についてはご参詣によ
る受付有り）

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

8.8(祝) 七夕祭 ◇梅宮大社
・京都市右京区梅津フ
ケノ川町30
TEL.075-861-2730
FAX.075-861-7593
ホームページ:
http://www.umenomiya
.or.jp

七夕祭とともに、橘清友公例祭が行わ
れる。
【日時】
8月第2日曜日
祭典　9時～
清祓　17時～

◆市バス「梅宮大社前」下
車
◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）
※大型バスは要予約

8.8(日) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

塔内に安置されている薬師如来坐像（
重文・一木造・平安時代後期）を拝す
ることができる。

※晴天時のみ

JR大和路線「加茂」駅から
木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車

8.8(日)予定 千日会観光祭2021
京丹後市 ドラゴ
ンカヌー選手権大
会-メロンカップ-

◇久美浜湾カヌー競技
場
・京丹後市久美浜町　
浜公園

※京丹後市教育委員会
生涯学習課スポーツ振
興室　京丹後市ドラゴ
ンカヌー大会実行委員
会事務局
TEL.0772-69-0630

龍をかたどった華麗なカヌーに10名乗
り込み、太鼓やかけ声に合わせて豪快
な水しぶきをあげながらゴールを目指
し、スピードを競う。激しい着順争い
に目が離せません。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約10分

【駐車場】
有

8.9(月) 穴太寺盂蘭盆精霊
会（予定）

◇穴太寺
・亀岡市曽我部町穴太
東ノ辻46
TEL.0771-22-0605

境内には多くの露店が並び、ほおずき
を買って仏迎えをする人達で賑わう。
亡き人々の御霊をお迎えする行事で、
聖武天皇に始まって以来行われている
。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「穴
太寺前」下車

【駐車場】
有（有料）

8.9(休) 千日参り ◇成相寺
・宮津市成相寺339
TEL.0772-27-0018
FAX.0772-27-1409
ホームページ:
http://www.nariaiji.
jp/

一日の参拝で千日の御利益が観音様よ
り頂ける日として古来より続いている
。祈祷や火わたり修行などが行われる
。
【日時】
11時～　法要
12時～　紫燈護摩
16時～　千日供養
17時～　紫燈護摩、火渡り修行体験
※新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、変更の可能性あり。
【料金】
入山料　500円

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から観光船で「一
の宮」下船、徒歩5分、ケ
ーブル、またはリフトに乗
り換え「傘松公園」下車、
登山バスに乗り換え「成相
寺」駅下車
◆京都縦貫自動車道「与謝
天橋立」ICから車で15分

【駐車場】
有（普通車50台、大型4台
、入山料が必要）
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8.9(休)

　 ～

8.16(月)

万灯供養会 ◇壬生寺
・京都市中京区坊城通
仏光寺上ル
TEL.075-841-3381
ホームページ:
http://www.mibudera.
com

お盆期間の8月9日から8月16日に行わ
れる万灯供養会。
期間中は、約1,200個の先祖供養の灯
籠が点灯される。また、初日にあたる
9日（精霊迎え火）は、本堂の前に作
られた仮設舞台で「壬生六斎念仏踊り
」が19時より奉納される。最終日の16
日（精霊送り火）は、「中堂寺六斎念
仏踊り」が19時30分より奉納される。
【日時】
日没～21時

◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分

【駐車場】
無

8.9(休)

　 ～

8.31(火)

六斎念仏 ◇壬生寺　他
・京都市中京区他
TEL.075-841-3381

長い歴史に培われた六斎念仏は鉦や太
鼓ではやし、念仏を唱えながら踊る民
俗芸能で、重要無形民俗文化財に指定
されています。お盆を中心に、京の町
のあちこちで踊りなどが繰りひろげら
れます。
※公開日・時間は予定　事前確認要
壬生寺　8/9　19時頃～
        8/16　19時30分頃～
千本ゑんま堂　8/14　19時頃～
西方寺　8/16　21時頃～
上御霊神社　8/18　20時30分頃～
上善寺　8/22　20時頃～
浄禅寺　8/22　19時30分頃～
阿弥陀寺　8/23　20時頃～
吉祥院天満宮　8/25　20時頃～
梅宮大社　8/29（最終の日曜日）　19
時頃～
蔵王堂光福寺　8/31　19時頃～

※◇千本ゑんま堂
TEL.075-462-3332
◇西方寺
TEL.075-492-5889
◇上御霊神社
TEL.075-441-2260
◇上善寺
TEL.075-231-1619
◇浄禅寺
TEL.075-691-3831
◇阿弥陀寺
TEL.075-881-2316
◇吉祥院天満宮
TEL.075-691-5303
◇梅宮大社
TEL.075-861-2730
◇蔵王堂光福寺
TEL.075-921-3625

〈壬生寺〉
◆市バス「壬生寺道」下車
、徒歩5分
◆阪急京都線「大宮」駅下
車、徒歩10分～15分
〈千本ゑんま堂〉
◆市バス「千本鞍馬口」下
車
〈西方寺〉
◆市バス「神光院前」下車
、徒歩3分
〈上御霊神社〉
◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
駅下車、徒歩3分
〈上善寺〉
◆市バス「出雲路橋」下車
、徒歩3分
◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
駅下車、徒歩5分
〈浄禅寺〉
◆市バス「地蔵前」下車
〈阿弥陀寺〉
◆京都バス「有栖川」下車
〈吉祥院天満宮〉
◆市バス「吉祥院天満宮前
」下車
〈梅宮大社〉
◆市バス「梅宮大社前」下
車
〈蔵王堂光福寺〉
◆JR京都線「桂川」駅下車
、徒歩10分

8.11(水)

　 ～

8.15(日)

あやべ夏あかり&
あやべ盆おどり大
会

◇あやべグンゼスクエ
ア
・綾部市青野町亀無

※あやべ盆おどり大会
実行委員会（あやべ観
光案内所内）
TEL.0773-42-9550

工夫を凝らしたあかりが綾部の夜を彩
ります。最終日の15日には、400年近
くの歴史がある綾部踊りで賑わいます
。

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、北口から東へ徒歩10分
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8月中旬 清流美山のあゆ祭
り

◇美山町自然文化村
・南丹市美山町中
TEL.0771-77-0014

清流美山川で「あゆつかみ」や、田舎
の夏を楽しむイベントを色々開催。花
火大会も開催され、屋台も多数出店さ
れます。
【日時】
12時30分頃～
【料金】
あゆのつかみどり料金
大人　2,000円
小学生以下　1,500円

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
JR山陰線「日吉」駅から市
営バスで「知見口」下車、
徒歩5分

【駐車場】
有（100台、無料）

8月中旬予定 宇川アユまつり ◇丹後町平（宇川）
・京丹後市丹後町平

※京丹後市観光公社丹
後町支部
TEL.0772-75-0437

天然アユが遡上する清流宇川でつかみ
どり体験。取った魚は持ち帰りもでき
、 体験型観光イベントとして実施さ
れている。
【料金】
有料

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「網野」駅から丹
海バスで「平」下車、徒歩
10分

8月中旬

～

8月下旬予定

地蔵盆のとうろう
張り・盆おどり

◇長福寺
・綴喜郡宇治田原町湯
屋谷上西谷9
TEL.0774-88-2240

4つの集落ごとに当屋に集まり、その
年の時勢を盛り込んだ狂句を書き込ん
だ「とうろう」を組み立て、野菜で作
った干支などを飾ってお寺に奉納し、
盆踊りを楽しむ江戸時代から続く地蔵
盆の行事。

◆京阪宇治線「宇治」駅、
JR奈良線「宇治」駅、また
は近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス（緑苑坂
、工業団地行き）で「工業
団地口」下車、徒歩40分

【駐車場】
無（宗円交遊庵やんたんよ
り徒歩（14分）を推奨）

8.12(木) 千年の祈り　万灯
会

◇三千院
・京都市左京区大原来
迎院町540
TEL.075-744-2531
ホームページ:
http://www.sanzenin.
or.jp/

感謝と祈りの心の光を輝かせ、その心
の光をローソクに託して仏様に捧げ、
祈りを捧げます。
【日時】
18時～20時30分（受付終了）

◆京都バス「大原」下車、
徒歩10分

【駐車場】
無（民間駐車場多数有り）

8.14(土) 佐伯灯籠　人形浄
瑠璃（予定）

◇薭田野神社 
・亀岡市薭田野町佐伯
垣内亦1
TEL.0771-22-4549 
ホームページ:
http://www.kyoto-jin
jacho.or.jp/shrine/1
4/60/

薭田野神社、御霊神社、河阿神社、若
宮神社の4社が合同で行う盆行事。国
の重要無形民俗文化財に指定されてい
る。
貞観5年（862）京都御所から薭田野神
社に灯ろうが下賜されたのを祝い、五
穀豊穣を願う地域のまつりとして始
まった。
農作業の様子を表す人形が飾られた5
基の灯籠がみこしとともに地域を練り
歩き、境内には夜店が数多く立ち並ぶ
にぎやかな夏の夜の祭典で、浴衣姿の
人達が大勢繰り出す。
「台灯籠」と呼ばれる移動式の小さな
舞台では、背丈30cmほどの人形を操る
浄瑠璃が演じられる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで約15
分「国道佐伯」下車、徒歩
約3分

【駐車場】
有（10台）

8.14(土) 京都南丹市花火大
会

◇八木大堰橋上下流一
帯
・南丹市八木町西田

※南丹市商工会
TEL.0771-42-5380

川面に映える灯篭流しと共に、豪華な
花火が打ち上げられる。
昭和22年から始まった歴史ある花火大
会。有料観覧席あり。
【日時】
19時30分～20時30分

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩5分
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8.14(土) みわ夏まつり ◇三和荘
・福知山市三和町寺尾
権現4番地

※みわ夏まつり実行委
員会（三和地域協議会
事務局）
TEL.0773-58-4130
※三和荘
TEL.0773-58-3717

ライブコンサートなどのステージ、夜
店、ビンゴゲーム大会、花火大会など
で賑わいます。
【日時】
17時30分～20時30分頃
【料金】
入場無料

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅からJRバス
（園福線）で約30分「丹波
新橋」下車

【駐車場】
有（無料、長田野工業団地
アネックス京都三和内臨時
駐車場）

8.14(土) 城屋の揚松明 ◇雨引神社
・舞鶴市字城屋

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

大蛇伝説とともに伝わる奇祭で、深夜
、15ｍの大松明に小松明を投げあてて
点火する勇壮な火祭り。

◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で15分

8.14(土)

　 ～

8.16(月)

東大谷万灯会 ◇大谷祖廟
・京都市東山区円山町
477

※大谷祖廟事務所
TEL.075-561-0777

浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の墓所で東
本願寺の飛地境内地でもある大谷祖廟
で開催。夏の暑いお盆参りを「涼しい
夜に」と始められた。期間中は、境内
全域で約1万個の提灯が灯り東山の夕
闇を彩る。
【日時】
18時～21時
【料金】
献灯志　2,500円

※新型コロナウイルス感染拡大の状況
に応じて、中止となる場合がございま
す。

◆市バス「祇園」下車、徒
歩10分

【駐車場】
無

8.14(土)

　 ～

8.16(月)

福知山ドッコイセ
まつり

◇福知山市広小路通り
・福知山市

※福知山ドッコイセま
つり実行委員会
TEL.0773-22-2108
※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

官公庁、事業所、自治会ほか各種団体
等の「連」による参加と一般市民が老
若男女の別なく自由に参加して福知山
踊りを繰り広げます。ドッコイセ子ど
も大会等が行われます。

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車、徒歩
10分

8.14(土)

　 ～

8.16(月)予
定

宮津盆おどり大会 ◇島崎公園、本町・駅
前通り
・宮津市字島崎・字本
町

※宮津燈籠流し花火大
会実行委員会（宮津商
工会議所内）
TEL.0772-22-5131

14日（島崎公園）　19時30分から盆踊
り大会
15日（本町・駅前通り（予定））、市
民総踊り大会（飛び入り歓迎）
16日（島崎公園）　花火打ち上げ終了
後、盆踊り大会が島崎公園にて行われ
る。（予定）

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道「宮津
天橋立」ICから車で5分

8.15(日) 小橋の精霊船 ◇小橋
・舞鶴市

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

海嶠寺にまつられた施餓鬼法要の旗や
お供物、家々の門に設けられたお供物
が、子供たちの手で精霊船に積み込ま
れ、沖に流されます。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら京都交通バスで「小橋」
下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で30分

8.16(月) 西光寺六斎念仏踊
り

◇西光寺
・南丹市八木町美里
TEL.0771-42-3417

お盆の頃に執り行われる。浴衣姿に鉦
と太鼓という素朴な出で立ちで行われ
る。念仏で始まり念仏で終わるといわ
れ、前奏の「六鼓」、後奏の「花振」
に分かれている。約280年前に始まっ
たこの念仏踊り、戦後中断されていた
が地元の人による六斎念仏保存会が結
成され、昭和60年には、京都府無形文
化財に指定された。

◆JR嵯峨野線「吉富」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有（10台、無料）
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8.16(月) 吉原の万灯籠 ◇舞鶴市字吉原 伊佐
津川下流
・舞鶴市

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

19時30分頃、伊佐津川下流で繰り広げ
られる。吉原音頭、舞鶴音頭にのせて
踊りも行われる。
約300年前、くらげの大群と不漁に苦
しんだが海神の心を和らげ、くらげ退
治、海難防止、豊漁等を祈願して行わ
れてきたもの。

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅下車、徒歩15
分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で20分

8.19(木) 大井神社花まつり
（予定）

◇大井神社
・亀岡市大井町並河1-
3-25
TEL.0771-22-5066

大井神社の夏祭りで、各町内から1.2m
の大松を主体にした立花が奉納される
。夜おそくまで露店が並びにぎやかに
行われる。

◆JR嵯峨野線「並河」駅下
車、徒歩約10分

8.19(木)

　 ～

8.22(日)

立秋の山野草展 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
シヨガキ5
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045
ホームページ:
http://www.ktb.zaq.n
e.jp/gfals309/

季節の山野草の寄せ植え作品を展示。
【日時】
入園時間　9時～16時
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円
※展示室、温室は入場無料

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約50台）

8.20(金) 宵弘法 ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
FAX.075-871-0055
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

「宵弘法」とは、お盆に迎えられ供養
を受けたご先祖を、再びみ仏の浄土へ
送るため、大覚寺大沢池を舞台に「嵯
峨の送り火」としてつとめる法要です
。
【日時】
18時～20時頃（予定）
【料金】
大人　300円
小・中学・高校生　100円（日中参拝
された方も別途参拝料が必要）
（献灯には別途料金が必要）

◆市バス「大覚寺」下車

8.20(金)　
予定

おべっさん ◇蛭子神社
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

亀島4地区の若者等が、海の安全と豊
漁を祈願し船で青島の蛭子神社を参拝
。帰りに行われる八丁櫓の伝馬船によ
る「こばりあい（競合）」が見どころ
。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
55分「伊根」下車

8月下旬予定 穴文殊大祭 ◇穴文殊
・京丹後市丹後町尾和

※京丹後市観光公社丹
後町支部
TEL.0772-75-0437

穴文殊はもんじゅさんとして親しまれ
、清涼山九品寺に文殊菩薩が祀られ智
恵の神様として当日は夜店で賑わう。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「網野」駅から丹
海バスで「穴文殊」下車

8.23(月) 本尊地蔵尊秘仏御
開帳

◇十輪寺
・京都市西京区大原野
小塩町481
TEL.075-331-0154
FAX.075-331-0154

伝教大師ご自作の本尊延命地蔵尊御開
帳
【日時】
11時～17時
【料金】
拝観料　400円

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「小塩」下車
、徒歩2分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「小塩」下
車、徒歩2分
◆阪急バス「灰方」下車、
徒歩25分

【駐車場】
有（普通車20台、バス3台
、無料）
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8.23(月)

　 ～

8.24(火)

福知山ドッコイセ
まつり

◇福知山市広小路通り
、福知山駅北口公園
・福知山市

※福知山ドッコイセま
つり実行委員会
TEL.0773-22-2108
※福知山観光案内所
TEL.0773-22-2228

官公庁、事業所、自治会ほか各種団体
等の「連」による参加と一般市民が老
若男女の別なく自由に参加して福知山
踊りを繰り広げます。プラカードコン
テスト、学生大会等が行われます。

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車、徒歩
10分

8.24(月) 泉橋寺地蔵祭り
（数珠繰り）

◇泉橋寺
・木津川市山城町上狛
西下55
TEL.0774-86-2426

日本一大きいといわれる石造地蔵菩薩
坐像のまわりを、住職の念仏に合わせ
て子供たちが百万遍の数珠をまわし祈
願する。
【日時】
19時開始

※雨天決行

◆JR奈良線「上狛」駅下車
、徒歩15分

【駐車場】
無

8.24(火)　
予定

あげ松（松あげ） ◇鶴ヶ岡・盛郷・芦生
・南丹市美山町

※鶴ヶ岡振興会
TEL.0771-76-9020
ホームページ:
https://miyamanavi.c
om/event/agematsu

高さ20ｍの「灯篭木」という大松明の
上にある「火うけ」に松の芯で作った
松明に火をつけ投げ入れる。燃え落ち
る火が夜空に映え、非常に美しい。五
穀豊穣と無火災を祈願して行われる。

〈芦生〉
◆各線「京都」駅からJRバ
スで「周山」下車、市営バ
スに乗り換え「安掛」下車
、乗り換えて「知見口」下
車、乗り換え「出合」下車
、乗り換え「芦生」下車
〈鶴ヶ岡、盛郷〉
◆「周山」まで上記に同じ
「周山」から市営バスで「
静原」下車、乗り換えて「
鶴ヶ岡」、「盛郷」へ
※夜は運行していません。

8.24(火) 牧山の松明 ◇普門院
・南丹市日吉町中世木

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

万灯籠と愛宕信仰が習合した火祭り。
大小の松明が夏の夜空を焦がす。
府登録無形民俗文化財。

◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから車で約20分

8.25(水) 写経会 ◇百萬遍知恩寺
・京都市左京区田中門
前町103
TEL.075-781-9171
ホームページ:
http://hyakusan.jp/

毎月15日に行われる。（8月のみ25日
）午前中に一枚起請文の写経と法話。
午後からの大殿法要中に大念珠繰り有
り。

※新型コロナウイルス感染症に関する
「緊急事態宣言」等発令により、内容
等を変更する場合が有ります。詳しく
は、公式ホームページ等でご確認くだ
さい。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

8.25(水) 長岡天満宮　夏ま
つり

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13
TEL.075-951-1025

境内に約100店の夜店が出店。他に、
長岡京音頭・江州音頭の盆おどり大会
(予定)など。

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩10分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

8.28(土)　
予定

伊根花火 ◇伊根小学校前
・与謝郡伊根町字平田

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

伊根湾を覆い尽くす花火が打ち上がり
、その輝きと舟屋の町並みが波穏やか
な海面に浮かび上がる他、舟屋群を御
神燈（提灯）でライトアップするなど
のイベントが催される。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
55分「伊根」下車
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8.28(土)

　 ～

8.29(日)

千灯供養 ◇あだし野念仏寺
・京都市右京区嵯峨鳥
居本化野町17
TEL.075-861-2221
FAX.075-881-9800
ホームページ:
http://www.nenbutsuj
i.jp/

※入山予約不要
夏の終わりを告げる嵯峨野の風物詩。
付近から出土した多くの石仏や石塔が
念仏寺の境内に集められており、それ
らに灯明を捧げて供養します。
【日時】
17時30分（開門）～20時30分（受付終
了）
【料金】
入山料（行事協力費）1,000円

※急遽中止となる可能性あり
最新情報は公式ホームページをご確認
ください。

◆京都バス「鳥居本」下車
、徒歩5分

【駐車場】
無（民間の有料駐車場有り
）

8.28(土)

　 ～

8.29(日)

やくの高原まつり ◇夜久野高原芝生広場
及び道の駅農匠の郷や
くの
・福知山市夜久野町平
野

※やくの高原まつり実
行委員会
TEL.090-6820-5774

やくの高原夏の一大イベント。ステー
ジイベント、模擬店など盛りだくさん
の楽しいイベントが行われる予定。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止・縮小することがありま
す。

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で鳥取
方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）
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