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夏の観光だより

花だより

その他
  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先 内容・その他 交通機関

上京区 桔梗 6月下旬
～

9月上旬

◇廬山寺
・京都市上京区寺町通
広小路上ル北之辺町39
7
TEL.075-231-0355
FAX.075-231-1357
ホームページ:
http://www7a.biglobe
.ne.jp/~rozanji/

廬山寺は紫式部の邸宅が、こ
の寺院内にあったと言われ、
白砂を敷き詰め、緑濃い苔を
配した「源氏の庭」に紫の桔
梗が咲き、紫式部を偲ばせる
。

◆市バス「府立医大病院前
」下車、徒歩約5分

左京区 すいれん 5月上旬

～

9月上旬

◇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

すいれんが水に浮き、飛び石
を渡る。中神苑にある蒼竜池
は、さながら夢の世界。（午
前中が見頃）

◆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

左京区 花しょうぶ 6月上旬 ◇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

約2,000株の花しょうぶが、
濃紺、薄紫、絞り、白斑など
色・模様とりどりに咲き揃う
。

◆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

左京区 あじさい 6月中旬

～

7月上旬

◇詩仙堂
・京都市左京区一乗寺
門口町27
TEL.075-781-2954

しっとりとガクアジサイが咲
くかたわらで、快い「ししお
どし」の音が響きます。

◆市バス「一乗寺下り松町
」下車、徒歩7分

【駐車場】
有（民間の有料駐車場）

左京区 あじさい 6月下旬

～

7月上旬

◇三千院
・京都市左京区大原来
迎院町540
TEL.075-744-2531
FAX.075-744-2480
ホームページ:
http://www.sanzenin.
or.jp/

1,000株以上のあじさいが花
を咲かせる。一般種に加えて
山紫陽花、ガクアジサイ等、
種類も豊富。

◆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）

東山区 桔梗 6月下旬

～

7月上旬

◇東福寺塔頭・天得院
・京都市東山区本町15
丁目802
TEL.075-561-5239

「桔梗を愛でる特別拝観」
東福寺の塔頭。桔梗の開花に
合わせて公開される。杉苔に
覆われた枯山水の庭に凛と咲
く。

◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩7分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩7分

※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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右京区 花しょうぶ 5月下旬

～

6月中旬

◇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

3,000坪の広い神苑の咲耶(さ
くや)池にある「池中亭茶室
」。その水際には濃紫、薄紫
、白など色とりどりの花しょ
うぶが咲き揃う。

◆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

右京区 あじさい 5月下旬
～

6月下旬

◇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

山紫陽花を含む120種1,200株 ◆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

右京区 すいれん 5月下旬

～

8月下旬

◇龍安寺
・京都市右京区竜安寺
御陵ノ下町13
TEL.075-463-2216

山門左手の大きな鏡容池には
梅雨時から盛夏にかけて白や
赤、黄色など様々なすいれん
が早朝から昼頃まで姿を見せ
る。（午前中が見頃）

◆市バス「竜安寺前」下車
すぐ
◆市バス「立命館大学前」
下車、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間まで無
料）

右京区 沙羅 6月中旬

～

6月下旬

◇東林院
・京都市右京区花園妙
心寺町
TEL.075-463-1334

「沙羅の花を愛でる会」
妙心寺の塔頭で通称「沙羅双
樹の寺」。方丈庭園に十数本
の沙羅の木があり白い花を咲
かせます。

※拝観は期間中のみ（6/15～
6/30）

◆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

右京区 沙羅双樹 6月下旬

～

7月上旬

◇鹿王院
・京都市右京区嵯峨北
堀町24
TEL.075-861-1645
FAX.075-861-1645

沙羅双樹が杉苔で覆われた平
庭式枯山水庭園と同時に鑑賞
できます。

◆市バス「下嵯峨」下車、
徒歩2～3分
◆嵐電嵐山本線「鹿王院」
駅下車、徒歩3分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩5～6分

【駐車場】
有（普通車5台）

右京区 ハス 7月上旬

～

7月下旬

◇天龍寺
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町68
TEL.075-881-1235
FAX.075-864-2424
ホームページ:
http://www.tenryuji.
com

参道途中にある勅使門の西側
の放生池は無料で見学できる
こともあり早朝から賑わいま
す。

◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車すぐ
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車すぐ
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩13分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車120台／1,000円
、バス20台／1時間1,000円
、以降30分ごとに500円追
加）
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右京区 ハス 7月上旬

～

8月上旬

◇法金剛院
・京都市右京区花園扇
野町49
TEL.075-461-9428
FAX.075-463-7057

名勝に指定されている回遊式
庭園には大賀ハスや即非蓮な
ど90品種もの蓮が次々と咲き
揃う。（午前中が見頃）

◆市バス「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20台、バス5台
、料金/無料）

西京区 さつき 6月上旬
～

6月中旬

◇善峯寺
・京都市西京区大原野
小塩町
TEL.075-331-0020

さつきの刈り込みが美しく花
のころ3万坪の広い境内のあ
ちこちに、紅い花の小山がで
きる。

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「善峯寺」下
車、徒歩8分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「善峯寺」
下車、徒歩8分

西京区 あじさい 6月中旬

～

6月下旬

◇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

静かな境内の斜面に広がる庭
園「あじさい苑」で、約30品
種1,000株のアジサイが観賞
できます。

◆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）

伏見区 青もみじ 5月中旬

～

8月上旬

◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7
TEL.075-623-0846
ホームページ:
http://www.jonangu.c
om/

もみじ100本。
青苔とともに清々しい緑の葉
が美しい。
【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（普通車200台、バス10
台、料金/無料）

伏見区 あじさい 6月上旬

～

7月上旬

◇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/

3,500株のあじさいが薄紅、
薄紫、青、紅と日々七変化を
見せる。
日程は年によって多少前後し
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

山科区 すいれん 5月中旬

～

7月中旬

◇勧修寺
・京都市山科区勧修寺
仁王堂町27-6
TEL.075-571-0048

平安様式そのままの氷室池一
面にすいれんが数限りなく浮
かぶ。（午前中が見頃）

◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、西へ徒歩6分

【駐車場】
有（普通車30台、バス4台
、料金/無料）

向日市 ひまわり 8月上旬

～

8月中旬

◇向日市
・向日市物集女町（予
定）

※向日市産業振興課
TEL.075-931-1111

休耕田を活用した景観形成を
目的として、地元農家組合が
取り組んでいる。(見学無料)

◆阪急京都線「東向日」駅
、または阪急京都線「洛西
口」駅下車、徒歩5～20分
◆JR京都線「向日町」駅、
またはJR京都線「桂川」駅
下車、徒歩5～20分

【駐車場】
無
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長岡京市 カキツバタ、
ハナショウブ
、ハス

5月上旬

～

7月下旬

◇八条ヶ池
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市商工観光課
TEL.075-955-9515

八条ヶ池の西池には水生植物
が咲き誇り、市民や観光客の
目を楽しませている。

◆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

長岡京市 あじさい 6月下旬

～
7月上旬

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

境内にある約4,500株のあじ
さいを楽しめる。
庭園は府指定の名勝で、「あ
じさいのみち」も整備されて
いる。

◆阪急京都線「西山天王山
」駅からタクシーで7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30分

宇治市 あじさい 6月上旬

～

7月上旬

◇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、30種
10,000株のあじさいは、関西
屈指のもの。
【料金】
入山料　500円

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分
※6/1～6/30は京阪宇治線
「宇治」駅、JR奈良線「宇
治」駅から直通バス有り

【駐車場】
有（有料）

宇治市 あじさい 6月中旬

～

6月下旬

◇恵心院
・宇治市宇治山田67
TEL.0774-21-3942

 
 

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分

宇治市 ハス 7月 ◇三室戸寺
・宇治市菟道滋賀谷21
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

京田辺市 蓮 7月中旬 ◇酒屋神社脇蓮池
・京田辺市興戸宮ノ前
100

※京田辺市観光案内所
TEL.0774-68-2810

淡いピンクの花が明け方に開
花する。
自由に見学できる。 

◆近鉄京都線「興戸」駅下
車、徒歩30分
◆JR学研都市線「同志社前
」駅下車、徒歩30分

京田辺市 蓮 7月中旬 ◇JR同志社前駅　蓮池
・京田辺市三山木垣ノ
内61

※京田辺市観光案内所
TEL.0774-68-2810

淡いピンクの花が明け方に開
花する。
自由に見学できる。 

◆JR学研都市線「同志社前
」駅下車すぐ
◆近鉄京都線「興戸」駅下
車、徒歩2分

木津川市山城
町

ささゆり 6月 ◇山城町森林公園
・木津川市山城町神童
子三上山1番地
TEL.0774-86-4507
FAX.0774-86-4507

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、徒歩80分
◆JR奈良線「棚倉」駅から
車で10分
◆国道24号開橋交差点から
東へ5km

【駐車場】
有（料金/500円）
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木津川市加茂
町

あじさい 6月中旬

～

7月上旬

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

境内に約5,000本のあじさい
が咲き乱れる。

◆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
◆JR大和路線「奈良」駅、
または近鉄奈良線「近鉄奈
良」駅から奈良交通バスで
「浄瑠璃寺」下車、木津川
市コミュニティバス（当尾
線）に乗り換え「岩船寺」
下車

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

すいれん 6月中旬

～

7月下旬

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

◆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
◆JR大和路線「奈良」駅、
または近鉄奈良線「近鉄奈
良」駅から奈良交通バスで
「浄瑠璃寺」下車、木津川
市コミュニティバス（当尾
線）に乗り換え「岩船寺」
下車

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

桔梗 7月中旬 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

◆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
◆JR大和路線「奈良」駅、
または近鉄奈良線「近鉄奈
良」駅から奈良交通バスで
「浄瑠璃寺」下車

亀岡市 藤 5月中旬

～

6月上旬

◇千代川　　
・亀岡市千代川町北ノ
庄

川沿いに自生している。（府
道長谷八木線）

◆JR嵯峨野線「千代川」駅
下車、徒歩40分

亀岡市 バラ 5月中旬

～

6月下旬

◇ガレリアかめおか
・亀岡市余部町宝久保
1番地の1
TEL.0771-29-2700
FAX.0771-25-5881
ホームページ:
http://www.galleria.
city.kameoka.kyoto.j
p/

36種類約1,300本のバラが咲
き、心地よい香りと色とりど
りのバラの花が楽しめる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「ガ
レリアかめおか」、または
亀岡市コミュニティバス（
西コース）で「ガレリアか
めおか」下車
◆京都縦貫自動車道「亀岡
」ICから約3分

【駐車場】
有（地上191台、地下187台
）

亀岡市 岩つつじ 5月下旬

～

7月上旬

◇保津峡
・亀岡市保津町下中島
1

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

初夏の保津峡を彩るイワツツ
ジ。険しい岩場に美しく咲く
花を舟上から楽しめる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分
◆嵯峨野観光鉄道「トロッ
コ亀岡」駅から京阪京都交
通バスで「保津川乗船場前
」下車

【駐車場】
有（80台、大型バス可）



148　　２０１７夏・秋 花だより　その他

  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

亀岡市 ききょう 6月下旬

～

7月下旬

◇谷性寺（光秀寺）周
辺
・亀岡市宮前町猪倉

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

明智光秀ゆかりの桔梗が咲き
乱れる谷性寺は「ききょう寺
」として有名。
谷性寺の門前で開催される「
丹波/亀岡ききょうの里」（6
/24～7/23）では全国的にも
めずらしいピンクや八重咲き
のききょうも見られる。
【料金】
入園料　500円(中学生以上)
小学生以下無料
前売券　400円

◆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

亀岡市 蓮 7月

～

8月

◇平の沢公園
・亀岡市馬路町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

鮮やかな緑の葉と淡紅色の花
が次々と咲く。他にも水鳥や
水生植物が多く見られる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
池尻」下車

【駐車場】
有

亀岡市 オニバス 8月 ◇平の沢公園
・亀岡市馬路町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

直径2mにもなる丸い葉と、直
径4cmほどの赤紫の花をつけ
る。京都府内唯一の自生地と
して知られる。（平の沢公園
内）

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
池尻」下車

【駐車場】
有

亀岡市 そばの花 8月下旬

～

9月下旬

◇犬甘野営農組合周辺
・亀岡市西別院町

※犬甘野営農組合（木
曜日休日）
TEL.0771-27-2189

そば畑一面に白いかれんな花
を咲かせる。花を見ながらそ
ばも味わえる。

◆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（西別院コース）
に乗り換え「上ノ谷」下車

南丹市日吉町 あじさい 6月中旬 ◇日吉町木住地区「あ
じさいロード」
・南丹市日吉町木住

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

地区内を通過する道路に、地
元住民が約20年前からあじさ
いを植裁。
「木住口」バス停から約2km
にわたってあじさいが楽しめ
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで8分「木住口」
下車
※日曜日、祝日はバス運休
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約15分

京丹波町 シャクナゲ、
ササユリ

5月上旬

～

6月下旬

◇長老ヶ岳
・船井郡京丹波町仏主

※京丹波町和知支所
TEL.0771-84-0200

◆JR山陰線「和知」駅から
町営バスで「仏主」下車、
約2時間で登頂できる
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号～府道12号～府道51号

【駐車場】
有（長老山森林公園駐車場
）

京丹波町 サルビア 5月下旬

～

11月中旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※公園センター
TEL.0771-82-0300

こどもの広場、プランター等
【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から国道9号で約5分

京丹波町 マリーゴール
ド

6月上旬

～

11月上旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※公園センター
TEL.0771-82-0300

こどもの広場、プランター等
【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から福知山方面へ約5
分
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京丹波町 ササユリ 6月中旬

～

6月下旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

ささゆりの丘では、5月中旬
頃につぼみをつけたササユリ
が6月中旬頃には開花。

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

【駐車場】
有（約70台）

京丹波町 ヤマアジサイ 6月中旬

～

6月下旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

【駐車場】
有（70台）

京丹波町 アジサイ、ホ
タルブクロ

6月中旬

～

6月下旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

【駐車場】
有（70台）

京丹波町 しょうぶ 6月中旬

～

6月下旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※公園センター
TEL.0771-82-0300

ショウブ池　3,000株 ◆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から福知山方面へ約5
分

京丹波町 ひまわり ７月中旬

～

８月上旬

◇グリーンランドみず
ほ
・船井郡京丹波町大朴
TEL.0771-86-1512

名物となっているイチョウ並
木に咲く向日葵がきれい。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「桧山」下車、
町営バスに乗り換え「道の
駅前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約15分

綾部市 バラ 5月中旬

～

6月中旬

◇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

平和と命の大切さを伝える「
アンネのバラ」を始め、1,20
0本のバラが植栽されている
。
【定休日】
火曜日（祝日の場合は翌日）
【日時】
9時～17時
【料金】
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）

綾部市 あじさい 6月中旬

～

7月中旬

◇東光院
・綾部市上延町堂ノ奥
7
TEL.0773-42-2432

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（東西線）で「上
延町八反」下車、徒歩15分

綾部市 ハス 7月中旬

～

8月中旬

◇極楽寺
・綾部市白道路町鎌倉
田34
TEL.0773-49-0720

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（篠田桜が丘線）
で「極楽寺」下車すぐ
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綾部市 サルスベリ 8月中旬

～

9月上旬

◇楞厳寺
・綾部市舘町楞厳寺6

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

樹齢約400年の古木 ◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「舘」下車、徒歩15分

福知山市 あじさい 6月中旬

～

7月中旬

◇觀音寺（福知山市）
・福知山市観音寺1067
TEL.0773-27-1618

境内には約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。
あじさい祭も開催される。

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅から京都交
通バスで「観音寺」下車、
徒歩5分
◆JR山陰本線「石原」駅下
車、徒歩15分

福知山市夜久
野町

ベゴニア等 通年 ◇道の駅農匠の郷やく
の内　やくのベゴニア
園
・福知山市夜久野町平
野232-54
TEL.0773-38-9227

ふわふわ芝生と季節の花。家
の庭仕立ての数種類の庭。花
と緑いっぱいのスペースでカ
フェメニューを楽しめます。
見渡す夜久野高原の景色と風
、鳥のさえずり、花の香りを
感じながらデッキでのバーベ
キューやグランピングも楽し
めます。
【定休日】
水曜日（祝日の場合は翌日）
【日時】
10時～17時

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩7分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
内、無料）

福知山市夜久
野町

あじさい 6月下旬

～

7月上旬

◇円満院
・福知山市夜久野町畑
879
TEL.0773-37-0573

境内に約1,500株のあじさい
が植えられており、青・ピン
ク・紫・白など様々な色のあ
じさいが咲き乱れる。

※福知山観光協会夜久野支部
TEL：0773-37-1103

◆JR山陰本線「下夜久野」
駅から市営バス（畑線）で
13分「小畑」下車すぐ

【駐車場】
有

福知山市大江
町

谷卯木（タニ
ウツギ）

5月下旬

～

6月

◇大江山一帯
・福知山市大江町

※福知山市役所大江支
所
TEL.0773-56-1102

華やかなピンク色の谷卯木の
花を開かせ、大江山への登山
者や観光客を楽しませてくれ
る。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市バスで約20分
「大江山の家」下車

舞鶴市 あじさい 6.9(金)

～

7.9(日)

◇舞鶴自然文化園
・舞鶴市多祢寺24-12

※公益財団法人舞鶴市
花と緑の公社
TEL.0773-68-1187
ホームページ:
http://maizuru-hanam
idori.com

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】
大人　300円
小人　150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）

与謝野町 あじさい 6月中旬

～

6月下旬

◇上司谷公園
・与謝郡与謝野町金屋

※与謝野町観光交流課
TEL.0772-43-9016

約4,000㎡の園内には、3,000
本の色とりどりのあじさいが
咲く。渓流の散策も楽しめる
。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで15
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら17分

与謝野町 ひまわり 7月下旬

～

8月上旬

◇リフレかやの里周辺
・与謝郡与謝野町金屋

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

約5haの畑を利用してひまわ
りを咲かせます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで15
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら15分
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伊根町 さつき、つつ
じ

5月上旬

～

6月下旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://ine-kankou.jp

6,896㎡の敷地内に色々な木
や花が植えられている。
鑑賞：花、樹姿　低木0.5m～
1m、花色：赤

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆宮津からR178を北へ車で
45分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らR176～R178（約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

伊根町 あじさい 6月

～

7月中旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://ine-kankou.jp

6,896㎡の敷地内に色々な木
や花が植えられている。
鑑賞：花、樹姿、低木1.5m～
2m、花色：淡碧、淡紅紫、白

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆宮津からR178を北へ車で
45分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らR176～R178（約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

伊根町 クチナシ 6月

～

7月

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://ine-kankou.jp

6,896㎡の敷地内に色々な木
や花が植えられている。
鑑賞：花、樹姿、葉、低木1m
～3m、花色：白

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆宮津からR178を北へ車で
45分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らR176～R178（約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

京丹後市弥栄
町

あじさい 6月下旬

～

7月下旬

◇スイス村森林公園
・京丹後市弥栄町野中
TEL.0772-66-0036

スイス村森林公園内一部（丹
後縦貫林道周辺）
道沿い一面に咲き誇ります。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅からタクシーで約40
分
◆京都から車で約3時間30
分

京丹後市久美
浜町

トウテイラン 8月中旬

～

9月中旬

◇箱石浜海岸
・京丹後市久美浜町箱
石

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

中国の有名な湖「洞庭湖」の
水のように美しい藍色の花が
咲くことから命名された非常
に貴重な植物。
自生のものは大変珍しく、京
都の自然100選にも選ばれて
いる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅から車で約5分


