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秋の観光だより

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 萩 9月下旬
～

10月上旬

◇梨木神社
・京都市上京区寺町通
広小路上ル染殿町
TEL.075-211-0885
FAX.075-257-2624
ホームページ:
http://nashinoki.jp/

境内一円に植え込まれた萩が
咲き始める。

◆市バス「府立医大病院前
」下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車5台程度、料金/
無料）
※ただし、9月～10月上旬
の土曜日、日曜日、祝日は
ほとんど駐車不可。神社の
南側に御苑駐車場、東側に
府立医大病院駐車場（とも
に有料）がある。

北区 萩 9月上旬 ◇賀茂別雷神社（上賀
茂神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011
FAX.075-702-6618
ホームページ:
http://www.kamigamoj
inja.jp/

百人一首のならの小川、また
御物忌川（オモノイガワ）の
縁に咲きます。

◆市バス「上賀茂神社前」
、または京都バス「上賀茂
神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
、または市バス「御薗口町
」下車

【駐車場】
有（170台、30分100円）

左京区 萩 9月中旬 ◇大本山南禅寺
・京都市左京区南禅寺
福地町
TEL.075-771-0365

法堂の前に咲きます。 ◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩10分
◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車25台、バス15台
、料金／普通車1,000円、
バス3,000円）
※ただし、2時間以内

左京区 萩 9月中旬 ◇賀茂御祖神社（下鴨
神社）
・京都市左京区下鴨泉
川町59
TEL.075-781-0010
FAX.075-781-4722
ホームページ:
http://www.shimogamo
-jinja.or.jp/

境内の「糺（ただす）の森」
は平安の面影がいっぱい。

◆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

左京区 萩 9月中旬 ◇迎称寺（こうしょう
じ）
・京都市左京区浄土寺
真如町22
TEL.075-761-6680

土塀に囲まれたお寺で、その
塀に沿って萩が咲く。大和の
古寺のような風景。

※お寺は非公開

◆市バス「錦林車庫前」下
車、徒歩10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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左京区 コスモス 9月中旬

～

10月下旬

◇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/

総面積24万㎡の広大な園内に
は、桜、椿、花しょうぶ、ア
ジサイなど四季折々の花が鑑
賞できます。秋には4～5,000
株のコスモスが順次咲き、秋
を満喫することができます。
【日時】
9時～17時(入園は16時まで)
観覧温室　10時～16時(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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1200円）

左京区 菊 10月下旬

～

11月中旬

◇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/

大菊、小菊、盆栽仕立、懸崖
仕立、洋菊、古典菊と品種も
多く、植物園ならではの菊花
展です。
【日時】
9時～17時(入園は16時まで)
観覧温室　10時～16時(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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1200円）

右京区 萩 9月中旬 ◇二尊院
・京都市右京区嵯峨二
尊院門前長神町27
TEL.075-861-0687
FAX.075-861-7972

嵯峨野の秋、門をくぐると萩
の花道。

※平成27年2月から平成28年9
月まで、本堂改修工事の為、
本尊・本堂の拝観はできませ
ん。通常拝観はできます。

◆市バス「嵯峨小学校前」
、または京都バス「嵯峨小
学校前」下車、徒歩10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20分

【駐車場】
有（普通車15台、無料）
※バス不可
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右京区 嵯峨菊 11月上旬

～

11月下旬

◇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/

嵯峨菊は嵯峨天皇の御代、大
沢池の菊ヶ島に自生していた
嵯峨野独特の野菊。
毎秋には一般公開し、必見の
菊花展です。
【日時】
嵯峨菊展
9時～16時30分(受付終了)
【料金】
拝観料(名宝展入館料を含む)
　大人　800円
　小・中学・高校生　600円

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

宇治市 酔芙蓉（すい
ふよう）

9月上旬

～

9月中旬

◇橋寺
・宇治市宇治東内11
TEL.0774-21-2662

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩5分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩15分

【駐車場】
無

宇治市 萩 9月 ◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

平等院鳳凰堂阿字池周辺にピ
ンク系のミヤギノハギと白ハ
ギの２種

◆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10分

【駐車場】
無（近辺に民営駐車場有り
）

木津川市加茂
町

コスモス、そ
ば

10月上旬

～

10月中旬

◇恭仁宮跡
・木津川市加茂町例幣

※木津川市文化財保護
課
TEL.0774-75-1232

恭仁宮跡地を利用し、コスモ
スとそばの花が広がる。
【料金】
無料

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「恭仁京跡」下車

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

亀岡市 彼岸花 9月中旬 ◇曽我部町など
・亀岡市

田園が黄金色に色づくころ、
あぜ道を真っ赤に染め上げる
ように咲き誇る。

◆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

亀岡市 コスモス 9.23(祝)

～

10.29(日)

◇京都丹波/亀岡「夢
コスモス園」
・亀岡市吉川町穴川野
水（亀岡運動公園体育
館横）

※実行委員会事務局
TEL.0771-29-5152

亀岡運動公園体育館横に、20
品種800万本のコスモス園が
広がる。
【料金】
入園料
大人　600円（平日のみ500円
）
小学生　300円
小学生未満無料

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「運
動公園前」下車

【駐車場】
有

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
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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

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

綾部市 萩 9月 ◇正暦寺
・綾部市寺町堂ノ前45

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

平重盛が深く帰依したとされ
、萩の寺としても有名な正暦
寺では9月になると白やピン
クの萩の花が咲き誇ります。

※9/23　萩まつり

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「大本長生殿前」下車、徒
歩7分

綾部市 コスモス 10月 ◇由良川花庭園
・綾部市青野町東吉美
前64-1

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

10数種類の色とりどりのコス
モスが来場者の目を楽しませ
ます。

※10/22　コスモス祭り

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩19分

綾部市 バラ 10月中旬

～

11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

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩10分

【駐車場】
有（乗用車53台、大型バス
2台）

福知山市 萩 8月下旬

～

9月中旬

◇養泉寺（はぎ寺）
・福知山市字中375
TEL.0773-22-3887

境内には一面に萩が植えられ
ており｢はぎ寺｣として有名。
【日時】
9時～17時
【料金】
9月上旬～9月下旬　100円

◆JR山陰本線「福知山」駅
からタクシーで約10分、ま
たは徒歩約30分
◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅から庵我バ
スで「団地前」下車、徒歩
5分
※庵我バス日曜・祝日運休

【駐車場】
有（無料）

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）
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与謝野町 ススキ 9月下旬

～

11月下旬

◇双峰公園一帯と大江
山連峰
・与謝郡与謝野町与謝

※加悦双峰公園
TEL.0772-43-1581

鬼退治で有名な大江山の中腹
にある双峰公園は一面ススキ
野原となる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
25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

京丹後市久美
浜町

萩 9月 ◇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

紅紫の花が咲く。
如意寺は「関西花の寺」とし
て知られている。
萩は10日頃から20日頃、その
後、ホトトギス、大文字草、
リンドウと順に咲きます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩15分
◆京都山陰近畿自動車道(
野田川大宮道路)｢京丹後大
宮｣ICからR312約40分

【駐車場】
有（普通車100台、バス10
台、料金/無料）
※トイレ、休憩所有り


