
2　　２０１７秋・冬 行催(祭)事　９月

秋の観光だより

行催(祭)事

９ 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

17.3.1(水)

～

12.29(金)

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
龍寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444

冬の間（12/30～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
水曜日（水曜日が祝日の場合は運転）
※ただし、春休み・ゴールデンウィー
ク・夏休み・紅葉の時期には水曜日も
運転
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の主な駅の「みどりの窓口」、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

17.3.10(金)

～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

3.25(土)

～

12.3(日)

京都伏見十石舟運
航

◇月桂冠大倉記念館裏
（長建寺東河川沿い）
・京都市伏見区本材木
町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

江戸時代の伏見は、港町として賑わっ
た。当時、資材や人を乗せていた舟を
再現し、観光船として運航。
月桂冠大倉記念館南側（長建寺東河川
沿い）の乗船場から三栖閘門を往復す
る。三栖閘門で一旦下船し、三栖閘門
資料館を見学後再び乗船。所要時間約
55分。
【日時】
10時発～16時20分発まで（季節による
変更有り）
※8月は8/11～8/16のみ運航
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

※運休日有り、要問い合わせ

◆京阪本線「中書島」駅下
車、徒歩5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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  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）

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場）

4.1(土)

　 ～

11.30(木)

高雄「川床」 ◇高雄
・京都市右京区

※もみぢ家
TEL.075-871-1005
ホームページ:
http://www.kyo-takao
.com

紅葉の名所「高雄」。街中より3～5度
気温が低く、花の床、納涼の床、紅葉
の床といった四季折々の美しい情景の
なかで京料理を賞味。

※夜の営業は6月上旬～9月中旬のみ
※期間はお店によって異なります。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで高雄方面へ

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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
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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月下旬

　 ～

11月下旬　

春から秋の芦生ネ
イチャーガイドハ
イキング

◇芦生研究林
・南丹市美山町芦生

※美山町自然文化村
TEL.0771-77-0014

由良川源流域に広がる広大な原生林が
満喫できる。
【料金】
参加費　7,560円（ガイド・昼食付）

※コース及び実施日等はお問い合わせ
ください。
事前予約要

◆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
※自然文化村河鹿荘主催の
ハイキングは、河鹿荘より
バスで現地です。京都駅か
らの送迎も有り。

4.28(金)

　 ～

10.1(日)

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）
【料金】
昼
　涼風膳　5,346円
　涼風三昧　7,128円
　涼風づくし　8,910円
夜
　床会席　9,504円、11,880円、14,25
6円
※すべて税・サ込み

◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス「北木ノ畑町
」下車、徒歩5分

5.1(月)

　 ～

9.30(土)

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。

◆阪急京都線「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

5.1(月)

　 ～

9.30(土)

貴船の川床 ◇貴船の川床
・京都市左京区鞍馬貴
船町

※貴船観光会
TEL.075-741-4444

京の奥座敷、貴船の川床は市中より5
～10℃気温が低く、清流貴船川のせせ
らぎを間近にして料理が楽しめる。

※期間はお店により異なる

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バスで終点「貴船」
下車

6.1(木)

　 ～

9.30(土)

冨田屋　夏のしつ
らえ

◇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/

伏見の両替商であった冨田屋が西陣に
移転し、呉服商として商い始めたのは
明治初期。平成11年には国の登録有形
文化財の指定を受け、それを機に予約
開放されるようになった。
京の町家の衣替え。襖は簾にして風通
しよく畳にはあじろを敷いて。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」
【日時】
10時～17時（最終入館16時）
【料金】
会費　2,000円（税別）

※要予約

◆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）
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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(土)

　 ～

9.5(火)

上七軒ビアガーデ
ン

◇上七軒歌舞練場
・京都市上京区今出川
通七本松西入真盛町74
2
TEL.075-461-0148
FAX.075-461-0149
ホームページ:
http://www.maiko3.co
m

打水された歌舞練場のお庭で夏の宵の
ひと時を心ゆくまでお楽しみください
。
ゆかた姿の芸妓、舞妓がおもてなし。
【定休日】
8/14～8/16
【日時】
17時30分～22時（ラストオーダー21時
30分）

※予約優先

◆市バス「上七軒」、また
は市バス「北野天満宮前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
無

7.1(土)

　 ～

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1,800円
　小人（4歳～12歳）900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(土)

　 ～

9.30(土)

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.0774-23-3334

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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  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        

7.15(土)

　 ～

9.3(日)

映画村ひえひえ王
国　夏のキャラク
ターまつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

「映画村ひえひえ王国」出現！
「水かけまつり」や「かき氷まつり」
など、夏を涼しくする冷え冷えイベン
トがいっぱい。人気のキャラクターも
やってくる。
【日時】
9時～17時
期間中の土曜日・日曜日・祝日と8月
は9時～18時
※8/5、8/6、8/11～8/16、8/19、8/20
は21時まで営業
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

7.15(土)

　 ～

11.5(日)

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

夏から秋の指定の土曜日、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
（浜町立体駐車場）は5時間まで無料
）
【運航予定】
お盆、連休は約30分ごとに運航、それ
以外は1時間ごとに運航 
【料金】
往復　650円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

9.1(金) 大瀧祭 ◇大滝
・綴喜郡宇治田原町大
字湯屋谷小字大滝

※湯屋谷会館
TEL.0774-88-2204

町内最大の滝「大滝」は田原川の源流
で、古くから不動尊などがまつられ「
大滝大明神」とも呼ばれる。酒を飲ま
せたウナギを滝壺に放ち、雨乞いの神
事を行う。

◆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

9.1(金)予定 梨山開き ◇くみはまSANKAIKAN
周辺
・京丹後市久美浜町浦
明

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

観光農園繁栄・繁盛の気持ちを込めた
梨の山開きセレモニーが行われます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅下車、徒歩約10分

9月上旬 自分探しの修行体
験

◇笠置寺
・相楽郡笠置町笠置

※笠置町商工会
TEL.0743-95-2159

笠置山で修行を体験。自然の中で心身
ともにリフレッシュ。
【料金】
有料

※要予約

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、徒歩45分
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9.1(金)

　 ～

9.30(土)

あやべ山家観光や
な漁

◇由良川特設会場
・綾部市下原町

※あやべ山家観光やな
漁保存会（綾部市基幹
集落センター内）　
TEL.0773-46-0345
※9月1日～30日は専用
電話へ
TEL.080-8538-0219

自然豊かな由良川の流れを利用して、
魚の通り道に「やな」を仕掛ける古式
漁法を復元したもの。鮎などの魚の捕
獲を間近に見ることができるのはこの
時期ならではの楽しみです。
【日時】
10時～15時

※期間中は「鮎まつり」の開催や「や
な漁体験（要予約）」もお楽しみいた
だけます。

◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから国道27号を京都市
方面へ車で約20分

【駐車場】
有（20台程度）

9.2(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

9.2(土) 恋志谷神社秋の大
祭

◇恋志谷神社
・相楽郡南山城村南大
河原

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105
FAX.0743-93-0444

後醍醐天皇の寵妃を祀り昔から子授け
の神としてまた婦人病を除く神として
信仰されている。

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分

9.3(日) 第15回京都さがの
手話まつり

◇社会福祉法人全国手
話研修センター（コミ
ュニティ嵯峨野）
・京都市右京区嵯峨天
龍寺広道町3-4

※社会福祉法人全国手
話研修センター企画課
TEL.075-873-2646
FAX.075-873-2647
ホームページ:
http://www.com-sagan
o.com

手話を知らない人も楽しめるプログラ
ムや素敵な催し物がいっぱいです。
・オープニング演奏
・手話がはじめての方いらっしゃい（
手話教室）
・ふれあいステージ
・おまつり屋台村（模擬店）
・嵯峨野ウォークラリー
・手話ワークショップ　など（予定）
【日時】
10時～15時30分（予定）

◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車すぐ
◆嵐電嵐山本線「嵐電嵯峨
」駅下車、徒歩3分

9.3(日) 八朔祭 ◇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

二百十日前後の風雨安穏・五穀豊穣・
家内安全が祈願され、奉納大相撲が行
われる。
16時頃からは嵯峨野六斎念仏が奉納さ
れる。
【日時】
祭典　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）

9.3(日)予定 水天宮祭り ◇水天宮
・南丹市園部町若松町

※南丹市商工観光課
TEL.0771-68-0050

水難と安産の守護神をまつる。
【日時】
毎年9月第1日曜日

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らタクシーで5分
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9.3(日) 元伊勢八朔祭 ◇元伊勢外宮豊受大神
社
・福知山市大江町天田
内60
TEL.0773-56-1560

笹ばやしや大名行列の練り込みを奉納
する。毛槍「大鳥毛」を空中に放ち受
け渡す「奴振り」はダイナミック。
1658（明暦4年）、この地方が干ばつ
に見舞われたとき奉行らが、元伊勢神
社に参篭して雨乞いの祈願をしたのが
始まり。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江高校前」駅下車、徒歩15
分
◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市営バス（大江
山の家線）で5分「外宮」
下車
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で約15分

【駐車場】
有（無料）

9.3(日) 元伊勢八朔祭 ◇元伊勢内宮皇大神社
・福知山市大江町内宮
字宮山217
TEL.0773-56-1011

笹ばやしや大名行列の練り込みを奉納
する。毛槍「大鳥毛」を空中に放ち受
け渡す「奴振り」はダイナミック。
1658（明暦4年）、この地方が干ばつ
に見舞われたとき奉公らが、元伊勢神
社に参篭して雨乞いの祈願をしたのが
始まり。

◆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）

9.8(金) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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）を拝するこ
とが出来る。

※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
◆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

9.8(金)

　 ～

9.24(日)の
金･土･日

観月茶会 ◇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/

高台寺「湖月庵」でお点前、「羽柴」
での点心、高台寺のお庭鑑賞、石塀小
路でのコーヒーまたは紅茶の接待と、
内容は盛りだくさん。庭から仰ぎ見る
月も格別の美しさ。
〈所要時間〉約2時間30分
【料金】
6,000円（茶席、拝観料、点心込み）

※参加前日の16時までに要予約
当日お茶会の受付は17時～18時まで

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（参加者は3時間無料）

9.8(金)

　 ～

12.3(日)

平岡八幡宮「花の
天井」秋の特別拝
観

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

本殿内陣天井に描かれた44種の花の絵
は江戸期のもの。
【日時】
10時～16時（最終受付は15時30分頃）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付き）

※10/1、10/7～10/9は拝観休止

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

9.9(土) 重陽神事と烏相撲 ◇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/

細殿の前に土俵を設け、刀祢(トネ)が
「カーカーカー、コーコー」と鳴き声
を出したのち、氏子の子供たちによる
相撲が取られる。重陽の神事は、神せ
んと共に菊の花を添えて奉るもので、
昔は宮中の行事であった。
【日時】
10時～（相撲は10時45分頃）

◆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）
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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        

9.9(土) 「名月の宴」 ◇勝竜寺城公園
・長岡京市勝竜寺13-1

※長岡京市文化協会事
務局（長岡京市教育委
員会教育部文化・スポ
ーツ振興室内）
TEL.075-955-9734
ホームページ:
http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/

勝竜寺城公園に舞台を設置し、琴・詩
吟・尺八・日舞などによる演奏会を行
う。また、お茶席（野点）を設ける。
人々の生活様式や文化の多様化が急速
に進み、日常生活の中で各種芸能に接
する機会が減少してきた昨今、伝統芸
能文化の理解と伝承を目的に実施。
【日時】
18時～20時30分

※雨天の場合は、9/10

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

9.9(土)

　 ～

10.1(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【定休日】
9/21～9/23は拝観休止
【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

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

9.9(土)

　 ～

10.9(祝)

冨田屋　重陽の節
句

◇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/

9月9日は重陽の節句、別名「菊の節句
」と言います。菊酒を飲んで家族の長
寿や一家の繁栄を祈る行事です。
内容：「町家見学」+「しきたり・重
陽の節句のお話」+「お食事」
定員：60名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
8,000円（税別）
重陽見学とお話のみ　2,000円（税別)

※要予約

◆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）

9.9(土)～10
.1(日)　10.
7(土)～12.1
7(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【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　300円

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

9.10(日) 御田刈祭 ◇大原野神社
・京都市西京区大原野
南春日町
TEL.075-331-0014
FAX.075-332-1977
ホームページ:
http://oharano-jinja
.jp/

奈良春日大社を勧請した古社の祭で、
享保2年（1717）に始まる。神事の後
、力士が1勝1敗で取り組みを終える神
相撲が行われます。神相撲は平成27年
2月京都市の無形民俗文化財に登録さ
れました。
少年横綱や赤ちゃんの土俵入りも行わ
れます。
【日時】
10時～

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「南春日町」
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「南春日町
」下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車60台/400円、バ
ス5台/2,000円）
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9.10(日) 柴燈大護摩法要（
さいとうおおごま
ほうよう）

◇神童寺
・木津川市山城町神童
子不晴谷
TEL.0774-86-2161　

護摩木を焚き、無病息災や厄除けなど
を祈る行事
【日時】
先達・僧侶の法要　13時30分頃～（約
1時間）
【料金】
護摩木　1本200円

※小雨決行（荒天時中止）

◆JR奈良線「棚倉」駅から
車で10分（徒歩の場合約40
分）
◆近鉄京都線「新祝園」駅
から車で20分

【駐車場】
有（50台）

9.10(日) 萩まつり ◇岩王寺
・綾部市七百石町寺ノ
段1

※東光院
TEL.0773-42-2432
※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550
FAX.0773-42-8514

秋の七草の筆頭である萩の花は、古来
より風流な花の代表格として日本人に
愛されてきました。日本三筆の一人、
嵯峨天皇ゆかりの岩王寺は萩の寺とし
ても知られています。
祭りの当日は筆供養等が行われます。
今年は20周年を記念して萩の植樹祭が
開催されます（先着100名）。
【日時】
10時～15時

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（西八田線）で「
七百石」下車、徒歩20分

9.10(日) 毛原の棚田 『tai
kan』ツアー・稲
刈り体験会

◇毛原の棚田
・福知山市大江町毛原

※毛原の棚田『TAIKAN
』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
FAX.0773-56-2018

「日本の棚田百選」に選ばれた棚田で
、酒米やコシヒカリの稲刈り体験など
をします。
【日時】
9時30分～15時30分

※要予約

◆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
◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市営バスで15分
「毛原」下車、徒歩10分

9.14(木) 御鎮座記念祭・奉
灯祭

◇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

奉灯祭（18時～）では、500もの灯明
が点灯されます。
拝殿では能、詩吟、舞楽、民謡、日本
舞踊等が行われます。

◆市バス「衣笠校前」下車
、徒歩2分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/観
桜期1,000円）
※4/10は駐車不可

9.14(木) 穴観世音秋の大祭 ◇穴観世音
・舞鶴市字東神崎

※神崎浜観光協会
TEL.0773-82-5120

法要、参拝者による御詠歌など終日賑
わう。
昔、丹波の盲目の老婆がお告げにより
神崎の里をたずね、この洞窟をさがし
あて、三体の石仏に祈り開眼したとい
われる。また、一願必ず叶えられると
もいわれ参詣者が多い。

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後神崎」駅下車、徒歩20分
◆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

9.14(木)

　 ～

9.15(金)

清水　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】
拝観料　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）
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9.15(金) 義経祭 ◇鞍馬寺
・京都市左京区鞍馬本
町1074
TEL.075-741-2003
ホームページ:
http://www.kuramader
a.or.jp

牛若丸、そして遮那王の鞍馬寺。七歳
から約10年間、多感な幼少時代を鞍馬
で送り、源平の戦の渦中で花を咲かせ
、衣川での悲しい最後。御魂はなつか
しい鞍馬山に戻り遮那王尊となって、
護法魔王尊の脇侍として、奥の院の義
経堂に祀られているといいます。11時
から本殿で遮那王尊の法要が営まれ、
武道等の奉納行事が行われます。
【料金】
愛山費　300円

◆叡山電鉄「鞍馬」駅下車
、徒歩5分で仁王門
◆京都バス「鞍馬」下車、
徒歩5分で仁王門
※仁王門から本殿まで徒歩
30分、またはケーブル2分
（ケーブルご寄進料200円
）、徒歩10分

9.15(金) 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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

9.15(金) 勅祭石清水祭 ◇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/

葵祭、春日祭とともに、日本三大勅祭
の一つで貞観5年（863）の放生会が始
まり。深夜、山上の本殿から御神体を
乗せた三基の鳳輦が麓の頓宮に下座す
る。その行列は平安時代の王朝絵巻の
再現である。
【日時】
2時～

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分

9.16(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

9.16(土)

　 ～

9.18(祝)

秋のお彼岸特別拝
観

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

100年ぶりに修復された鐘楼の梵鐘を
撞き、彼岸にあたりご先祖様に報恩の
誠を捧げる。
また、小野篁卿「冥途通いの井戸」や
多くの寺宝が特別公開される。 

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

9.16(土)

　 ～

10.15(日)

大徳寺本坊特別公
開

◇大徳寺本坊
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺では初公開となる、狩野永徳筆
「織田信長公像」（前期展示）や、桃
山時代に描かれた「豊臣大明神像」、
「天瑞寺殿（大政所）像」の宝物を特
別展示する。
国宝の方丈、狩野探幽筆「方丈障壁画
」の他、唐門、法堂の天井龍も公開さ
れる。
【定休日】
9/21、10/4、10/8は拝観休止
【日時】
前期展示　9/16～10/1
後期展示　10/2～10/15
9時30分～16時（受付終了）
※法務により休止の時間もあります。
【料金】
拝観料
　大人　1,000円
　中学・高校生　700円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分
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9.16(土)

　 ～

12.3(日)

映画村ちゃんばら
王国　秋のキャラ
クターまつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

江戸の風情を今に伝える時代劇イベン
トの数々。人気のキャラクターもやっ
てくる。
【日時】
9時～17時
9月の土曜日・日曜日・祝日は9時～18
時
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

9.16(土)

　 ～

12.10(日)

聖護院門跡特別公
開

◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

狩野派による150面を超える襖絵や障
壁画を公開。重要文化財の本尊不動明
王や後水尾天皇ゆかりの書院も公開さ
れます。
【日時】
10時～16時受付終了（16時30分閉門）
【料金】
大人　800円
中学・高校生　600円
小学生以下無料（保護者同伴）

※拝観休止の場合有り。詳細はホーム
ページに公開予定。

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無

9.16(土)

　 ～

12.13(水)

博物館さがの人形
の家「秋期展」

◇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/

〈常設展〉
嵯峨人形、賀茂人形、伏見人形、から
くり人形、ミニチュア人形及び、全国
の郷土人形を展示。
〈秋の特別展〉
「物語に見る竹田人形」展（Ⅱ）
竹田人形は、江戸期に大坂道頓堀で興
行された竹田からくり芝居より生まれ
た人形で、今にも動き出すような躍動
美に輝き、勇壮な武人の姿などを表し
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

9.17(日) 萩観賞会（萩まつ
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/

赤・白満開の萩を食事付きで観賞。
福引き、お守札、ビンゴなど楽しんで
秋の1日をお過ごしいただけます。
【日時】
11時～15時
【料金】
萩観賞券　2,000円

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
無

9.17(日) よさの大江山登山
マラソン

◇大江山運動公園グラ
ウンド
・与謝郡与謝野町金屋

※与謝野町教育委員会
TEL.0772-43-9026

大江山連峰のハイキングコースを縦走
する本格的な山岳マラソン。
ゲストランナーを招待する。
【日時】
10時～16時

◆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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9.17(日) 歴史街道丹後100k
mウルトラマラソ
ン

◇京丹後市　
・京丹後市網野町、丹
後町、弥栄町、久美浜
町

※京丹後市スポーツ観
光・交流課
TEL.0772-69-0470

京丹後市内の風光明媚ながらもアップ
ダウンの激しいコースに挑戦していた
だきます。種目は、100kmの部と60km
の部の2種目があります。

9.17(日)

　 ～

9.18(祝)

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】
700円

◆京阪本線「八幡市」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）

9.18(祝) 敬老祭 ◇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:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

ご老人の健康とさらなる長寿を祈願す
る祭典。
健康・長寿の守り神「大田大神」を祀
り、古くは不老長寿の霊山「蓬莱山」
として信仰された地主神社。祭典に参
加された70歳以上の方に「長寿箸」、
「開運こづち」が授与されます。
【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）

9.18(祝) 敬老祭 ◇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/

称号生身（いきみ）にちなみ高齢者の
健康長寿を祈願する。
【日時】
毎年9月第3月曜日

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

9.18(祝)

　 ～

9.19(火)

豊国神社例祭・献
茶祭

◇豊国神社
・京都市東山区大和大
路正面茶屋町530
TEL.075-561-3802
FAX.075-531-1643

祭神の豊臣秀吉の命日にあたる新暦の
当日に営まれます。18日は舞楽や巫女
の神楽舞が奉納（11時～）されます。
19日は薮内流家元による献茶祭が行わ
れます。
唐門は国宝。

◆市バス｢博物館三十三間
堂前｣下車、徒歩5分
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車15台、無料）

9.19(火) 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

約3万3千㎡の池泉回遊式庭園で、萩や
フジバカマなど秋の七草が見ごろ。
【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



14　　２０１７秋・冬 行催(祭)事　９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        

9.20(水)

　 ～

11.25(土)

東寺「宝物館」秋
期特別展

◇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

日頃公開しない数多くの寺宝・国宝・
重文のなかから抜粋して公開される、
秋の特別展。
【日時】
9時～17時閉門（16時30分受付終了）
【料金】
料金　500円（宝物館のみ）

◆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）

9.21(木)予
定

第53回上京薪能 ◇白峯神宮
・京都市上京区今出川
通り堀川東入飛鳥井町
261

※上京区役所地域力推
進室（事業担当）
TEL.075-441-5040

市民の薪能として、一部では各社中に
よる舞囃子などの発表、二部では筝、
仕舞、舞囃子、狂言、能などが演じら
れます。
【日時】
一部　16時～
二部　18時～（予定）
【料金】
当日券　2,500円
前売券　2,000円　

※雨天の場合は金剛能楽堂で開演

◆市バス「堀川今出川」下
車

9.21(木) 夜久野茶堂大師ま
つり

◇放光院（茶堂）
・朝来市山東町金浦
（夜久野高原）

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

茶堂を中心として夜久野高原一帯に設
けられた八十八の石仏で、四国八十八
か所大師霊場を移したものである。そ
の起点となる茶堂では、毎年、春（4/
21）は護摩供養・餅まきが披露され、
秋（9/21）は祭りが催される予定。

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分

9.22(金)

　 ～

9.23(祝)

晴明神社晴明祭 ◇晴明神社
・京都市上京区堀川通
一条上る晴明町806-1
TEL.075-441-6460

祭神は平安中期の天文学者であり、陰
陽師の安倍晴明。
今日の日常生活の基準となる、暦術・
年中行事・占法などを定めた陰陽道の
祖として有名。
【日時】
9/22　19時～　宵宮祭
9/23　10時～　例祭
　　　13時～　神幸祭

◆市バス「一条戻橋・晴明
神社前」下車、徒歩3分

9.22(金)

　 ～

9.24(日)

水草展 ◇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/

沈水性の水草の展示販売、水草を活用
したジオラマ展示。
【日時】
9時～17時（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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

9.23(祝) 高瀬川舟まつり ◇高瀬川一之船入付近
・京都市中京区木屋町
通二条下る

高瀬川の水運の起点の「一之船入」付
近で、先斗町の舞妓さんによるお茶の
接待ほか、様々な催しがあります。
年に一度だけ高瀬舟に乗舟していただ
けます。（但し、舟は動きません。）

◆市バス「京都市役所前」
下車
◆地下鉄東西線「京都市役
所前」駅下車
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9.23(祝) 秋季彼岸会 ◇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/

曼荼羅の絵図に声明を唱え、ご先祖様
へ感謝を捧げる法要。
【日時】
11時～（予定）

◆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）

9.23(祝) 御香宮神能 ◇御香宮神社
・京都市伏見区御香宮
門前町
TEL.075-611-0559

御香宮の能舞台で行われる能・仕舞・
狂言。歴史も古く、親しまれている催
事です。
【日時】
17時～20時頃
【料金】
3,500円

◆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、無料）
※バスの駐車不可

9.23(祝) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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）を拝するこ
とが出来る。

※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
◆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

9.23(祝) 玉岩地蔵の一大法
要

◇玉岩地蔵
・南丹市日吉町四ッ谷

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196
※南丹市教育委員会社
会教育課
TEL.0771-68-0057

若狭の八百比丘尼にゆかりのある玉岩
地蔵は、延命子安地蔵として広く知ら
れており、秋の彼岸の法要には多くの
参拝者が訪れます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（美山園部線）で
約15分「四ッ谷」下車、徒
歩30分
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから30分

9.23(祝) 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
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

9.23(祝) 萩まつり ◇正暦寺
・綾部市寺町堂ノ前45
TEL.0773-42-0980

由良川沿いの高台にある正暦寺は眺め
も良く、平重盛が深く帰依したという
いわれもあります。萩の寺としても有
名で、9月には白やピンクの萩の花が
見ごろを迎えます。
【日時】
10時～15時

◆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
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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        

9.23(祝)

　 ～

9.24(日)

萩まつり ◇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/

境内には約500株の萩があり、虫籠に
鈴虫を入れて神前に奉納。萩の枝には
訪れた人々の献句の短冊が吊され、拝
殿で狂言、舞踊、琴の演奏などがあり
ます。
期間中、お茶席も設けられます。
【料金】
お茶券
　800円
　1,500円（萩の絵皿付）

◆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。

9.23(祝)

　 ～

10.9(祝)

藤袴と和の花展 ◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町 他

※公益財団法人京都市
都市緑化協会 梅小路
公園管理事務所(8時30
分～17時、月曜日休)
TEL.075-352-2500
FAX.075-352-2561
ホームページ:
http://www.kyoto-ga.
jp/

絶滅寸前種のフジバカマをはじめとす
る京都の希少植物を含め、約160種・5
00鉢を朱雀の庭に展示。

◆市バス「梅小路公園前」
、または市バス「七条大宮
・京都水族館前」下車

【駐車場】
有（普通車（交通弱者用）
119台、大型バス26台、料
金/普通車（交通弱者用）
：2時間まで800円（土曜日
・日曜日・祝日は900円）
、以降1時間までごとに200
円、大型バス：3時間まで2
,000円　その後1時間ごと
に500円追加）

9.23(祝)

　 ～

10.29(日)

京都丹波/亀岡　
「夢コスモス園」

◇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

約4.5haの広大な敷地に20品種800万本
のコスモスが咲き誇る。
期間中は、味わい市や創作かかしコン
テストなどを開催。
【日時】
9時～16時
【料金】
入園料
大人
　平日　500円
　土曜日・日曜日・祝日　600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

9.24(日) 煎茶献茶祭 ◇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

煎茶道六流派の各家元が毎年輪番でご
神前にて厳かにお点前を披露（一般の
方は参列できません）。
祭儀終了後、境内各所にて協賛茶席が
設けられます。
【日時】
祭典終了後～15時受付終了
【料金】
お茶席券2席付　2,000円（予定）

◆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

9.24(日) 寺田いも掘りと歴
史をめぐるウォー
ク

◇JR奈良線 城陽駅前
・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

集合：JR奈良線 城陽駅前　9時30分
五里五里の里・城陽の古墳や史跡をめ
ぐり、名物の寺田いものいも掘り体験
（3株持ち帰り）を楽しむウォーク。
JR奈良線 城陽駅前→あらす観光いも
掘り農園までの約5km。
※電話で要申込（9/1より受付）
【料金】
参加費　950円（保険、資料、いも掘
り体験料含む）

※雨天中止

◆JR奈良線「城陽」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        

9.24(日) キノコ観察会 ◇青谷
・城陽市青谷

※(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

青谷丘陵の里山を歩き、里山に自生す
る「キノコ」を採取してルーペや虫メ
ガネで観察します。また、図鑑等を使
ってキノコの種類を調べます。
【日時】
9時30分～12時
集合：ヴィラ城陽（駐車場有り）　9
時30分、またはJR奈良線「山城青谷」
駅改札口前　9時10分
※先着30名

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車

9.24(日) 饗応の相撲（アー
エーのすもう）

◇涌出宮（和伎神社）
・木津川市山城町平尾
里屋敷54
TEL.0774-86-2639

三つの座からの代表の子供が神前相撲
を行い豊作祈願をする。
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】
直会　12時～
子供相撲　13時30分頃～

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、東へ徒歩2分

【駐車場】
無

9.24(日) まいづる魚まつり ◇舞鶴水産流通センタ
ー周辺
・舞鶴市字下安久

※舞鶴水産流通協同組
合
TEL.0773-75-3275

魚の街としてのイメージを高めるため
、市民参加のセリ市、大漁鍋、海鮮バ
ーベキュー等各種催しを実施。

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅から京都交通
バス（東西循環線②右回り
）で「広小路」下車、徒歩
10分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で20分

9.25(月) 櫛祭 ◇安井金比羅宮
・京都市東山区東大路
松原上る

※櫛祭実行委員会（ミ
ナミ美容室内）
TEL.075-561-2277

13時～　祭典
女性の髪を美しく飾り、彩りを添える
櫛に感謝し、供養する祭。
14時頃～　行列出発
女性達による時代風俗行列が祇園界隈
を練り歩きます。（巡行は雨天の場合
中止）

◆市バス「東山安井」下車

9.25(月)

　 ～

12.15(金)

相国寺　秋の特別
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:
http://www.shokoku-j
i.jp/

相国寺は足利三代将軍義満が、後小松
天皇の勅命を受け、明徳3年に完成し
た一大禅苑である。
【拝観場所】
法堂、方丈、開山堂
【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

※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。

◆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）

9.27(金) 賀茂観月祭 ◇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/

太鼓奉納などがあり、月見だんご(先
着300名)、にごり酒の接待も予定。
【日時】
17時30分～

◆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）
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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        

9.29(金)

　 ～

12.4(月)　

秋季の特別名宝展
　嵯峨御所 大覚
寺の名宝

◇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/

古来「源氏の護り刀」と伝えられ、数
奇な運命を経て大覚寺に伝えられた名
刀・薄緑（膝丸）を含む、大覚寺伝来
の太刀2振をこのたび特別に公開展示
いたします。
【日時】
9時～16時30分
【料金】
大人　800円
小・中学・高校生　600円
（寺内拝観料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

9.30(土)

　 ～

10.1(日)　

2017天橋立ローラ
ースキー大会

◇日置金剛心院～丹後
海と星の見える丘公園
・宮津市字下世屋、上
世屋

※セントジョンズ・ベ
ア
TEL.0772-27-1317

日置金剛心院から下世屋・丹後海と星
の見える丘公園までの紅葉の美しい約
4kmのコースを選手たちが競う。スキ
ー選手たちの4月から約半年に及ぶオ
フトレーニングの成果を試し、競う。

※9/30は開会式、競技は10/1に開催

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで「
日置」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら車で30分

9.30(土)

　 ～

10.1(日)

伊根博覧会2017 ◇伊根地区
・与謝郡伊根町

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

伊根地区の歴史・文化・自然・食など
を活かした参加型体験プログラムの博
覧会を開催し、地域の魅力を発信する
とともに、地域の人と人、参加者と出
展者が交流を図りながら新たな資源の
発見を目指します。
【日時】
10時～16時

◆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）で約50分
「伊根」下車

9.30(土)

　 ～

10.2(月)

水度（みと）神社
例祭

◇水度神社
・城陽市寺田水度坂89
TEL.0774-53-9870

9/30　「神幸祭」
10/1　宵宮の夜に御旅所で安全を祈る
湯立神事が行われます。
10/2　「還幸祭」
五穀豊穣祈願と感謝のまつり。

◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩15分
◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩25分､または｢寺田
駅東口｣バス停から城陽さ
んさんバス｢城陽高校｣下車
すぐ

【駐車場】
有（無料）

9.30(土)

　 ～

10.8(日)

御香宮神幸祭 ◇御香宮神社
・京都市伏見区御香宮
門前町
TEL.075-611-0559

「伏見祭」といわれる洛南の大祭。
室町時代の風流傘の伝統を今に伝える
「花傘祭」ともいわれています。
花傘総参宮は9/30と10/7の18時頃から
。10/8は早朝より神輿をはじめ、獅子
若などの行列が氏子区域を巡行する。

◆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】
無（祭礼中、駐車不可）
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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        

17.3.1(水)

　 ～

12.29(金)

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
龍寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444

冬の間（12/30～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
水曜日（水曜日が祝日の場合は運転）
※ただし、春休み・ゴールデンウィー
ク・夏休み・紅葉の時期には水曜日も
運転
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の主な駅の「みどりの窓口」、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

17.3.10(金)

　 ～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

3.25(土)

　 ～

12.3(日)

京都伏見十石舟運
航

◇月桂冠大倉記念館裏
（長建寺東河川沿い）
・京都市伏見区本材木
町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

江戸時代の伏見は、港町として賑わっ
た。当時、資材や人を乗せていた舟を
再現し、観光船として運航。
月桂冠大倉記念館南側（長建寺東河川
沿い）の乗船場から三栖閘門を往復す
る。三栖閘門で一旦下船し、三栖閘門
資料館を見学後再び乗船。所要時間約
55分。
【日時】
10時発～16時20分発まで（季節による
変更有り）
※8月は8/11～8/16のみ運航
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

※運休日有り、要問い合わせ

◆京阪本線「中書島」駅下
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）

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場）

4.1(土)

　 ～

11.30(木)

高雄「川床」 ◇高雄
・京都市右京区

※もみぢ家
TEL.075-871-1005
ホームページ:
http://www.kyo-takao
.com

紅葉の名所「高雄」。街中より3～5度
気温が低く、花の床、納涼の床、紅葉
の床といった四季折々の美しい情景の
なかで京料理を賞味。

※夜の営業は6月上旬～9月中旬のみ
※期間はお店によって異なります。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで高雄方面へ

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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
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4月下旬

　 ～

11月下旬　

春から秋の芦生ネ
イチャーガイドハ
イキング

◇芦生研究林
・南丹市美山町芦生

※美山町自然文化村
TEL.0771-77-0014

由良川源流域に広がる広大な原生林が
満喫できる。
【料金】
参加費　7,560円（ガイド・昼食付）

※コース及び実施日等はお問い合わせ
ください。
事前予約要

◆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
※自然文化村河鹿荘主催の
ハイキングは、河鹿荘より
バスで現地です。京都駅か
らの送迎も有り。

4.28(金)

　 ～

10.1(日)

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）
【料金】
昼
　涼風膳　5,346円
　涼風三昧　7,128円
　涼風づくし　8,910円
夜
　床会席　9,504円、11,880円、14,25
6円
※すべて税・サ込み

◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から市バス「北木ノ畑町
」下車、徒歩5分

7.15(土)

　 ～

11.5(日)

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

夏から秋の指定の土曜日、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
（浜町立体駐車場）は5時間まで無料
）
【運航予定】
お盆、連休は約30分ごとに運航、それ
以外は1時間ごとに運航 
【料金】
往復　650円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

9.8(金)

　 ～

12.3(日)

平岡八幡宮「花の
天井」秋の特別拝
観

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

本殿内陣天井に描かれた44種の花の絵
は江戸期のもの。
【日時】
10時～16時（最終受付は15時30分頃）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付き）

※10/1、10/7～10/9は拝観休止

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」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        

9.9(土)

　 ～

10.1(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【定休日】
9/21～9/23は拝観休止
【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

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

9.9(土)

　 ～

10.9(祝)

冨田屋　重陽の節
句

◇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/

9月9日は重陽の節句、別名「菊の節句
」と言います。菊酒を飲んで家族の長
寿や一家の繁栄を祈る行事です。
内容：「町家見学」+「しきたり・重
陽の節句のお話」+「お食事」
定員：60名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
8,000円（税別）
重陽見学とお話のみ　2,000円（税別)

※要予約

◆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）

9.9(土)～10
.1(日)　10.
7(土)～12.1
7(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【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　300円

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

9.16(土)

　 ～

10.15(日)

大徳寺本坊特別公
開

◇大徳寺本坊
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺では初公開となる、狩野永徳筆
「織田信長公像」（前期展示）や、桃
山時代に描かれた「豊臣大明神像」、
「天瑞寺殿（大政所）像」の宝物を特
別展示する。
国宝の方丈、狩野探幽筆「方丈障壁画
」の他、唐門、法堂の天井龍も公開さ
れる。
【定休日】
9/21、10/4、10/8は拝観休止
【日時】
前期展示　9/16～10/1
後期展示　10/2～10/15
9時30分～16時（受付終了）
※法務により休止の時間もあります。
【料金】
拝観料
　大人　1,000円
　中学・高校生　700円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分
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9.16(土)

　 ～

12.3(日)

映画村ちゃんばら
王国　秋のキャラ
クターまつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

江戸の風情を今に伝える時代劇イベン
トの数々。人気のキャラクターもやっ
てくる。
【日時】
9時～17時
9月の土曜日・日曜日・祝日は9時～18
時
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

9.16(土)

　 ～

12.10(日)

聖護院門跡特別公
開

◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

狩野派による150面を超える襖絵や障
壁画を公開。重要文化財の本尊不動明
王や後水尾天皇ゆかりの書院も公開さ
れます。
【日時】
10時～16時受付終了（16時30分閉門）
【料金】
大人　800円
中学・高校生　600円
小学生以下無料（保護者同伴）

※拝観休止の場合有り。詳細はホーム
ページに公開予定。

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無

9.16(土)

　 ～

12.13(水)

博物館さがの人形
の家「秋期展」

◇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/

〈常設展〉
嵯峨人形、賀茂人形、伏見人形、から
くり人形、ミニチュア人形及び、全国
の郷土人形を展示。
〈秋の特別展〉
「物語に見る竹田人形」展（Ⅱ）
竹田人形は、江戸期に大坂道頓堀で興
行された竹田からくり芝居より生まれ
た人形で、今にも動き出すような躍動
美に輝き、勇壮な武人の姿などを表し
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

9.20(水)

　 ～

11.25(土)

東寺「宝物館」秋
期特別展

◇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

日頃公開しない数多くの寺宝・国宝・
重文のなかから抜粋して公開される、
秋の特別展。
【日時】
9時～17時閉門（16時30分受付終了）
【料金】
料金　500円（宝物館のみ）

◆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）
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9.23(祝)

　 ～

10.9(祝)

藤袴と和の花展 ◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町 他

※公益財団法人京都市
都市緑化協会 梅小路
公園管理事務所(8時30
分～17時、月曜日休)
TEL.075-352-2500
FAX.075-352-2561
ホームページ:
http://www.kyoto-ga.
jp/

絶滅寸前種のフジバカマをはじめとす
る京都の希少植物を含め、約160種・5
00鉢を朱雀の庭に展示。

◆市バス「梅小路公園前」
、または市バス「七条大宮
・京都水族館前」下車

【駐車場】
有（普通車（交通弱者用）
119台、大型バス26台、料
金/普通車（交通弱者用）
：2時間まで800円（土曜日
・日曜日・祝日は900円）
、以降1時間までごとに200
円、大型バス：3時間まで2
,000円　その後1時間ごと
に500円追加）

9.23(祝)

　 ～

10.29(日)

京都丹波/亀岡　
「夢コスモス園」

◇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

約4.5haの広大な敷地に20品種800万本
のコスモスが咲き誇る。
期間中は、味わい市や創作かかしコン
テストなどを開催。
【日時】
9時～16時
【料金】
入園料
大人
　平日　500円
　土曜日・日曜日・祝日　600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

9.25(月)

　 ～

12.15(金)

相国寺　秋の特別
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:
http://www.shokoku-j
i.jp/

相国寺は足利三代将軍義満が、後小松
天皇の勅命を受け、明徳3年に完成し
た一大禅苑である。
【拝観場所】
法堂、方丈、開山堂
【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

※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。

◆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）

9.29(金)

　 ～

12.4(月)　

秋季の特別名宝展
　嵯峨御所 大覚
寺の名宝

◇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/

古来「源氏の護り刀」と伝えられ、数
奇な運命を経て大覚寺に伝えられた名
刀・薄緑（膝丸）を含む、大覚寺伝来
の太刀2振をこのたび特別に公開展示
いたします。
【日時】
9時～16時30分
【料金】
大人　800円
小・中学・高校生　600円
（寺内拝観料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

9.30(土)

　 ～

10.1(日)　

2017天橋立ローラ
ースキー大会

◇日置金剛心院～丹後
海と星の見える丘公園
・宮津市字下世屋、上
世屋

※セントジョンズ・ベ
ア
TEL.0772-27-1317

日置金剛心院から下世屋・丹後海と星
の見える丘公園までの紅葉の美しい約
4kmのコースを選手たちが競う。スキ
ー選手たちの4月から約半年に及ぶオ
フトレーニングの成果を試し、競う。

※9/30は開会式、競技は10/1に開催

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで「
日置」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら車で30分
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9.30(土)

　 ～

10.1(日)

伊根博覧会2017 ◇伊根地区
・与謝郡伊根町

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

伊根地区の歴史・文化・自然・食など
を活かした参加型体験プログラムの博
覧会を開催し、地域の魅力を発信する
とともに、地域の人と人、参加者と出
展者が交流を図りながら新たな資源の
発見を目指します。
【日時】
10時～16時

◆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）で約50分
「伊根」下車

9.30(土)

　 ～

10.2(月)

水度（みと）神社
例祭

◇水度神社
・城陽市寺田水度坂89
TEL.0774-53-9870

9/30　「神幸祭」
10/1　宵宮の夜に御旅所で安全を祈る
湯立神事が行われます。
10/2　「還幸祭」
五穀豊穣祈願と感謝のまつり。

◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩15分
◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩25分､または｢寺田
駅東口｣バス停から城陽さ
んさんバス｢城陽高校｣下車
すぐ

【駐車場】
有（無料）

9.30(土)

　 ～

10.8(日)

御香宮神幸祭 ◇御香宮神社
・京都市伏見区御香宮
門前町
TEL.075-611-0559

「伏見祭」といわれる洛南の大祭。
室町時代の風流傘の伝統を今に伝える
「花傘祭」ともいわれています。
花傘総参宮は9/30と10/7の18時頃から
。10/8は早朝より神輿をはじめ、獅子
若などの行列が氏子区域を巡行する。

◆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】
無（祭礼中、駐車不可）

10.1(日) 宇治茶まつり ◇宇治橋～興聖寺～中
の島付近
・宇治市宇治

※宇治商工会議所内　
宇治茶まつり奉賛会
TEL.0774-23-3101

式典・宇治橋三の間における名水汲上
げの儀・興聖寺における茶壺口切り等
。野点・素人斗茶会・模擬店・植木市
・郷土物産実演即売等。
全国茶業記念日（昭和7年）として、
茶祖並びに茶業先覚者の霊を祀り、併
せて茶の史跡保存と宇治茶や観光の振
興を図るもの。昭和27年10月産業記念
祭として復活、現在に至る。

◆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18分

10.1(日) 城陽市緑化フェス
ティバル

◇城陽五里五里の丘（
京都府立木津川運動公
園）　大芝生広場（予
定）
・城陽市富野北角14-8

※城陽市地域整備課
TEL.0774-56-4057
FAX.0774-56-3999

緑化に関するブース出展、ステージ発
表等
【日時】
10時～16時（予定）

◆JR奈良線「長池」駅下車
、徒歩5分

10.1(日) マウンテンバイク
イベント（MTBエ
ンデューロ）

◇湯船森林公園　MTB
LAND
・相楽郡和束町湯船藪
田
TEL.0774-78-2001

起伏に富んだ1周約4kmのコースを4時
間走り続け、何周したかを競い合いま
す。

◆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
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10.1(日) あっぱれたんぼ稲
刈り

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町　曽
根崩下代
　公園南駐車場及び周
辺の農地

※公園センター
TEL.0771-82-0300

自然とふれあえる田んぼアートの稲刈
りイベント！
一緒に稲刈りしませんか？
親子での参加もOK！
【日時】
8時30分～12時頃

◆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号を福知山
方面へ約5分

【駐車場】
有

10.1(日)

　 ～

10.5(木)

ずいき祭 ◇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/

◇北野天満宮御旅所
・京都市中京区西ノ京
御輿岡町6

実りの秋にふさわしい豊穣を喜び感謝
する祭。
1日と4日には、二基の鳳輦と葱華輦が
氏子区内を巡行します。また、西ノ京
の神人により、ずいき御輿という野菜
、乾物などで趣向をこらした絢燗華美
な御輿が御旅所に奉られ、10月4日に
巡行します。
【日時】
1日　神幸祭
　　 出御祭　9時30分
　　 行列出発　13時
4日　還幸祭
　　 着御祭　17時

◆市バス「北野天満宮前」
下車

10月上旬

　 ～

10月中旬　
予定

田原祭（三社祭） ◇御栗栖神社、大宮神
社、三宮神社、お旅所
・綴喜郡宇治田原町

※御栗栖神社、三宮神
社
TEL.0774-88-3348
※大宮神社
TEL.0774-88-6360

1日目　神幸祭
三基の御輿の渡御
3日目　還幸祭
駆馬神事、舞物の奉納、
三基の御輿の渡御
平安時代、平将門の乱を平定した藤原
秀郷が田原の領主となったことを祝っ
たのが始まりといわれ、舞物や宮座な
ど中世的要素が強く残る。

〈お旅所まで〉
◆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「下町」下車、徒歩3分

10月上旬

　 ～

10月中旬

笠置町　各地域の
秋まつり

◇笠置町内（切山区、
北部区、西部区、東部
区、南部区)
・相楽郡笠置町

※笠置町企画観光課
TEL.0743-95-2301

ふとんみこしや子どもまつり､泣き相
撲等の各地域の秋まつり

◆JR関西本線「笠置」駅下
車

10月予定 第44回月見の煎茶
会

◇黄檗山萬福寺
・宇治市五ヶ庄三番割
34

※一般社団法人全日本
煎茶道連盟
TEL.0774-32-1368
FAX.0774-32-6298

江戸期に中国から来朝した明僧隠元禅
師が開いた黄檗総本山の月見。煎茶の
茶会が催されます。

◆JR奈良線「黄檗」駅、ま
たは京阪宇治線「黄檗」駅
、徒歩5分

10.1(日)

　 ～

11.23(祝)

仁和寺霊宝館秋季
名宝展

◇仁和寺
・京都市右京区御室大
内33
TEL.075-461-1155
FAX.075-464-4070
ホームページ:
http://ninnaji.jp

阿弥陀三尊像ほか展示。
【日時】
霊宝館　9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
大人　500円
中学・高校生　300円

◆市バス「御室仁和寺」、
またはJRバス「御室仁和寺
」下車
◆嵐電北野線「御室仁和寺
」駅下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、バス12
台、料金/普通車1回500円
、バス1回1,000円）
※9時～17時（時間厳守）
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10.1(日)

　 ～

11.30(木)

清凉寺霊宝館秋期
特別公開

◇清凉寺
・京都市右京区嵯峨釈
迦堂藤ノ木町46
TEL.075-861-0343
FAX.075-861-0310

阿弥陀三尊像（国宝）、本尊釈迦如来
像胎内納品（国宝）ほか。
【日時】
9時～17時
【料金】
大人　400円（本堂も参観の場合700円
）
中学・高校生　300円（本堂も参観の
場合600円）
小学生　200円（本堂も参観の場合300
円）

◆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2分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩15分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車50台、バス10台
、料金/普通車1日800円、
バス2時間2,000円）

10.1(日)

　 ～

11.30(木)

吉祥天女立像開扉 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

普段非公開の吉祥天女立像を拝するこ
とが出来る。また、国宝の九体阿弥陀
如来坐像や三重塔、史跡・特別名勝指
定の庭園等もある。

◆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
◆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

10.4(水) 明月祭（芋名月） ◇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/

十五夜の名月を観賞する祭で、神前に
ずいきや里芋、月見団子などを供える
ことから別名「芋名月」とも呼ばれて
います。
【日時】
16時～

◆市バス「北野天満宮前」
下車

10.4(水) 冨田屋　芋名月と
月見茶会

◇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/

京の家々では、十五夜お月さんには小
芋をお月さんにお供えし、みんなで食
べるという風習があります。「竹取物
語」を語りながら、月見宴を行いませ
んか。
内容：「町家見学」+「月のしきたり
を学ぶ」+「芋名月式」+「お食事」
定員：60名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時、17時～19時30分
【料金】
昼のコース　8,000円（税別）
夜のコース　15,000円（税別・サ込）
月見見学とお話　2,000円（税別）

※要予約

◆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）

10.4(水) 名月祭 ◇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

神事（18時30分～）の後、民謡、舞踏
、雅楽の演奏が行われ、抹茶の接待（
有料）も行われます。

◆市バス「衣笠校前」下車
、徒歩2分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/観
桜期1,000円）
※4/10は駐車不可
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10.4(水) 京都府立植物園　
｢名月観賞の夕べ｣

◇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/

秋の一夜に植物園を夜間開園し、爽や
かな風と芝生が心地よい大芝生地で中
秋の名月を観賞。
園内大芝生地では野外音楽会（18時30
分～20時30分）を実施。
【日時】
18時～21時（入園は20時30分まで）
【料金】
入園料　無料（18時再開園以降）

◆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回600円※18
時再開園以降）

10.4(水) 名月管絃祭 ◇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/

昭和38年から一般に公開された管絃祭
。橋殿では舞楽、管弦、平安貴族舞、
琴の奉納が行われます。斎庭では観月
茶席が設けられます。
【日時】
17時30分～
【料金】
茶席券　1,000円（予定）

◆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

10.4(水) 観月会 ◇智積院
・京都市東山区東大路
通七条下ル東瓦町964
番地
TEL.075-541-5361
ホームページ:
http://www.chisan.or
.jp/

名勝庭園のライトアップ、声明、瞑想
体験、お月見コンサートが催されます
。
【日時】
17時開場
18時開会～21時閉門
【料金】
前売り券　3,700円
当日券　4,200円
智積院会館宿泊パック　9,000円（1室
2名以上）
※チケットにはすべて月見弁当・お茶
付き。（上記金額は、昨年のものです
。）

◆市バス「東山七条」下車
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩約10分

【駐車場】
有（宿泊、参拝の方は無料
）

10.4(水)

　 ～

10.6(金)　

観月の夕べ ◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺（大沢池）
・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/

名月観賞の地、大沢池にて舟上より観
月。
期間中、茶席や模擬店があり、雅やか
な時間が過ごせます。
 
 
 
【日時】
17時～21時頃（予定）
【料金】
大人500円
小・中学・高校生300円
(舟券有料　くわしくは大覚寺H.Pをご
覧下さい。)

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

10.6(金)

　 ～

10.8(日)　
予定

城下町宮津七万石
和火2017

◇宮津市街地
・宮津市

※宮津市観光定住課
TEL.0772-45-1625

寺町界隈のお寺や通りなど約一万個の
手作りをペットボトル灯篭などでライ
トアップ。
お寺ではプロも出演するバンド演奏や
ダンスなどの催しを開催。また府北部
の飲食店等が多数出店する模擬店エリ
アもあり､多くの人で賑わう｡

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩15分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分
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10.6(金)

　 ～

10.9(祝)

秋の第Ⅰ期特別拝
観

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

焔口餓鬼図他、寺宝の特別公開
小野篁卿「冥途通いの井戸」の公開 

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

10.6(金)

　 ～

10.15(日)

梵燈のあかりに親
しむ会

◇東林院
・京都市右京区花園妙
心寺町
TEL.075-463-1334

沙羅の木の庭で知られる東林院。手作
りの瓦製梵燈（ぼんとう）や古瓦の上
に約400本のろうそくがともり、その
光が白砂や苔の庭をほのかに照らし出
し、その光が静かに揺らめきます。
【日時】
開門18時～閉門21時（入門は20時30分
まで）
【料金】
拝観料　500円
抹茶席　500円

※雨天決行

◆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

10.7(水) 神泉苑観月会 ◇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/

本堂にて、観月法要ののち、龍王社拝
殿での奉納演奏、舟中にて抹茶接待（
有料）などが行われます。
【日時】
18時頃～（小雨決行）

◆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

10.7(日) 舎利会宿忌 ◇泉涌寺
・京都市東山区泉涌寺
山内町
TEL.075-561-1551
FAX.075-551-2788
ホームページ:
http://www.mitera.or
g/

三国伝来と伝わる仏牙舎利が将来され
た10月8日に合わせて一山僧侶による
法要が2日間にわたって執り行われま
す。
本年は14:00より須磨琴の奉納、15:00
より宿忌法要

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩10分
◆JR・京阪「東福寺」下車
、徒歩15分

【駐車場】
有30台

10.7(土) 観月祭 ◇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

琴古流尺八･和太鼓の演奏。
観月祭俳句大会(当日受付、200円)も
開催され、月見酒・月見酒まんの接待
（先着500名）も有り。
【日時】
17時～
【料金】
拝観料
　大人　1,000円
　高校・大学生　500円

◆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）

10.7(土) 伊根浦・舟屋の町
並み散策美術館
（仮称）

◇伊根地区
・与謝郡伊根町

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

普段は見ることができない一般の舟屋
の内部を見学します。
当日は、伊根中学生のガイドにより伊
根の舟屋の町並みを内側からご覧いた
だきます。

※完全事前予約制

◆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）で約55分
「伊根」下車、徒歩10分

10.7(土)

　 ～

10.8(日)

春日祭 ◇西院春日神社
・京都市右京区西院春
日町61
TEL.075-312-0474
FAX.075-312-2670
ホームページ:
http://kasuga.or.jp

奈良の春日大社から御神霊を迎え創建
されてから受け継がれています。祭り
では、江戸時代初期に製作された2基
の御輿と5基の剣鉾が巡幸されます。

◆阪急京都線「西院」駅下
車
◆市バス「西大路四条」下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10台、料金/無
料）
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10.7(土)

　 ～

10.8(日)　
予定

コスモス祭 ◇柳谷観音第二駐車場
奥（浄土谷大門・北谷
のコスモス栽培圃場）
・長岡京市

※浄土谷棚田を守る会
（事務局：長岡京市役
所農林振興課内）
TEL.075-955-9514

里山、棚田に映える「コスモス」の観
賞（無料）、摘み取り（有料）。
いも掘り（有料）、地元郷土料理「い
とこ汁」、地元野菜を使った天ぷら、
餅の販売。
【日時】
入場受付　10時～15時

※小雨決行

◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで15分
◆阪急京都線「西山天王山
」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

10.7(土)

　 ～

10.8(日)

観月の夕べ ◇けいはんな記念公園
「水景園」
・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:
http://keihanna-park
.net/

日本庭園｢水景園｣内の｢観月楼｣｢観月
橋｣をライトアップし、庭園から月を
眺めながら、夕べの風情を楽しむ。
水景園を無料開放し、月の音楽会や月
の天体観測、月のアート展など、月を
テーマにしたイベントを開催。

◆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）

10.7(土)

　 ～

10.8(日)

神崎扇踊り ◇湊十二社
・舞鶴市神崎

※神崎浜観光協会
TEL.0773-82-5120

羽織、袴姿の踊り子が扇子を持ち、太
鼓音頭により踊る。

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後神崎」駅下車、徒歩10分
◆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

10.7(土)

　 ～

10.8(日)

秋祭り巡行 ◇金刀比羅神社、小西
川沿いステージ
・京丹後市峰山町泉

※峰山伝統芸能振興会
(羽衣ステーション内)
TEL.0772-62-8560

宵宮祭は夕方18時から金刀比羅神社境
内で行われ、芸屋台やよさこい踊り、
杉若太鼓・杉若神楽などが披露・奉納
されます。
8日は金刀比羅大神の大神輿が威勢よ
くかつがれ、町内を巡行。午後からは
小西川沿いステージで子供踊りや杉若
神楽・神社神輿など披露されます。 

◆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

10.7(土)

　 ～

10.8(日)

神谷太刀宮大祭 ◇神谷太刀宮神社及び
久美浜一区内
・京丹後市久美浜町

※神谷太刀宮神社
TEL.0772-82-0029
※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

5基の太鼓台が神谷太刀宮神社に集結
し、奉納行事として迫力ある技などを
披露。その後神輿を先頭にして町内を
練り歩きます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約5分
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10.7(土)

　 ～

10.9(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

鎌倉時代に、仏教の教えを民衆に、身
振り手振りでわかりやすく説いたのが
始まりといわれる、仏教無言劇。
国の重要無形民俗文化財に指定されて
いる。
【日時】
13時から17時30分頃まで1日6番ずつ上
演される。
【料金】
大人　800円
中学・高校生　600円
小学生　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

10.7(土)

　 ～

10.9(祝)

多宝塔特別拝観　
五大虚空蔵菩薩像
御開帳

◇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

鎮護国家の修法が毎年春・秋2回行わ
れた故事にならって五大虚空蔵菩薩の
祈願法要とともに特別公開される。
【日時】
10時～15時
【料金】
拝観料　500円
（通常拝観料600円別途必要）

◆JRバス「山城高雄」下車
、徒歩20分

【駐車場】
無

10.7(土)

　 ～

10.9(祝)

京都伏見三十石船
運航

◇寺田屋浜
・京都市伏見区南浜町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

港町伏見を伝える三十石船。
春と秋に酒蔵と四季折々の表情が美し
い水辺を巡ります。
寺田屋浜乗船場から三栖閘門を往復す
る。所要時間約40分。
【日時】
9時35分～15時35分発まで
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

◆京阪本線「中書島」駅下
車、徒歩5分

10.7(土)

　 ～

10.9(祝)　
10.15(日)

粟田神社大祭 ◇粟田神社
・京都市東山区粟田口
鍛冶町1
TEL.075-551-3154

「祇園祭」山鉾の原形といわれる剣鉾
が18基あり、そのうち5基が9日に巡行
する。
8日夜には、提灯を12連ねた十二灯や
、近年復興した大燈呂という灯籠の練
り物が巡行する。15日には本殿にて例
大祭が執り行われる。

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

10.7(土)

　 ～

11.30(木)

銀閣寺　秋の特別
公開

◇慈照寺（銀閣寺）
・京都市左京区銀閣寺
町2
TEL.075-771-5725
FAX.075-771-5439
ホームページ:
http://www.shokoku-j
i.jp/

本堂は本尊の釈迦牟尼仏に与謝蕪村な
どの襖絵。東求堂は「同仁斎」書院造
り。香座敷の弄清亭。
【日時】
10時～16時（15時30分受付終了）
【料金】
特別拝観料　1,000円
（一般参拝料　高校生以上500円、小
・中学生300円は別途必要）

※行事により特別拝観不可の日有り

◆市バス「銀閣寺前」、ま
たは市バス「銀閣寺道」下
車、徒歩10分

【駐車場】
無（市営駐車場の利用）
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10.7(土)

　 ～

12.8(金)

大徳寺塔頭・総見
院秋季特別拝観

◇総見院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
11/5、12/3は11時まで拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料　
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭弘源寺
秋の特別拝観

◇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見る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
　小人　300円
※弘源寺・宝厳院割引共通券　900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

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭宝厳院
秋の特別拝観

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

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。
【日時】
9時～17時
（本堂襖絵は16時30分受付終了）
【料金】
拝観料（庭園）
　大人　500円
　小・中学生　300円
(宝厳院・弘源寺割引共通券　900円)
※本堂襖絵は別途拝観料(大人500円)
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

10.7(土)

　 ～

12.17(日)

大徳寺塔頭・黄梅
院秋季特別拝観

◇黄梅院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
10/28は拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.8(日) 大徳寺本坊　曝凉
展

◇大徳寺
・京都市北区紫野大徳
寺町53
ホームページ:
http://www.rinnou.ne
t/cont_03/07daitoku/

ふだん非公開の本坊で絵・書などの虫
干しが行われ、狩野探幽筆方丈襖絵な
ど約100点の寺宝が公開されます。
【日時】
10月第2日曜日
【料金】
1,300円

※雨天中止

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車50台、バス10台
、料金／普通車最初の2時
間500円以降30分100円、バ
ス2,000円）
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10.8(日) 赦免地踊り（しゃ
めんちおどり）

◇秋元神社（八瀬天満
宮境内）
・京都市左京区八瀬秋
元町

※八瀬郷土文化保存会
事務局
TEL.075-724-0255

江戸時代に八瀬の地の永代地租免除の
特典が守られている洛北の奇祭で、無
形文化財に指定されています。頭上に
赤紙で作った透かし彫りの切子型灯籠
をのせた8人の女装した少年が、音頭
取りの太鼓にあわせて静かに踊り、神
社に奉納。
【日時】
19時頃～

◆京都バス「ふるさと前」
下車、徒歩3分

10.8(日) 今様合 ◇法住寺
・京都市東山区三十三
間堂廻り町655
TEL.075-561-4137
FAX.075-541-6787

承安4年9月1日から15日間、毎夜法住
寺殿において行われた「今様合」がゆ
かりの地、法住寺で再興され毎年行わ
れています。その日に出された課題に
より今様歌一首を歌人が即興で作り、
平安朝の衣装をつけた楽人、舞人が即
興で歌舞楽を演じるという、古式豊か
な催しです。
【日時】
15時～
【料金】
1,000円（パンフレット付き）

◆市バス「博物館三十三間
堂前」下車、徒歩3分
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）

10.8(月) 舎利会正当 ◇泉涌寺
・京都市東山区泉涌寺
山内町
TEL.075-561-1551
FAX.075-551-2788
ホームページ:
http://www.mitera.or
g/

三国伝来と伝わる仏牙舎利が将来され
た10月8日に合わせて一山僧侶による
法要が2日間にわたって執り行われま
す。
本年は10:00より正当法要
一般参拝者は1万円で法要参座、長老
猊下の法話、精進料理接待
 

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩10分
◆JR・京阪「東福寺」下車
、徒歩15分

【駐車場】
有30台

10.8(日) 山国さきがけフェ
スタ

◇山国神社参道付近一
帯
・京都市右京区京北辻
町

※ウッディー京北
TEL.075-852-1700
FAX.075-852-1700

維新勤皇山国隊の行進や御輿の渡御が
行われ、参道には、納豆もちや手焼き
のおかきなどふるさと産品の販売、ま
た地元の野菜を使ったふるさと鍋やき
のこを具材とした炊き込みご飯など、
「視る・買う・食べる」が楽しめるイ
ベントです。

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で「周
山」下車、京北ふるさとバ
ス（山国線）に乗り換え「
鳥居」下車、徒歩3分

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

子供達が青年と相撲を取り必ず勝ち名
乗りを受けるという珍しい三役相撲（
10時～）や、少なくなった剣鉾差し（
14時～）が見られます。

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

10.8(日) 向日神社御火焚き
祭

◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

無病息災・万福招来を祈って火焚き木
串(護摩木)を約2万本炊きあげる。
【日時】
14時～

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅から車で5分

【駐車場】
有

10.8(日) 里山ウォーク（鑓
ヶ谷林道から水晶
岩を巡る）

◇青谷
・城陽市青谷

※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

自然いっぱいの青谷で里山の山道や林
道を歩く里山ウォークを楽しみましょ
う。
今回は、鑓ヶ谷林道を歩き、その昔、
水晶を採取していた採掘跡（洞窟）ま
でをご案内します。
【日時】
9時30分～14時
集合：ヴィラ城陽前（駐車場有り）　
9時30分、またはJR奈良線「山城青谷
」駅改札前　9時10分
※先着20名(中学生以上)

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車
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10.8(日) 城陽秋花火大会20
17

◇城陽五里五里の丘（
京都府立木津川運動公
園）
・城陽市富野北角14-8

会場では、模擬店や各種団体のステー
ジがあり、フィナーレには秋の夜空に
花火が約1,000発打ち上がります。
【日時】
19時～(30分程度)

◆JR奈良線「長池」駅下車
、徒歩5分

10.8(日) 上奈良ずいきみこ
し

◇御園神社
・八幡市上奈良御園

※ずいきみこし保存会
TEL.075-981-2714

ずいきの他30種類以上の野菜でみこし
を飾り、練り歩く。五穀豊穣を祈願。

◆京阪本線「八幡市」駅か
らバスで約15分「上奈良」
下車

10.8(日) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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）を拝するこ
とが出来る。

※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
◆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

10.8(日) 八幡神社例祭 ◇八幡神社（南丹市美
山町）
・南丹市美山町北

※美山町知井振興会
TEL.0771-77-0001

本殿において笛、太鼓、笙などによる
雅楽の奉納のあと、式典が執り行なわ
れる。
旧知井村九ケ字の村社として応神天皇
がまつられている。本殿は、京都府の
文化財に指定されている。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「知見口」下車
、徒歩5分
※曜日、時間帯により市営
バスの接続する駅が変わり
ます。
※日曜日、祝日は市営バス
が河鹿荘まで行きます。

10.8(日) 川辺四社神幸祭 ◇高屋春日神社前
・南丹市園部町高屋

※南丹市教育委員会社
会教育課
TEL.0771-68-0057

川辺地区の春日神社（高屋）、月読神
社（船岡）、武尾神社（大戸）、若宮
神社（越方）の四社の御輿が集まり、
射礼と角刀の奉納が行われる。

◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから車で5分

10.8(日) 葛城神社秋祭り ◇葛城神社
・船井郡京丹波町口八
田

※京丹波町商工観光課
TEL.0771-82-3809

一言主命を祭神とする葛城神社の八朔
祭。
五穀豊穣と村の安泰を祈り、6基の曳
山・御輿が町内を勇壮に練り歩く。
【日時】
16時～22時

◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから10分

【駐車場】
有（無料）

10.8(日) 島萬神社秋季大祭 ◇島萬神社
・綾部市中筋町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

奉納される太刀振りと、京都府無形文
化財に指定されている太鼓踊り(通称
テンテコテン)は、古い伝承による貴
重なもの。
天保8年にほうそがはやり、この疫病
の平癒祈願が始まりとされている。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（西八田線）で15
分「島万神社前」下車、徒
歩5分

10.8(日) 大俣太鼓 ◇嶽神社
・舞鶴市字大俣

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

源頼光の大江山鬼退治の戦勝を祝って
、地元住人が太鼓をたたいたのが始ま
りという。

◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で10分

10.8(日) 地頭太鼓 ◇西飼神社
・舞鶴市字地頭

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

源頼光の大江山鬼退治の出陣にあたり
、地元住人が太鼓をたたいて見送った
のが始まりという。

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅から京都交通
バスで「地頭」下車、徒歩
10分
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で5分

10.8(日)

　 ～

10.8(日)　

栗田祭 ◇住吉神社
・宮津市字上司

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

上司、小寺両地区の若者たちがみこし
の先棒争いをする。みこしの先棒争い
で豊作豊穣を占う。
【日時】
11時～

◆京都丹後鉄道宮舞線「栗
田」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で20分
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10.8(日)

　 ～

10.12(木)

上七軒歌舞会　平
成29年「寿会」

◇上七軒歌舞練場
・京都市上京区今出川
通七本松西入真盛町74
2
TEL.075-461-0148
FAX.075-461-0149
ホームページ:
http://www.maiko3.co
m

五花街の1つ上七軒の芸妓、舞妓の日
頃の稽古の成果を発表する温習会。上
方唄や長唄など伝統ある名曲を披露。
【日時】
16時～
※10/8のみ13時～、16時～の2回公演
【料金】
8,000円

◆市バス「上七軒」、また
は市バス「北野天満宮前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
無

10.9(祝) 策伝忌奉納落語会 ◇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

落語の祖、安楽庵策伝上人を偲んで報
恩法要と東西の落語家による奉納落語
会が開催されます。
【日時】
14時～

◆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「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

10.9(祝) Chazz in 石清水
八幡宮

◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30

※八幡市政策推進部政
策推進課
TEL.075-983-1111

お茶（Cha）とジャズ（Jazz）を融合
させた「新たなお茶の楽しみ方」を提
案するイベント。国宝石清水八幡宮を
舞台に、八幡市産のお茶を味わいなが
ら、関西で活躍するアーティストのジ
ャズ演奏を楽しめます。

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分

10.9(祝) ずいきみこし ◇棚倉孫神社
・京田辺市田辺棚倉49
TEL.0774-62-2460
FAX.0774-62-2460

二年に一度、秋の収穫を祝って繰り出
すおみこし。ズイキやナスなどの野菜
や穀物を飾りに使った、色鮮やかな姿
がとても印象的です。
こどもみこしは毎年巡行されます。

◆JR学研都市線「京田辺」
駅から京阪バスで「一休寺
道」下車、徒歩5分

【駐車場】
有（10台）

10.9(祝) からす田楽 ◇大原神社（南丹市美
山町）
・南丹市美山町樫原

※南丹市教育委員会社
会教育課
TEL.0771-68-0057

ビンササラ4人、太鼓4人、笛1人で構
成。
ビンササラは足を揃えて前方に3歩と
び、3歩下がってささらをする姿がカ
ラスに似ていて滑稽である。五穀豊穣
を願い、田を荒らすカラスを追い払う
という意味がある。京都府の無形文化
財に指定されている。

◆JR山陰線「和知」駅から
市営バス（静原行き）で「
樫原」下車

10.9(祝) 質美八幡宮秋祭 ◇質美八幡宮
・船井郡京丹波町質美

※京丹波町観光協会
TEL.0771-89-1717
※府登録無形民俗文化
財としての問い合わせ
は京丹波町教育委員会
TEL.0771-84-0028

祇園祭のミニ版といわれ、お囃子の音
とともに豪華絢爛に飾られた山鉾が、
樹齢数百年を経た杉並木の参道を巡行
します。
【日時】
13時～

◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから国道173
号で約10分

10.9(祝) 天満神社祭礼 ◇天満神社
・福知山市夜久野町直
見2529

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

発祥年等は不明であるが、明治30年頃
には丹波・但馬に知れ渡り、相撲大会
は大変な熱気であった。
現在、地元保存会による相撲甚句、土
俵入り、子ども相撲、奉納太鼓が行わ
れる。
【料金】
無料

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅から車で8分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号で45分
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10.9(祝) 舞鶴赤れんがハー
フマラソン2017

◇舞鶴市内
・舞鶴市北吸

※実行委員会
TEL.0773-66-1058

・ハーフマラソンの部
舞鶴の魅力を凝縮した日本陸連公認コ
ース。
国の指定重要文化財の舞鶴赤れんがパ
ーク付近からスタートし、舞鶴湾に臨
む航空基地、護衛艦が停泊する桟橋や
海岸線をめぐり、舞鶴赤れんがパーク
にゴールするコースです。
その他、3kmの部もあります。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分

10.9(祝) 赤ちゃん初土俵入
り

◇山王宮日吉神社
・宮津市字宮町
TEL.0772-22-3356

3才までの男女児なら誰でも参加可。
神前でおはらいを受けた後、化粧まわ
しにはちまき姿の赤ちゃんが行司さん
の介添えでしこを踏む。神様と対戦し
最後に土俵の砂を赤ちゃんの体に付け
る。
【日時】
9時～13時まで受付
【料金】
参加料　5,000円（予定）

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
から丹海バスで「山王宮」
下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」IC
から車で5分

10.10(火) 数珠供養会 ◇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

お使いになられた数珠を供養します。
【日時】
14時～

◆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「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

10.11(木)

　 ～

11.23(金)

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

 
 

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩10分
◆JR・京阪「東福寺」下車
、徒歩15分

【駐車場】
有30台

10.12(木)

　 ～

10.15(日)

宮川町｢みずゑ會｣ ◇宮川町歌舞練場
・京都市東山区宮川筋
TEL.075-561-1151

毎年、古典より曲目を選び、その熟練
の技で味付けされた舞は好評です。
【日時】
開演　16時～
【料金】
一等席（1階・2階、全席指定）　8,00
0円
二等席（2階、全席指定）　4,000円

◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩7分
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10.13(金)

　 ～

10.15(日)

町かどの藝能 ◇相国寺北門前
・京都市上京区相国寺
門前町702「般若林」

※演劇塾長田学舎
TEL.075-211-0138

相国寺山内・般若林の庭で行われる観
客参加の野外劇。木戸をくぐるとそこ
は江戸時代の京の都。いろいろな芸を
披露しお客を楽しませ商いをする芸商
人がやわらかな京言葉で迎えてくれま
す。
玉すだれ、あやつり人形、けん玉など
の芸を楽しみ、会話を楽しみ、買い物
もできます。
【日時】
11時～16時
【料金】
大人　2,000円
小学生　1,000円
幼児無料
※前売券には買物札進呈

◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
下車、徒歩10分

10.14(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

10.14(土) 大住隼人舞 ◇月読神社
・京田辺市大住池平31

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

古代装束に身をかためた舞人が打楽器
のリズムに合わせて奉納する舞は市の
無形民俗文化財に指定されている。大
和時代にこの大住に移り住んだ九州大
隅隼人が宮中で舞ったと伝えられてい
る。

◆JR学研都市線「大住」駅
下車、徒歩10分

10.14(土) 木津御輿ライトア
ップ

◇木津川市役所駐車場
・木津川市木津南垣外
110-9

※木津川市観光商工課
TEL.0774-75-1216

木津御輿祭で実際に運行される御輿を
ライトアップします。
雨天の場合は、15(日)

◆JR奈良線「木津」駅下車
、徒歩5分

10.14(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
和知太鼓保存会
小畑万歳保存会
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
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10.14(土)

　 ～

10.15(日)

けいほくクラフト ◇あうる京北（京都府
立ゼミナールハウス）
・京都市右京区京北下
中町鳥谷
TEL.075-854-0216
FAX.075-854-0316
ホームページ:
http://kyosemi.or.jp
/

手づくりにこだわるクラフト作家と食
のブースが勢揃い、手づくりで2つと
ない温もりある作品を販売します。
手づくり体験もできます。（木工・染
・織り・陶器・ガラス・布・紙など）
【料金】
入場無料（無料駐車場有り）

※詳細はホームページ（http://keiho
k-craft.com）か電話でご確認くださ
い。

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で約80
分「周山」下車、周山まで
お迎え有り（事前に到着時
間をお知らせください。）
◆各線「京都」駅から車で
約80分（40km）
◆JR嵯峨野線「二条」駅か
ら車で約60分（35km）
◆福王子から約40分（30km
）
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約30分（25km）
※無料送迎ご相談ください
。
一般の方は4名以上で、会
席・バーベキュー・鍋料理
のいずれかご利用願います
。学校、各種団体等多人数
で合宿や研修を行われる場
合はこの限りではありませ
ん。

【駐車場】
有（100台、無料）

10.14(土)

　 ～

10.15(日)

郷社大祭（天満宮
秋まつり）

◇和束天満宮
・相楽郡和束町園
TEL.0774-78-2941

菅原道真公を祭神とする和束天満宮の
祭礼。五穀豊穣と村の安泰を祈願し、
稚児の行列のあと、子供みこしと大人
みこしが境内を練り歩く。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バス（和束小杉
行き）で20分「東和束」下
車

10.14(土)

　 ～

10.15(日)

摩気神社神幸祭 ◇摩気神社
・南丹市園部町竹井宮
ノ谷
TEL.0771-62-1169

御輿・船阪御旅所での神事相撲・流鏑
馬。
「延喜式」神名帳にその名が見える神
社で、承暦3年(1079)白河天皇の御幸
があり「船井第一摩気神社」の額を下
賜したと伝えられる。

◆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

10.14(土)

　 ～

10.15(日)

2017緑化まつり ◇福知山市三段池公園
　植物園周辺
・福知山市猪崎377-1

※公益財団法人福知山
市都市緑化協会
TEL.0773-23-6324

緑化植物園周辺で、苗木の配布や販売
など様々なイベントが催されます。

※福知山市都市緑化植物園
TEL:0773-22-6617

◆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（川北線）で「三段
池」下車
※川北線は土・日・祝日運
休

10.14(土)

　 ～

10.15(日)

額田一宮神社秋ま
つり

◇額田一宮神社
・福知山市夜久野町額
田地区一帯

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

秋の豊作を祈り、2階部分が回る山車
が巡行して賑わう。
特に野菜・果物などの野の幸で作るつ
くりもん（14日の午後から公開）は、
農民芸術としても広く知られ、額田祭
りの一番の呼びものとなっている。
【日時】
毎年10月第2土曜日・日曜日

◆JR山陰本線「下夜久野」
駅下車すぐ
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10.14(土)

　 ～

12.10(日)

嵯峨野トロッコ列
車　秋のライトア
ップ

◇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

トロッコ嵐山駅からトロッコ亀岡駅近
くまでほぼ全線で楽しめます。
ビューポイントでは徐行運転します。
手を伸ばせば届きそうなほど間近で深
まりゆく秋の幽玄美を満喫。
【日時】
16時30分～19時30分
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※紅葉シーズンは混雑が予想されます
ので、なるべく早めに前売券を購入し
ていただくか、事前に乗車状況を問い
合わせてください。

〈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

10.15(日) 繁昌大国秋祭 ◇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/

五穀豊穣と商売繁盛を感謝する大国さ
まの秋祭り。
祭典及び古典芸能鑑賞会が行われ、邦
楽・舞楽が奉納されます。

◆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

10.15(日) 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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

10.15(日) 二十五菩薩お練り
供養法会

◇即成院
・京都市東山区泉涌寺
山内町28
TEL.075-561-3443
FAX.075-551-3580

本堂を浄土とし、地蔵堂を現世に見立
て、金襴の菩薩装束をつけた25名の信
徒が二十五菩薩の来迎の様子を繰り広
げる。僧侶・幼児分する稚児さんや修
験衆、御詠歌講、合わせて100名以上
の出任者が設けられた50mの橋をゆっ
くり渡る。
【日時】
毎年10月第3日曜日
13時～
【料金】
拝観料　当日は本堂1,000円

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩5分

10.15(日) 矢代田楽踊り ◇日吉神社（右京区）
・京都市右京区京北矢
代中町

※ウッディー京北
TEL.075-852-1700
FAX.075-852-1700

花笠を冠り褐布を着たビンザサラ4人
と、花笠に白丁を着た太鼓4人の踊り
衆が、笛のリードでササラを摺り太鼓
を打って拝殿を巡る素朴な神事。
【日時】
10時～　神事
11時～　田楽踊り

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で「周
山」下車、京北ふるさとバ
ス（矢代線）に乗り換え「
矢代中」下車、徒歩5分

10.15(日) 斎宮行列 ◇野宮神社・渡月橋一
帯
・京都市右京区嵯峨野
々宮町1

※野宮神社
TEL.075-871-1972

10時30分から野宮神社で祭典が行われ
た後、正午より行列が渡月橋に向けて
練り歩き、午後2時頃、保津川で御禊
の儀が行われます。
興に乗った斎宮代の十二単が秋の嵐山
にひと際映えます。

◆市バス「野々宮」下車
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩5分
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10.15(日) 城南祭（餅祭り） ◇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:
http://www.jonangu.c
om/

9時より本殿で祭典。
正午過ぎより、それぞれ重さ1.5トン
近くある3基の豪華な神輿の渡御が始
まり、氏子区域を練り歩く。夕刻、堤
灯と松明の明かりの中、神社に神輿が
還御する様子は壮観である。

◆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）

10.15(日) 城陽茶まつり ◇荒見神社
・城陽市富野荒見田16
5

※城陽市農政課
TEL.0774-56-4005
FAX.0774-56-3999

城陽産茶のPR
抹茶席・おいしいお茶の入れ方教室、
茶そば席、邦楽演奏
抹茶を使った商品の販売
(抹茶カステラ・抹茶せんべい・茶そ
ば・アイスクリーム・キャンディー)
、各種茶の展示販売他

◆JR奈良線「長池」駅下車
、徒歩5分
◆近鉄京都線「富野荘」駅
下車、徒歩15分､または城
陽さんさんバス｢堀口｣､ま
たは｢アルプラザ城陽｣下車
徒歩5分

10.15(日) 宇治田原ふるさと
まつり

◇宇治田原町総合文化
センター
・綴喜郡宇治田原町大
字岩山小字沼尻46-1

※宇治田原ふるさとま
つり実行委員会
TEL.0774-88-4180

町内外の茶名人が集い、自慢のお茶で
おもてなしする。町内産の煎茶や玉露
からめずらしい製法のお茶まで試飲・
購入できる。また、特産品市も開催さ
れる。
【日時】
10時～15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、工場団地行き）
で「維中前」下車、徒歩約
3分

10.15(日) 百味の御食（ひゃ
くみのおんじき）

◇涌出宮（和伎神社）
・木津川市山城町平尾
里屋敷54
TEL.0774-86-2639

座衆約20人が地域でとれた果物、野菜
などの収穫物（柿、栗、新米、餅、さ
つまいも他）をお供えする、豊作感謝
の祭り。
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】
8時30分～9時　準備（百味の供物の撮
影可）
9時～10時　百味御食神事

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、東へ徒歩2分

【駐車場】
無

10.15(日) 道相神社例祭 ◇道相神社
・南丹市美山町宮脇

※宮島振興会
TEL.0771-75-5100

野々村荘「一の宮」といわれるだけに
氏子の範囲も広い。
五穀豊饒・家族の安泰を願うものであ
る。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら市営バス（美山園部線）
で「宮脇」下車
※曜日、時間帯により市営
バスの接続する駅が変わり
ます。

10.15(日) 菅原神社例祭 ◇菅原神社
・南丹市美山町静原

※宮島振興会
TEL.0771-75-5100

秋祭にふさわしく黄金の波打つ国道を
若者の担ぐ神輿は勇壮そのもの。
古くから「静原の天神さん」として親
しまれ、昔「市」が開かれたという。
近くに「夷岩」もあり、この付近一帯
を市場と呼んでいる。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで「周山」下車、市営バ
ス（静原行き）に乗り換え
「静原」下車
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10.15(日) 生身天満宮秋季例
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/

子供みこしの練り歩きや稚児行列、露
店多数あり賑わう。
この地は菅原道真の代々行地であった
と伝えられ、武部源蔵が道真を在世中
に奉祀したところから生身天満宮と呼
ばれ、最古の天満宮と伝えられる。
【日時】
毎年10月第3日曜日

※前日には宵宮祭も行われる。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

10.15(日) 胡麻日吉神社の馬
馳け

◇日吉神社（南丹市日
吉町）
・南丹市日吉町胡麻

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

神社の前を馬に乗った氏子代表が走り
ながら矢で三つの的を射る勇壮な祭。
江戸時代より厄払いと五穀豊穣を祈願
して行われている。

◆JR山陰線「胡麻」駅下車
、徒歩20分

10.15(日) 田原のカッコスリ ◇多治神社
・南丹市日吉町田原

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196
※南丹市教育委員会社
会教育課
TEL.0771-68-0057

素朴な歌にあわせて鼓をもった裃姿の
男子が足をすりあわせながら4人の稚
児の囲りを踊る。（府指定無形民俗文
化財）

◆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

10.15(日) 二ノ宮神社秋祭 ◇二ノ宮神社
・船井郡京丹波町橋爪

※京丹波町観光協会
TEL.0771-89-1717

色とりどりの野菜で飾られた野菜みこ
しや子供みこし、地域みこしの巡行。
【日時】
11時30分～

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「桧山」下車、
徒歩2分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号を福知山
方面へ約15分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約5分

10.15(日) 綾部旧町区八社合
同秋季大祭

◇綾部市(旧町内一円)
・綾部市

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

若宮神社、綾部八幡宮、二宮神社、笠
原神社の4社がそれぞれ獅子舞、鉾、
榊、弓矢などの行列を整えて綾部太鼓
とともに町内を巡行する。

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩10分

10.15(日) 福知山スイーツフ
ェスティバル2017

◇福知山市厚生会館
・福知山市字中ノ170
番地の5

※スイーツフェスティ
バル実行委員会（福知
山市観光協会）
TEL.0773-22-2228

「お城とスイーツのまち」福知山に市
内外のスイーツ店が一堂に会し、試食
や販売を行います。
【日時】
10：00～15：00
【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」駅下車、徒歩
10分

【駐車場】
有1P　（市内有料駐車場を
ご利用ください。）

10.15(日) 丹後きものまつり
in天橋立

◇天橋立周辺
・宮津市

※丹後きものまつり実
行委員会（丹後織物工
業組合）
TEL.0772-68-5211

きものファッションショー、海外旅行
や高級きものが当たる大抽選会、きも
のスタンプラリー、きものオークショ
ンなど、盛りだくさんのイベントをご
用意しております。
※参加は事前申込制としています｡

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分

10.15(日)予
定

大内峠紅葉まつり ◇大内峠一字観公園一
帯
・与謝郡与謝野町弓木

※大内峠保勝会
TEL.0772-46-4056

紅葉が色づき始める頃、日本三景天橋
立を横一文字に見られる絶景地におい
てカラオケ大会、バザー、宝探し、ボ
ケ封じ祈祷等多数の行事が行われる。
【日時】
10時～14時

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（峰
山方面行き）で「弓木」下
車、徒歩30分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら9分
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10.15(日) あみの八丁浜ロー
ドレース大会

◇八丁浜周辺
・京丹後市網野町

※京丹後市体育協会網
野支部
TEL.0772-69-0663

田茂井宗一・志水見千子両氏の功績を
たたえ、二人の生まれ育った網野町の
豊かな自然の中、健康増進と体力向上
、地域スポーツの活性化を目指す大会
です。 
スタート・ゴール：網野北小学校前 

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バスで「網
野北小学校前」下車

10.15(日)

　 ～

12.10(日)

醍醐寺霊宝館特別
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/

未定
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
12月第1日曜日の翌日～2月末日　9時
～16時30分
（発券終了は閉門1時間前まで。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　800円
　中学・高校生　600円
　小学生以下無料
※春期（3/20～5/15）、秋期（10/15
～12/10）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000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700円、バス
2,000円）
※3/20～5/15、10/15～12/
10は、普通車1,000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

10.16(月) おかげ踊り ◇白山神社
・木津川市加茂町岩船

五穀豊穣の恵みを受けた感謝の気持ち
を表した踊りで、中世からの歴史があ
る。
京都府指定無形民俗文化財
【日時】
15時～

◆JR大和路線「加茂」駅か
らコミュニティバスで約20
分

10.16(月) 大井神社秋まつり ◇大井神社
・亀岡市大井町並河1-
3-25
TEL.0771-22-5066

浦安の舞が奉納されます。武者に扮し
た神官、稚児、氏子が12頭の馬に乗り
、境内馬場を巡行する。

◆JR嵯峨野線「並河」駅下
車、徒歩約10分

10.19(木) 船岡大祭 ◇建勲神社
・京都市北区紫野北舟
岡町49
TEL.075-451-0170
ホームページ:
http://kenkun-jinja.
org

建勲神社は織田信長・信忠父子を祀り
ます。祭は永禄11年10月19日信長が入
洛して天下統一の第一歩を印した日を
記念する大祭で仕舞、舞楽の奉納や信
長公の甲冑など宝物の特別公開が催さ
れます。
【日時】
11時～

◆市バス「建勲神社前」下
車、徒歩5分

【駐車場】
無

10.19(木)

　 ～

10.22(日)

先斗町「水明会」 ◇先斗町歌舞練場
・京都市中京区先斗町
三条下ル
TEL.075-221-2025
ホームページ:
http://www.kamogawa-
odori.com

昭和5年からはじまる先斗町歌舞会に
よる秋の舞踊会です。
【日時】
開演　16時
【料金】
未定

◆京阪本線「三条」駅下車
、徒歩5分
◆市バス「河原町三条」下
車、徒歩5分

10.20(金) 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。
日本最古といわれる重文の秘仏、木造
「達磨大師坐像」の特別開扉。
中風のまじないで知られる年2回の万
人講は近隣から多勢の人で賑わう。
【日時】
7時～15時

◆京阪本線「樟葉」駅から
臨時バス有り（当日のみ、
8時30分～14時頃まで）

10.20(金) 保津の火まつり ◇請田神社、保津八幡
宮
・亀岡市保津町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

行列が火のまわりを3回廻って奉持物
を神殿に納める。この火にあたると、
その年の健康を約束されると言われて
いる。高張り提灯の行列が行われる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
保津」下車
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10.20(金)

　 ～

10.22(日)

第43回 大陶器市
「清水焼の郷まつ
り」

◇清水焼団地一帯
・京都市山科区清水焼
団地　

※清水焼団地協同組合
TEL.075-581-6188
FAX.075-593-8120
ホームページ:
http://www.kiyomizuy
aki.or.jp

やきものの郷ならではの年に一度の大
陶器市。
期間中は京焼・清水焼を中心に100軒
以上のテントが連なり、産地ならでは
の価格で大奉仕。
楽しいイベントも盛りだくさんです。
【日時】
9時30分～18時（予定）
【料金】
入場無料

※雨天決行

◆JR琵琶湖線「山科」駅か
ら京阪バスで「清水焼団地
」下車
※当日はJR京都駅前（北側
JRバス乗り場3番）から臨
時バス運行

10.20(金)

　 ～

11.15(水)

菊花展 ◇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/

大菊、小菊（懸崖作り、盆栽作り）等
、約1,000本を展示。販売も有り。
【日時】
9時～17時（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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

10.21(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

10.21(日) 笠懸神事 ◇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/

800年以上前に同社で奉納されていた
儀式。武田流弓馬道により奉納されま
す。馬上より地上にある的を射る小笠
懸や、水平に的を射る遠笠懸とがあり
ます。
【日時】
13時～

◆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）

10.21(土) 出雲大神宮例大祭 ◇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/

社殿創建を起源にはじまった大祭。
雨と大地の恵みに感謝し、浦安の舞が
奉納される。

◆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）

10.21(土) 夫婦神事 ◇大送神社～幡日佐神
社
・南丹市八木町日置

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

幡日佐神社から馬に乗った名代が再三
にわたり大送神社に行き、嫁の貰い受
けを懇願し、やがて大送より幡日佐へ
嫁入りの行列が向かうユニークな行事
です。
【日時】
11時～16時

◆JR嵯峨野線「八木」駅か
ら車で約10分
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10.21(土) やぶさめ神事 ◇幡日佐神社
・南丹市八木町氷所

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

流鏑馬、狩装束で3ケ所に立てた槍の
板的を3回ずつ射って、来る年の豊凶
を占う。
【日時】
15時～16時

◆JR嵯峨野線「八木」駅か
ら車で約10分

10.21(土) 春日神社秋まつり ◇春日神社（南丹市八
木町）
・南丹市八木町本郷西

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

春日神社で行われる秋まつり。
地元の住民たちによる「みこし」が町
を練り歩きます。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩10分

10.21(土)

　 ～

10.22(日)

『竹の径・かぐや
の夕べ』

◇竹の径
・向日市寺戸町芝山～
物集女町長野、中海道
地内

※向日市観光協会
TEL.075-963-6504
FAX.075-922-6587

水を張った竹筒4,500本に水ろうそく
を浮かべ、竹の径を照らし出し、幻想
的な雰囲気をかもし出します。

※荒天中止

◆JR京都線「桂川」駅、ま
たは阪急京都線「洛西口」
駅からバスで「向日回生病
院前」下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅からバスで「東山」下
車、徒歩10分

【駐車場】
無

10.21(土)

　 ～

10.22(日)

木津御輿祭 ◇木津川市（木津町区
、木津区一円）

※木津川市観光商工課
TEL.0774-75-1216

華麗な5基のみこしが運行（10/21・2
基、10/22・3基）、子供12人が乗り、
50～60人でかついで町内を巡行する姿
は勇壮。
古来より、五穀豊穣祭として親しまれ
ております。
10/21　御霊神社他
10/22　岡田国神社他

◆JR奈良線「木津」駅下車
、徒歩10分
※御霊神社、岡田国神社

10.21(土)

　 ～

10.22(日)

赤れんがフェスタ
in舞鶴2017

◇赤れんがパーク周辺
・舞鶴市北吸

※海の京都ＤＭＯ（舞
鶴観光協会）
TEL.0773-66-1096

赤れんが倉庫を会場に赤れんがとJAZZ
とグルメ（海自カレー、肉じゃが等）
を一度に堪能できる。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら京都交通バス（東西循環
線①左回り）で「市役所前
」下車、徒歩2分
◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分

10.21(土)

　 ～

11.5(日)

真如院庭園の特別
公開

◇真如院
・京都市下京区猪熊通
五条上ル柿本町
TEL.075-811-0088

織田信長が足利義昭のために作庭した
という枯山水庭園の公開。
【定休日】
10/23～10/27、10/30～10/31は休み
【日時】
10時～15時
【料金】
拝観料　600円

◆市バス「堀川五条」下車
、徒歩3分

10月下旬

　 ～

11月下旬

経ヶ岬灯台一般公
開

◇経ヶ岬灯台
・京丹後市丹後町袖志

※舞鶴海上保安部
TEL.0773-76-4120

2009年2月に近代化産業遺産群に認定
され、京都百景にも選ばれた経ヶ岬灯
台は、全国に5つしかない最高級・第
一等レンズ（フランス製）を使用。約
55km先まで届く豊富な光量で、若狭湾
・日本海を行き交う船舶の安全を1898
年からずっと毎日守り続けている。
この経ヶ岬灯台は、映画「新・喜びも
悲しみも幾年月」の舞台になった。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から車で約50分、ま
たは丹海バス（丹後峰山線
、海岸線）で約1時間20分
「経ヶ岬」下車
◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バス（海岸
線）で約1時間「経ヶ岬」
下車
※「経ヶ岬」下車後、駐車
場まで約15分、駐車場から
灯台まで約15分かかります
。
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10.21(土)

　 ～

12.10(日)

高台寺　秋の特別
拝観・特別展

◇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/

秀吉の正室、北政所ねね様創建の高台
寺。華麗な高台寺蒔絵は特に有名。
【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
※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
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

10.21(土)

　 ～

12.10(日)　

高台寺塔頭・圓徳
院　秋の特別公開
・秋の夜間特別拝
観

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

秋の特別展：寺宝を展観。
秀吉公ゆかりのお茶席「神仏への献茶
点前」も行われます。（お一人様1,50
0円、記念扇子付き）
夜間特別拝観では禅院らしく奥行きの
ある庭園が訪れる人を幽玄の世界に誘
います。
【定休日】
12/8～12/9は法務のため、終日拝観休
止
【日時】
10時～22時（日没ライトアップ、昼夜
入替なし）
【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）

10.22(日) 時代祭 ◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97

※平安神宮　
TEL.075-761-0221
※公益社団法人京都市
観光協会（有料観覧席
問合せ先）
TEL.075-213-1717

京都三大祭の一つ。明治28年に平安遷
都1100年に平安神宮が創建され、それ
と共に始められました。総勢2,000名
、総延長2kmにわたる行列の巡行は約1
時間30分にも及ぶ一大歴史風俗絵巻。
高く澄んだ空に皷笛の音が響く。
【日時】
京都御所出発12時→烏丸御池12時50分
→平安神宮14時30分

※雨天順延

〈平安神宮〉
◆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

10.22(日) 鞍馬の火祭 ◇由岐神社
・京都市左京区鞍馬本
町1073

※鞍馬の火祭テレフォ
ンサービス（9/1～10
月末 開設）
TEL.075-741-4511

平安末期、祭神を京都御所から鞍馬の
里に迎えた時の模様を現在に伝えるお
祭です。
【日時】
18時篝火点火、幼児松明、少年松明、
青年松明と点火、お練りが山門前に向
かい（20時頃）、神輿渡御などを経て
0時頃終了。

※雨天決行

◆京阪本線「出町柳」駅か
ら叡山電鉄で「鞍馬」駅下
車

10.22(日) 京丹波●食の祭典
2017

◇京都府立丹波自然運
動公園　他
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※京丹波町観光協会
TEL.0771-89-1717
FAX.0771-89-1713

京丹波のおいしいものを販売。
京丹波こだわりの食が大集結。屋台グ
ランプリも開催、今年のテーマは「丼
物」。

◆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号を福知山
方面へで約5分

【駐車場】
有
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10.22(日) コスモスまつり ◇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

美しく咲いたコスモスが由良川花庭園
を彩ります。コスモスの摘み取りや花
苗の販売、その他催しもの多数。
【日時】
9時30分～15時

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩19分

10.22(日) きものでぶらり　
ちりめん街道

◇ちりめん街道一帯
・与謝郡与謝野町加悦

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

着物が似合う「ちりめん街道」を舞台
にB反古着市やお茶席、懐かしの体験
コーナーのほか、着物の来場者には嬉
しい特典が満載。レンタル着物はなん
と1000円！着物を持参するのもよし。
めいっぱい杯着物で遊ぼう。
【日時】
10時～15時30分

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで10
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら12分

10.22(日) 久美浜まるかじり
まつり

◇久美浜浜公園
・京丹後市久美浜町

※京丹後市久美浜市民
局
TEL.0772-69-0716

地元特産品の展示・販売、フリーマー
ケット、模擬店など多数。もちまき、
振る舞い大鍋、餅つき体験など、もり
だくさん。
【日時】
9時～15時（予定）

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約10分

【駐車場】
有

10.23(月)

　 ～

10.25(水)

亀岡祭・山鉾行事 ◇城下町一帯
・亀岡市

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

丹波の祇園祭とも呼ばれる祭。
23日宵々山、24日宵宮に各町が競って
山鉾を建て、提灯が飾られる。25日に
は鉾の巡行が行われる。
城下町では街角ギャラリーや花灯路な
ど様々な催しが実施される。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

10.25(水)

　 ～

10.29(日)

生涯学習フェステ
ィバル文化祭2017

◇宇治田原町総合文化
センター
・綴喜郡宇治田原町大
字岩山小字沼尻46-1

※宇治田原町教育委員
会
TEL.0774-88-5850

期間中、文化協会加盟サークル等によ
る展示・舞台発表、お茶席など多彩な
イベントを開催。

◆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、徒歩約
3分

10.25(水)

　 ～

11.8(水)

秋の大原女まつり ◇大原周辺
・京都市左京区大原

※大原観光保勝会（日
曜日・祝日を除く10時
～14時）
TEL.075-744-2148

すすきがゆれて、コスモスが咲く、秋
色の里。大原女姿で、里の秋を満喫し
てください。
大原女時代行列
大原女ミニ時代行列
大原女姿で思い出づくり
（前日までに要予約　075-744-2148、
日曜日・祝日を除く10時～14時）
期間中、通常2,500円の大原女着付け
体験が1,000円になります。

※雨天中止

◆京都バス「大原」下車

10.27(金) 秋季献茶祭 ◇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/

全国屈指の茶所、宇治・山城地域から
の奉納献茶約400点を神前に供える。
また、境内では厳正な審査にて選ばれ
た優等茶が展示される。

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分
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10.27(金)

　 ～

10.29(日)

第69回京都大アン
ティークフェア

◇京都パルスプラザ
大展示場
・京都市伏見区竹田鳥
羽殿町5

※株式会社吾目堂
TEL.077-522-2307

全国からの出展数は350店。名実共に
規模も大きく、西日本最大の骨董市。
【日時】
10時～17時（最終日は16時まで）

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
北西4番出口から市バス・
京阪バス「パルスプラザ前
」下車
◆近鉄京都線「竹田」駅北
西4番出口から市バス・京
阪バス「パルスプラザ前」
下車
◆京都駅八条口から京都ら
くなんエクスプレス（直通
バス）で「京都パルスプラ
ザ・京セラ前」下車

【駐車場】
有（無料）

10.28(土)

　 ～

10.29(日)

きのこ展 ◇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/

きのこの展示、同定など
【日時】
9時～17時（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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

10.28(土)

　 ～

10.29(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】
700円

◆京阪本線「八幡市」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）

10.28(土)　
11.1(水)　1
1.3(祝)

市民大茶会 ◇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
FAX.075-802-6181
ホームページ:
http://www2.city.kyo
to.lg.jp/bunshi/nijo
jo/

二条城の庭園で行われる恒例の茶会。
【日時】
9時30分～15時(受付終了)予定
【料金】
料金　2,500円予定
（茶席2席、そば席、入城料込み）

◆市バス「二条城前」下車
すぐ
◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩5分

【駐車場】
有（詳細は二条城事務所ま
でお問い合わせください。
）

10.28(土)

　 ～

11.12(日)　

国宝・五重塔開扉 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

文化財の特別公開が行われる。国宝五
重塔内陣の一般公開も行われる。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円
小学生は大人1名につき1名無料、2人
目からは400円

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（定員9人）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分
※土・日・祝日は運休
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「岡崎」
下車、徒歩約40分

【駐車場】
有
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10.28(土)

　 ～

11.12(日)　

文化財特別公開 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

文化財の特別公開が行われる。国宝五
重塔内陣の一般公開も行われる。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円
小学生は大人1名につき1名無料、2人
目からは400円

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（定員9人）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分
※土・日・祝日は運休
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「岡崎」
下車、徒歩約40分

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

北野天満宮もみじ
苑・御土居の紅葉
公開

◇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/

御土居(おどい)とは、豊臣秀吉が天正
19年（1591）に京都の周囲に築いた土
塁。
北野天満宮の御土居は原型に最も近く
、脇を流れる紙屋川の水面に紅葉が映
え、優雅な空間を演出しています。
【日時】
10時～16時
【料金】
入苑料（茶菓子付き）
　大人　700円
　小人　350円

※11月11日からライトアップ実施予定

◆市バス「北野天満宮前」
下車

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

青蓮院夜の特別拝
観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

相阿弥作の「池泉回遊式の庭園」が夜
の光のなかに浮かび上がります。
【日時】
18時～22時（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　小・中学・高校生　400円

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
無（夜間駐車不可）

10.28(土)

　 ～

12.10(日)

松花堂美術館平成
29年秋の催し市制
40周年記念・開館
15周年特別展「松
花堂昭乗、書画の
楽しみ－麗しき筆
あと、愛らしき布
袋－」

◇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:
http://www.yawata-bu
nka.jp/syokado/

松花堂昭乗（1584年～1639年）は、石
清水八幡宮を峰に頂く男山の中腹に草
庵「松花堂」を営み、文雅を愛した僧
侶です。茶の湯を好み、書では「寛永
の三筆」に数えられる能書家です。昭
乗の書と絵画を紹介する展覧会です。
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）

◆京阪本線「八幡市」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
ス可）

10.29(日) 第27回城陽福祉ふ
れあいまつり

◇文化パルク城陽
・城陽市寺田今堀1

※城陽市社会福祉協議
会
TEL.0774-56-0909
FAX.0774-56-2800

福祉関係団体などによる飲食物・手作
り製品の販売、バザー、ステージ発表
、スタンプラリーなど（予定）
【日時】
開催時間　10時～15時

※雨天決行

◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩25分､または城陽さ
んさんバス｢文化パルク城
陽｣下車すぐ
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10.29(日) お茶の京都・食の
祭典

◇城陽五里五里の丘（
京都府立木津川運動公
園）
・城陽市富野北角14-8

日本茶800年の歴史を担ってきた宇治
茶の「味」と地元の「食文化」の真髄
を一人でも多くの人に体験いただくお
茶と食の祭典。
お茶と食を通じて､地域振興・地域活
性を図ることを目的としたイベントで
す｡
当日は､城陽市のみならず､山城各地の
様々な食が集結するほか､音楽コンサ
ートやご当地キャラなどが登場するス
テージイベントを通じて会場を盛り上
げます｡
市内外から一人でも多くのみなさんの
ご来場をお待ちしております!
 
【日時】
10時～16時

◆JR奈良線「長池」駅下車
、徒歩5分

10.29(日) ひよし“水の杜”
フェスタ

◇スプリングスパーク
（日吉ダム堤体直下）
・南丹市日吉町中

※南丹市日吉支所地域
推進課
TEL.0771-68-0030

ステージ・フィールドイベントの催し
をはじめ、農林産物や加工食品の販売
、フリーマーケットもあり、多数の来
場者で賑わう。また、日吉町文化祭展
示の部も併せて行う。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（日吉ダム行き）
で「スプリングスひよし」
下車
※日曜日、祝日も運行
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから車で15分

10.29(日) 第36回大江山酒呑
童子祭り

◇酒呑童子の里・福知
山市大江町佛性寺　
・福知山市大江町河守
　他

※大江山酒呑童子祭り
実行委員会（福知山市
役所大江支所内）
TEL.0773-56-1102

鬼伝説で有名な「大江山」を舞台に、
鬼退治をした源頼光をはじめとする武
者行列、日本唯一の「鬼」をテーマに
した「大江山鬼検定」など様々な催し
が行われます。
全国の伝統鬼芸能の披露も予定してい
ます。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市営バス(大江
山の家線)で約20分｢大江山
の家｣下車

10.29(日) 日本三景天橋立ふ
ゆ花火

◇阿蘇海
・宮津市

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

護摩供養が行われた後、19時30分から
花火が約2,000発打ち上げられます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅からタクシーで10
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら車で10分

10.29(日) 伊根のうみゃーも
ん祭

◇伊根町コミュニティ
センターほっと館
・与謝郡伊根町字日出
651

※伊根町地域整備課
TEL.0772-32-0505

舟屋のまち伊根町の水産物・農産物な
どの「うみゃーもん」を模擬店で提供
。また、地域特産物の販売も実施予定
です。
【日時】
10時～14時

◆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）で約50分
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１１ 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        

17.3.1(水)

　 ～

12.29(金)

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
龍寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444

冬の間（12/30～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
水曜日（水曜日が祝日の場合は運転）
※ただし、春休み・ゴールデンウィー
ク・夏休み・紅葉の時期には水曜日も
運転
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の主な駅の「みどりの窓口」、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

17.3.10(金)

　 ～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

3.25(土)

　 ～

12.3(日)

京都伏見十石舟運
航

◇月桂冠大倉記念館裏
（長建寺東河川沿い）
・京都市伏見区本材木
町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

江戸時代の伏見は、港町として賑わっ
た。当時、資材や人を乗せていた舟を
再現し、観光船として運航。
月桂冠大倉記念館南側（長建寺東河川
沿い）の乗船場から三栖閘門を往復す
る。三栖閘門で一旦下船し、三栖閘門
資料館を見学後再び乗船。所要時間約
55分。
【日時】
10時発～16時20分発まで（季節による
変更有り）
※8月は8/11～8/16のみ運航
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

※運休日有り、要問い合わせ

◆京阪本線「中書島」駅下
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）

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場）

4.1(土)

　 ～

11.30(木)

高雄「川床」 ◇高雄
・京都市右京区

※もみぢ家
TEL.075-871-1005
ホームページ:
http://www.kyo-takao
.com

紅葉の名所「高雄」。街中より3～5度
気温が低く、花の床、納涼の床、紅葉
の床といった四季折々の美しい情景の
なかで京料理を賞味。

※夜の営業は6月上旬～9月中旬のみ
※期間はお店によって異なります。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで高雄方面へ

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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
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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月下旬

　 ～

11月下旬　

春から秋の芦生ネ
イチャーガイドハ
イキング

◇芦生研究林
・南丹市美山町芦生

※美山町自然文化村
TEL.0771-77-0014

由良川源流域に広がる広大な原生林が
満喫できる。
【料金】
参加費　7,560円（ガイド・昼食付）

※コース及び実施日等はお問い合わせ
ください。
事前予約要

◆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
※自然文化村河鹿荘主催の
ハイキングは、河鹿荘より
バスで現地です。京都駅か
らの送迎も有り。

7.15(土)

　 ～

11.5(日)

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

夏から秋の指定の土曜日、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
（浜町立体駐車場）は5時間まで無料
）
【運航予定】
お盆、連休は約30分ごとに運航、それ
以外は1時間ごとに運航 
【料金】
往復　650円（宮津桟橋～天橋立桟橋
）

◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

9.8(金)

　 ～

12.3(日)

平岡八幡宮「花の
天井」秋の特別拝
観

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

本殿内陣天井に描かれた44種の花の絵
は江戸期のもの。
【日時】
10時～16時（最終受付は15時30分頃）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付き）

※10/1、10/7～10/9は拝観休止

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

9.9(土)～10
.1(日)　10.
7(土)～12.1
7(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【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　300円

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

9.16(土)

　 ～

12.3(日)

映画村ちゃんばら
王国　秋のキャラ
クターまつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

江戸の風情を今に伝える時代劇イベン
トの数々。人気のキャラクターもやっ
てくる。
【日時】
9時～17時
9月の土曜日・日曜日・祝日は9時～18
時
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000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        

9.16(土)

　 ～

12.10(日)

聖護院門跡特別公
開

◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

狩野派による150面を超える襖絵や障
壁画を公開。重要文化財の本尊不動明
王や後水尾天皇ゆかりの書院も公開さ
れます。
【日時】
10時～16時受付終了（16時30分閉門）
【料金】
大人　800円
中学・高校生　600円
小学生以下無料（保護者同伴）

※拝観休止の場合有り。詳細はホーム
ページに公開予定。

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無

9.16(土)

　 ～

12.13(水)

博物館さがの人形
の家「秋期展」

◇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/

〈常設展〉
嵯峨人形、賀茂人形、伏見人形、から
くり人形、ミニチュア人形及び、全国
の郷土人形を展示。
〈秋の特別展〉
「物語に見る竹田人形」展（Ⅱ）
竹田人形は、江戸期に大坂道頓堀で興
行された竹田からくり芝居より生まれ
た人形で、今にも動き出すような躍動
美に輝き、勇壮な武人の姿などを表し
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

9.20(水)

　 ～

11.25(土)

東寺「宝物館」秋
期特別展

◇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

日頃公開しない数多くの寺宝・国宝・
重文のなかから抜粋して公開される、
秋の特別展。
【日時】
9時～17時閉門（16時30分受付終了）
【料金】
料金　500円（宝物館のみ）

◆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）

9.25(月)

　 ～

12.15(金)

相国寺　秋の特別
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:
http://www.shokoku-j
i.jp/

相国寺は足利三代将軍義満が、後小松
天皇の勅命を受け、明徳3年に完成し
た一大禅苑である。
【拝観場所】
法堂、方丈、開山堂
【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

※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。

◆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）
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9.29(金)

　 ～

12.4(月)　

秋季の特別名宝展
　嵯峨御所 大覚
寺の名宝

◇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/

古来「源氏の護り刀」と伝えられ、数
奇な運命を経て大覚寺に伝えられた名
刀・薄緑（膝丸）を含む、大覚寺伝来
の太刀2振をこのたび特別に公開展示
いたします。
【日時】
9時～16時30分
【料金】
大人　800円
小・中学・高校生　600円
（寺内拝観料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

10.1(日)

　 ～

11.23(祝)

仁和寺霊宝館秋季
名宝展

◇仁和寺
・京都市右京区御室大
内33
TEL.075-461-1155
FAX.075-464-4070
ホームページ:
http://ninnaji.jp

阿弥陀三尊像ほか展示。
【日時】
霊宝館　9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
大人　500円
中学・高校生　300円

◆市バス「御室仁和寺」、
またはJRバス「御室仁和寺
」下車
◆嵐電北野線「御室仁和寺
」駅下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、バス12
台、料金/普通車1回500円
、バス1回1,000円）
※9時～17時（時間厳守）

10.1(日)

　 ～

11.30(木)

清凉寺霊宝館秋期
特別公開

◇清凉寺
・京都市右京区嵯峨釈
迦堂藤ノ木町46
TEL.075-861-0343
FAX.075-861-0310

阿弥陀三尊像（国宝）、本尊釈迦如来
像胎内納品（国宝）ほか。
【日時】
9時～17時
【料金】
大人　400円（本堂も参観の場合700円
）
中学・高校生　300円（本堂も参観の
場合600円）
小学生　200円（本堂も参観の場合300
円）

◆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2分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩15分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車50台、バス10台
、料金/普通車1日800円、
バス2時間2,000円）

10.1(日)

　 ～

11.30(木)

吉祥天女立像開扉 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

普段非公開の吉祥天女立像を拝するこ
とが出来る。また、国宝の九体阿弥陀
如来坐像や三重塔、史跡・特別名勝指
定の庭園等もある。

◆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
◆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

10.7(土)

　 ～

11.30(木)

銀閣寺　秋の特別
公開

◇慈照寺（銀閣寺）
・京都市左京区銀閣寺
町2
TEL.075-771-5725
FAX.075-771-5439
ホームページ:
http://www.shokoku-j
i.jp/

本堂は本尊の釈迦牟尼仏に与謝蕪村な
どの襖絵。東求堂は「同仁斎」書院造
り。香座敷の弄清亭。
【日時】
10時～16時（15時30分受付終了）
【料金】
特別拝観料　1,000円
（一般参拝料　高校生以上500円、小
・中学生300円は別途必要）

※行事により特別拝観不可の日有り

◆市バス「銀閣寺前」、ま
たは市バス「銀閣寺道」下
車、徒歩10分

【駐車場】
無（市営駐車場の利用）
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10.7(土)

　 ～

12.8(金)

大徳寺塔頭・総見
院秋季特別拝観

◇総見院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
11/5、12/3は11時まで拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料　
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭弘源寺
秋の特別拝観

◇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見る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
　小人　300円
※弘源寺・宝厳院割引共通券　900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

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭宝厳院
秋の特別拝観

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

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。
【日時】
9時～17時
（本堂襖絵は16時30分受付終了）
【料金】
拝観料（庭園）
　大人　500円
　小・中学生　300円
(宝厳院・弘源寺割引共通券　900円)
※本堂襖絵は別途拝観料(大人500円)
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

10.7(土)

　 ～

12.17(日)

大徳寺塔頭・黄梅
院秋季特別拝観

◇黄梅院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
10/28は拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.11(木)

　 ～

11.23(金)

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

 
 

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩10分
◆JR・京阪「東福寺」下車
、徒歩15分

【駐車場】
有30台
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10.14(土)

　 ～

12.10(日)

嵯峨野トロッコ列
車　秋のライトア
ップ

◇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

トロッコ嵐山駅からトロッコ亀岡駅近
くまでほぼ全線で楽しめます。
ビューポイントでは徐行運転します。
手を伸ばせば届きそうなほど間近で深
まりゆく秋の幽玄美を満喫。
【日時】
16時30分～19時30分
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※紅葉シーズンは混雑が予想されます
ので、なるべく早めに前売券を購入し
ていただくか、事前に乗車状況を問い
合わせてください。

〈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

10.15(日)

　 ～

12.10(日)

醍醐寺霊宝館特別
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/

未定
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
12月第1日曜日の翌日～2月末日　9時
～16時30分
（発券終了は閉門1時間前まで。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　800円
　中学・高校生　600円
　小学生以下無料
※春期（3/20～5/15）、秋期（10/15
～12/10）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000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700円、バス
2,000円）
※3/20～5/15、10/15～12/
10は、普通車1,000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

10.20(金)

　 ～

11.15(水)

菊花展 ◇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/

大菊、小菊（懸崖作り、盆栽作り）等
、約1,000本を展示。販売も有り。
【日時】
9時～17時（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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

10.21(土)

　 ～

11.5(日)

真如院庭園の特別
公開

◇真如院
・京都市下京区猪熊通
五条上ル柿本町
TEL.075-811-0088

織田信長が足利義昭のために作庭した
という枯山水庭園の公開。
【定休日】
10/23～10/27、10/30～10/31は休み
【日時】
10時～15時
【料金】
拝観料　600円

◆市バス「堀川五条」下車
、徒歩3分
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10月下旬

　 ～

11月下旬

経ヶ岬灯台一般公
開

◇経ヶ岬灯台
・京丹後市丹後町袖志

※舞鶴海上保安部
TEL.0773-76-4120

2009年2月に近代化産業遺産群に認定
され、京都百景にも選ばれた経ヶ岬灯
台は、全国に5つしかない最高級・第
一等レンズ（フランス製）を使用。約
55km先まで届く豊富な光量で、若狭湾
・日本海を行き交う船舶の安全を1898
年からずっと毎日守り続けている。
この経ヶ岬灯台は、映画「新・喜びも
悲しみも幾年月」の舞台になった。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から車で約50分、ま
たは丹海バス（丹後峰山線
、海岸線）で約1時間20分
「経ヶ岬」下車
◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バス（海岸
線）で約1時間「経ヶ岬」
下車
※「経ヶ岬」下車後、駐車
場まで約15分、駐車場から
灯台まで約15分かかります
。

10.21(土)

　 ～

12.10(日)

高台寺　秋の特別
拝観・特別展

◇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/

秀吉の正室、北政所ねね様創建の高台
寺。華麗な高台寺蒔絵は特に有名。
【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
※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
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）

10.21(土)

　 ～

12.10(日)　

高台寺塔頭・圓徳
院　秋の特別公開
・秋の夜間特別拝
観

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

秋の特別展：寺宝を展観。
秀吉公ゆかりのお茶席「神仏への献茶
点前」も行われます。（お一人様1,50
0円、記念扇子付き）
夜間特別拝観では禅院らしく奥行きの
ある庭園が訪れる人を幽玄の世界に誘
います。
【定休日】
12/8～12/9は法務のため、終日拝観休
止
【日時】
10時～22時（日没ライトアップ、昼夜
入替なし）
【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）

10.25(水)

　 ～

11.8(水)

秋の大原女まつり ◇大原周辺
・京都市左京区大原

※大原観光保勝会（日
曜日・祝日を除く10時
～14時）
TEL.075-744-2148

すすきがゆれて、コスモスが咲く、秋
色の里。大原女姿で、里の秋を満喫し
てください。
大原女時代行列
大原女ミニ時代行列
大原女姿で思い出づくり
（前日までに要予約　075-744-2148、
日曜日・祝日を除く10時～14時）
期間中、通常2,500円の大原女着付け
体験が1,000円になります。

※雨天中止

◆京都バス「大原」下車
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10.28(土)　
11.1(水)　1
1.3(祝)

市民大茶会 ◇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
FAX.075-802-6181
ホームページ:
http://www2.city.kyo
to.lg.jp/bunshi/nijo
jo/

二条城の庭園で行われる恒例の茶会。
【日時】
9時30分～15時(受付終了)予定
【料金】
料金　2,500円予定
（茶席2席、そば席、入城料込み）

◆市バス「二条城前」下車
すぐ
◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩5分

【駐車場】
有（詳細は二条城事務所ま
でお問い合わせください。
）

10.28(土)

　 ～

11.12(日)　

国宝・五重塔開扉 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

文化財の特別公開が行われる。国宝五
重塔内陣の一般公開も行われる。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円
小学生は大人1名につき1名無料、2人
目からは400円

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（定員9人）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分
※土・日・祝日は運休
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「岡崎」
下車、徒歩約40分

【駐車場】
有

10.28(土)

　 ～

11.12(日)　

文化財特別公開 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

文化財の特別公開が行われる。国宝五
重塔内陣の一般公開も行われる。
【日時】
9時～16時
【料金】
大人　800円
中学・高校生　400円
小学生は大人1名につき1名無料、2人
目からは400円

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（定員9人）で「海住山
寺口」下車、徒歩約25分
※土・日・祝日は運休
◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「岡崎」
下車、徒歩約40分

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

北野天満宮もみじ
苑・御土居の紅葉
公開

◇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/

御土居(おどい)とは、豊臣秀吉が天正
19年（1591）に京都の周囲に築いた土
塁。
北野天満宮の御土居は原型に最も近く
、脇を流れる紙屋川の水面に紅葉が映
え、優雅な空間を演出しています。
【日時】
10時～16時
【料金】
入苑料（茶菓子付き）
　大人　700円
　小人　350円

※11月11日からライトアップ実施予定

◆市バス「北野天満宮前」
下車

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

青蓮院夜の特別拝
観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

相阿弥作の「池泉回遊式の庭園」が夜
の光のなかに浮かび上がります。
【日時】
18時～22時（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　小・中学・高校生　400円

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
無（夜間駐車不可）

10.28(土)

　 ～

12.10(日)

松花堂美術館平成
29年秋の催し市制
40周年記念・開館
15周年特別展「松
花堂昭乗、書画の
楽しみ－麗しき筆
あと、愛らしき布
袋－」

◇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:
http://www.yawata-bu
nka.jp/syokado/

松花堂昭乗（1584年～1639年）は、石
清水八幡宮を峰に頂く男山の中腹に草
庵「松花堂」を営み、文雅を愛した僧
侶です。茶の湯を好み、書では「寛永
の三筆」に数えられる能書家です。昭
乗の書と絵画を紹介する展覧会です。
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）

◆京阪本線「八幡市」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
ス可）
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11.1(水) 亥子祭 ◇護王神社
・京都市上京区烏丸通
下長者町下ル桜鶴円町
385
TEL.075-441-5458
ホームページ:
http://www.gooujinja
.or.jp/

旧暦10月（亥の月）、初亥の日に平安
時代の宮中の行事であった亥子餅の儀
式を再現した神事。
【日時】
17時～

◆地下鉄烏丸線「丸太町」
駅下車、徒歩7分
◆市バス「烏丸下長者町」
下車

【駐車場】
無(亥子祭当日は駐車不可)

11.1(水) 十夜法要･秋の集
い

◇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/

声明を中心とした古式法要で､法要中
は回向師による｢諷誦回向｣が行われ､
知恩寺独特の節回しでお念仏を称えな
がら大きな数珠を操る｢百萬遍大念珠
操り｣も行われる｡
法要終了後に｢秋の集い｣が催され､過
去には筝とわらべ唄の演奏や､横笛と
タブラによるインド音楽の演奏も行わ
れている｡

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

11.1(水)

　 ～

11.5(日)

秋の古本まつり ◇百萬遍知恩寺境内
・京都市左京区田中門
前町103

※其中堂
TEL.075-231-2971

京都古書研究会が開催している「古本
市」は年々盛況。境内所狭しと並んだ
店舗、本の数約20万冊の中からお値打
ち本を探します。
【日時】
10時～17時

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

11.1(水)

　 ～

11.7(火)

法然院秋季伽藍内
特別公開

◇法然院
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町30
TEL.075-771-2420
ホームページ:
http://www.honen-in.
jp

本堂内にある本尊阿弥陀如来座像、狩
野光信による襖絵などが公開。
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　800円

◆市バス「南田町」下車、
徒歩5分

【駐車場】
無

11.1(水)

　 ～

11.7(火)

大師堂の特別公開 ◇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

板彫り弘法大師像を安置しています。
【日時】
9時～16時
【料金】
拝観料　500円
（通常拝観料600円別途必要）

◆JRバス「山城高雄」下車
、徒歩20分

【駐車場】
無

11.1(水)

　 ～

11.10(金)

祇園をどり ◇祇園会館
・京都市東山区

※祇園東歌舞会
TEL.075-561-0224
FAX.075-561-0225

祇園東の芸妓、舞妓が伝統の名にふさ
わしい高度で磨き抜かれた伎芸を披露
する。
【日時】
開演　13時30分～、16時～
（公演時間約1時間）
【料金】
お茶席券付観覧券　4,500円
観覧券　4,000円
お茶席　500円

◆市バス「祇園」下車すぐ
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「河原町」駅
下車、徒歩15分

11月上旬 河辺八幡神社祭礼 ◇河辺八幡神社
・舞鶴市字河辺中

※舞鶴観光協会
TEL.0773-75-8600

鉾の舞、獅子舞、太鼓の舞、膝ずり。 ◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら車で15分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
東」ICから車で20分

11.1(水)

　 ～

11.23(木)

高雄もみじのライ
トアップ

◇高雄
・京都市右京区梅ヶ畑

※高雄保勝会（もみぢ
家）
TEL.075-871-1005
※神護寺
TEL.075-861-1769

日本でも有数の紅葉の名所。
神護寺参道、清滝川沿い、西明寺付近
がライトアップされる。
【日時】
17時～20時

◆JRバス「山城高雄」下車
◆市バス「高雄」下車
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11.1(水)

　 ～

11.30(木)

宝鏡寺　秋の人形
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/

「人形の寺」として知られる宝鏡寺は
室町時代創建の臨済宗の尼門跡寺院で
す。ふだん非公開の人形を多数展観。
今年は書院も公開。 
【日時】
10時～16時閉門(受付は15時30分まで)
【料金】
拝観料
　大人　600円
　小人　300円

◆市バス「堀川寺ノ内」下
車、徒歩1分

【駐車場】
有（普通車2台）

11.1(水)

　 ～

11.30(木)

冨田屋　お火焚き ◇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/

秋に取れた新米をお供えし、願い事を
書いた護摩木を焚いて悪霊を追い払い
ます。
お火焚きにまつわるお食事を頂戴し、
願いを護摩木に書き無病息災を祈る行
事です。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」+「お火焚きの行事」+「お食事」
定員：60名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
8,000円（税別）
お食事なしの場合は3,000円（税別）
見学と祈り　2,000円（税別）

※要予約

◆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）

11.1(水)

　 ～

11.30(木)　

曼殊院夜間拝観 ◇曼殊院門跡
・京都市左京区一乗寺
竹ノ内町42
TEL.075-781-5010
FAX.075-711-6226
ホームページ:
http://www.manshuinm
onzeki.jp/

天台宗の門跡寺院。
小さな桂離宮とも言われ洛北屈指の名
刹。
【日時】
9時～20時（19時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　一般　600円
　高校生　500円
　小・中学生　400円

◆市バス「一乗寺清水町」
下車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車50台、有料、拝
観時のみ無料）

11.1(水)

　 ～

11.30(木)

もみじ公園ライト
アップ

◇府立笠置山自然公園
内
・相楽郡笠置町

※笠置町企画観光課
TEL.0743-95-2301

笠置寺境内にある、もみじ公園が紅葉
で真っ赤に染まります。夜空にうかび
あがる幻想的な空間によいしれてくだ
さい。
【日時】
17時～21時

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、徒歩45分

11月の週末 水景園特別夜間開
園　紅葉ライトア
ップ

◇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:
http://keihanna-park
.net/

紅葉が見頃の時期にあわせて、園内を
ライトアップします。美しく造形され
た庭園美の中に点在する色鮮やかな紅
葉の鑑賞をお楽しみください。
【料金】
水景園
　大人　200円
　小・中学生　100円
　60歳以上は証明書の提示で無料

◆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）
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11.1(水)

　 ～

12.3(日)

紅葉の東福寺看楓
拝観

◇大本山東福寺
・京都市東山区本町15
丁目778
TEL.075-561-0087
FAX.075-533-0621
ホームページ:
http://www.tofukuji.
jp

○通天橋・普門院庭園
○方丈庭園
  重森三玲作庭園
○国宝龍吟庵方丈
  重森三玲作庭園
【日時】
8時30分～16時受付終了
※龍吟庵のみ9時～16時受付終了
【料金】
拝観料
　大人　400円
　小人（小・中学生）300円
※龍吟庵は
　大人　500円
　小人（小・中学生）300円

◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆京阪本線「鳥羽街道」駅
下車、徒歩８分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）
※ただし、看楓拝観中は駐
車場無し

11.2(木)

　 ～

11.3(祝)

吉原の太刀振 ◇水無月神社 　 朝代
神社

11月2日(木)水無月神
社
11月3日(祝)朝代神社

江戸時代から伝わる剣舞。京都府無形
民俗文化財に指定。
4年に1度、2社で奉納される。

◆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15
分
◆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9
分

11.2(木)

　 ～

11.5(日)

第53回福知山市展 ◇福知山市厚生会館
・福知山市字中ノ170
番地の5

※福知山市地域振興部
文化・スポーツ振興課
TEL.0773-24-7033

三丹地方を中心とした彫刻・工芸・写
真・書・絵画の公募展、期間中入選作
品を一堂に展示します。
【日時】
9時～18時
11/5（日）のみ9時～17時

◆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

【駐車場】
無（会場は駐車スペースが
限られていますので、作品
の搬入出以外は福知山パー
キング（1時間無料）をご
利用ください。）

11.3(祝) 曲水の宴 ◇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:
http://www.jonangu.c
om/

14時　神苑楽水苑平安の庭
王朝時代を偲ばせる雅やかな行事。平
安時代の装束を身につけた男女の歌人
が、庭園の流れに沿った座に着き、川
上から童子が、鴛鴦の姿をかたどった
「羽觴」の背に朱塗りの盃をのせて流
す。歌人は当日の歌題にあわせて和歌
を詠み短冊にしたため、そして流れ来
る盃を取り上げお酒をいただく。宴の
間には静々と白拍子の舞なども披露さ
れ、一層興を添える。　
この日は神苑無料公開。

◆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）

11.3(祝) 第38回 JOYO産業
まつり

◇文化パルク城陽
・城陽市寺田今堀1

※城陽商工会議所
TEL.0774-52-6866
FAX.0774-52-6769

商工業製品の展示・販売・物産フェア
歌謡ショー・キャラクターショーなど
のイベント
【日時】
開催時間　10時～16時

※雨天決行

◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩25分､または城陽さ
んさんバス｢文化パルク城
陽｣下車すぐ
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11.3(祝) うまいもん祭(仮) ◇石清水八幡宮頓宮
・八幡市八幡高坊30

※一般社団法人八幡市
観光協会
TEL.075-981-1141

｢うまいもん｣のお店が立ち並ぶイベン
トです｡八幡の名産タケノコを使った
フード､八幡を中心とした人気店の名
物などを販売します｡音楽ライブや竹
細工の手作り体験なども行われ､家族
連れでも楽しめます｡
【日時】
10時～15時（予定）　※雨天決行・荒
天中止

◆京阪本線「八幡市」駅下
車、徒歩約5分

11.3(祝) 文化の日　水景園
無料開放

◇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:
http://keihanna-park
.net/

文化の日にあわせて、水景園を無料開
放します。色づきはじめたモミジとと
もに庭園散策をお楽しみください。

◆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（
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）

11.3(祝) 田山花おどり ◇諏訪神社(南山城村)
・相楽郡南山城村大字
田山

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105
FAX.0743-93-0444

色とりどりの切紙を四段に飾り重ね、
上端にゴヘイと枝垂れ花をさしたシナ
イを背負い胸につけたカンコで調子を
とりながらの踊りは華やかである。江
戸時代初期からこの地に伝わる雨乞い
の踊り。
（京都府指定無形民俗文化財）

◆JR関西本線「月ヶ瀬口」
駅から送迎バスで10分
◆JR関西本線「月ヶ瀬口」
駅下車、徒歩1時間

11.3(祝) ワンデーマーチ ◇かやぶきと虹の湖コ
ース
・南丹市美山町

※南丹市美山支所地域
推進課
TEL.0771-68-0040

3kmコース、12kmコース、18kmコース
から選んで参加していただけます。当
日、同会場でふるさと祭りも開催され
ます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス「宮脇」で乗り換
え「美山支所前」下車

11.3(祝) ふるさと祭り ◇南丹市美山支所周辺
・南丹市美山町

※南丹市美山支所地域
推進課
TEL.0771-68-0040

地元の加工食品、取れたて野菜の販売
など。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス「宮脇」で乗り換
え「美山支所前」下車

11.3(祝) 智恵地蔵祭 ◇智恵寺
・南丹市八木町青戸
TEL.0771-42-4711

当地に祭られた智恵地蔵尊にかかる年
一度の祭で、この日は知恵にあずかる
為、多くの子連れの参拝者で賑わう。

◆JR嵯峨野線「八木」駅か
ら京阪京都交通バスで「青
戸」下車、徒歩7分

11.3(祝) 丹波公園まつり ◇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

菊花展、「京都丹波ロードレース大会
」、「口丹波特産展うまいもの市」な
どを開催。ツリークライミング教室も
同時開催。
【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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11.3(祝) 大川神社秋の大祭 ◇大川神社
・舞鶴市字大川
TEL.0773-82-0011

舞鶴市で最も古い神社の秋祭りで露店
が並ぶ。
五穀と養蚕の神として名高く、氏子が
豊作を祝う。

◆JR舞鶴線「西舞鶴」駅、
または京都丹後鉄道宮舞線
「西舞鶴」駅から京都交通
バスで「大川」下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴
西」ICから車で25分
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で10分

11.3(祝)

　 ～

11.5(日)

神泉苑大念仏狂言 ◇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/

鉦や太鼓、笛に合わせて演じる仮面無
言劇の大念仏狂言である。京都市登録
無形民俗文化財として約30番ある演目
の内から毎日数番が順次上演される。
【日時】
4日　18時30分～21時30分
5日・6日　13時～21時30分
【料金】
ご志納

◆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

11.3(祝)

　 ～

11.5(日)

青蓮院「好文亭」
の特別拝観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

旧粟田御所の青蓮院。江戸時代、後櫻
町上皇の御学問所として使用されたの
が好文亭で、13面ある障壁画は上村淳
之画伯より奉納されたもの。期間中は
正式なお点前も楽しめる。
【日時】
10時～15時30分
【料金】
料金　1,000円（お点前、抹茶、菓子
含む）
※別途通常拝観料500円必要

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10台、大型バス
3台）

11.3(祝)

　 ～

11.5(日)

秋の第Ⅱ期特別拝
観

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

修復新たとなった小野篁卿肖像画の公
開
小野篁卿「冥途通いの井戸」や寺宝の
公開 

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

11.3(祝)

　 ～

11.5(日)

京都伏見三十石船
運航

◇寺田屋浜
・京都市伏見区南浜町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

港町伏見を伝える三十石船。
春と秋に酒蔵と四季折々の表情が美し
い水辺を巡ります。
寺田屋浜乗船場から三栖閘門を往復す
る。所要時間約40分。
【日時】
9時35分～15時35分発まで
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

◆京阪本線「中書島」駅下
車、徒歩5分



64　　２０１７秋・冬 行催(祭)事　１１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        

11.3(祝)

　 ～

11.12(日)

長岡京ガラシャ祭
2017

◇長岡京市内一円
・長岡京市

※長岡京ガラシャ祭実
行委員会事務局
TEL.075-959-1299
※e-mail：garasha@ti
tan.ocn.ne.jp
※フェイスブック:htt
p://m.facebook.com/g
arashamatsuri
ホームページ:
http://nagaokakyo-ga
rasha.jp

※内容は予定
細川ガラシャにゆかりのある勝龍寺城
（勝竜寺城公園）にちなんで平成4年
から開催されている祭。
12日には時代衣裳を着て「細川ガラシ
ャ」の輿入れを再現する行列や各種団
体や市民による町衆祝い行列など総勢
約1,000人が長岡第六小学校から勝竜
寺城公園までの約3kmを練り歩く。
また、行列の出発地点と到着地点の2
ヶ所に設けられた特設会場（10時～16
時）ではステージショーや模擬店など
があり祭の雰囲気を高めている。
その他、11月3日からはガラシャウィ
ークと称し、主にJR長岡京駅前や中央
公民館などで、各種コンサート、展示
、手作り市などを開催し、最終日の行
列巡行に向けて、長岡京市内はガラシ
ャ祭の雰囲気で賑わう。

〈勝竜寺城公園〉
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩5分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩20分
〈楽市楽座中央広場会場〉
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩5分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩20分

11.3(祝)

　 ～

11.26(日)

京の奥座敷・貴船
もみじ灯篭

◇貴船神社周辺
・京都市左京区叡山電
鉄貴船口駅　叡山電鉄
市原駅～二ノ瀬駅区間
（250m、通称もみじト
ンネル）

※貴船観光会
TEL.075-741-4444
※叡山電鉄鉄道部営業
課
TEL.075-702-8111

貴船地区で「京の奥座敷・貴船もみじ
灯篭」と銘打ち、紅葉のライトアップ
を開始。叡山電鉄の市原駅から二ノ瀬
駅までの約250ｍは「もみじのトンネ
ル」となっており、車窓から眺める紅
葉のライトアップが。貴船の料理旅館
街は優しい灯りによって包まれ、貴船
神社では境内を彩る紅葉のライトアッ
プが楽しめます。
【日時】
日没～21時頃まで

◆叡山電鉄「貴船口」駅か
ら京都バス（貴船線）で終
点「貴船」下車

11.3(祝)

　 ～

12.3(日)

知恩院ライトアッ
プ2017

◇知恩院
・京都市東山区林下町
400
TEL.075-531-2111（代
）
ホームページ:
http://www.chion-in.
or.jp/

宮崎友禅翁ゆかりの友禅苑をはじめ、
寶佛殿や三門（回廊のみ）などもライ
トアップされます。
【日時】
17時30分～21時30分（受付は21時まで
）
【料金】
大人　800円
小人　400円

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩8分

【駐車場】
無

11.4(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

11.4(土) 筒川そばまつり ◇筒川文化センター周
辺
・与謝郡伊根町本坂

※伊根町地域整備課
TEL.0772-32-0505

伊根町の山里、筒川産のそば粉を使用
した本格的手打ちそばのほか、持ち帰
り用の生そばや加工品、その他農産品
販売など伊根町の幸が盛りだくさん。
【日時】
10時～13時30分

◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
らR178を北へ約50分
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11.4(土)

　 ～

11.5(日)

第42回久御山町民
文化祭

◇久御山町中央公民館
とその周辺
・久世郡久御山町島田
ミスノ38

※久御山町民文化祭実
行委員会（久御山町教
育委員会社会教育課）
TEL.075-631-9980 ・
0774-45-3918

屋外での模擬店、バザー、体験コーナ
ーなどの「出店の部」、久御山町文化
サークルの作品を中心に中央公民館の
展示室で絵画や写真などを展示する「
出品の部」、ホールでの「出演の部」
の3部構成で久御山の様々な文化を広
く発表します。
【日時】
11/4　10時～16時
11/5　10時～15時30分

◆近鉄京都線「大久保」駅
、または京阪本線「淀」駅
から京都京阪バスで「久御
山町役場前」下車

11.4(土)

　 ～

11.5(日)

茶源郷まつり ◇和束運動公園および
周辺施設
・相楽郡和束町大字白
栖小字猪ヶ口25番地等

※茶源郷まつり実行委
員会
TEL.0774-78-3001
FAX.0774-78-2799

和束茶（宇治茶）をはじめ、世界のお
茶の販売、試飲、お茶づくし屋台村で
お茶を使った料理やスイーツが楽しめ
ます。新鮮な野菜の販売もあります。

※雨天決行

◆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「和束山の家
」下車、徒歩5分
※無料巡回バス運行予定

11.4(土)

　 ～

11.5(日)

だるままつり ◇舞鶴市東地区市街地
・舞鶴市字浜

※舞鶴実業会事業協同
組合
TEL.0773-62-0217

戦後の舞鶴の振興を願ってだるまの七
転八起の精神にあやかって始まる。物
産展・パレード等。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車

11.4(土)

　 ～

12.3(日)　

京都・大原　宝泉
院　秋の夜灯り

◇宝泉院
・京都市左京区大原勝
林院町
TEL.075-744-2409
FAX.075-744-2912

艶やかな紅葉とともに、お香の薫りと
声明の響き、水琴窟の音が幻想空間を
演出。
【日時】
17時45分～20時40分（受付終了）
【料金】
拝観料　800円

◆京都バス「大原」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無

11.5(日) 県神社献茶祭 ◇県神社
・宇治市宇治蓮華72
TEL.0774-21-3014

茶壺の口切り、献茶式。
宇治茶のめぐみに感謝を捧げ、茶業の
発展を祈る。今年5月に摘みとった茶
つぼの封を切り、石臼でひいて抹茶に
仕上げ濃茶と薄茶を奉納する。

◆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
）

11.5(日) あやべ産業まつり
　B級グルメフェ
ア

◇あやべグンゼスクエ
ア
・綾部市青野町亀無

※綾部市農林課
TEL.0773-42-4266

家族で楽しみながら綾部の産業が楽し
めるイベント。消費生活展・農林業振
興祭等のイベントを合同で開催し、そ
れぞれ展示、実演、即売を行う。「B
級グルメフェア」も同時開催される。
【日時】
10時～15時

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、北口から東へ徒歩10分
※無料シャトルバスの運行
有り（10～20分間隔）

11.5(日) 加悦SL広場周年祭 ◇加悦SL広場
・与謝郡与謝野町滝94
1-2
TEL.0772-42-3186
FAX.0772-43-0080
ホームページ:
http://www.kyt-net.j
p/kayaslhiroba/

日本で2番目に古い2号機関車をはじめ
27車輌がそろうSL広場のイベント。加
悦鉄道の列車を再現した体験乗車会を
はじめ、鉄道にちなんだ催し物が開催
される。
【日時】
10時～15時（予定）

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
15分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら20分

【駐車場】
有（乗用車50台、大型バス
11台）
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11.5(日) りんご祭 ◇喫茶あっぷるふぁー
む周辺
・与謝郡与謝野町金屋

※有限会社あっぷるふ
ぁーむ
TEL.0772-43-2097

りんごやぶどうなどのもぎ取り体験、
野菜の即売や各種バザー、大抽選会な
どが行われる。
【日時】
10時～15時

◆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14分

11.5(日) おおみや生き活き
フェスタ2017

◇京丹後市大宮庁舎前
駐車場、アグリセンタ
ー大宮
・京丹後市大宮町口大
野

※おおみや生き活きフ
ェスタ実行委員会事務
局（大宮市民局内）
TEL.0772-69-0712

村づくり委員会・商工団体等による屋
台村、おおみや共同作業所ふれあいバ
ザー、文化協会所属団体による作品展
示会、フリーマーケット、よさこい踊
り、ブラスバンド演奏などのステージ
催しが行われる。（予定）

◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅下車、徒歩5
分

11.5(日)

　 ～

11.15(水)

お十夜（十日十夜
別時念仏会）

◇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/

十日間念仏を唱え、極楽往生を願う行
事です。15日には本尊阿弥陀仏の特別
参拝や小豆粥の接待（有料）もありま
す。
【日時】
5日　開闢（17時～）　
6～14日　十夜念仏（18時～）
15日　結願お練り（14時～）、閉帳法
要（17時～）
【料金】
拝観料　500円
15日本尊特別公開　500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）

11.5(日)

　 ～

11.19(日)

神護寺「金堂」夜
間特別拝観・境内
ライトアップ

◇神護寺
・京都市右京区梅ヶ畑

※高雄保勝会（もみぢ
家）
TEL.075-871-1005
※神護寺
TEL.075-861-1769

金堂の正面を開けて薬師如来を拝観。
【日時】
17時～19時
【料金】
拝観料　800円

◆JRバス「山城高雄」下車
、徒歩20分

11.7(火) 御火焚祭 ◇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/

貴船大神が火の神からお生まれになっ
たという神話を、今に伝える最も重要
で神秘的な神事。
火の霊力で罪穢を祓い浄める「祓い」
の行事でもある。
【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（使用不可）

11.7(火)

　 ～

12.6(水)

永観堂秋の寺宝展 ◇永観堂（禅林寺）
・京都市左京区永観堂
町48
TEL.075-761-0007
FAX.075-771-4243
ホームページ:
http://www.eikando.o
r.jp/

もみじの古刹、永観堂禅林寺所蔵の重
文・絵画の名品の数々を展観。
【日時】
9時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　一般　1,000円
　小・中学・高校生　400円
※変更する場合有り

◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩15分
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11.7(火)

　 ～

12.6(水)

永観堂秋の夜間特
別拝観

◇永観堂（禅林寺）
・京都市左京区永観堂
町48
TEL.075-761-0007
FAX.075-771-4243
ホームページ:
http://www.eikando.o
r.jp/

境内の宗教的な景観に紅葉の赤が美し
くライトアップされます。
【日時】
17時30分～20時30分（21時閉門）
【料金】
拝観料　600円（中学生以上）

◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩15分

11.8(水) かにかくに祭 ◇祇園白川橋畔
・京都市東山区祇園元
吉町・かにかくに碑

※祇園甲部組合
TEL.075-561-1115
FAX.075-525-3105

「かにかくに祇園はこいし寝るときも
枕の下を水のながるる」と刻まれた歌
碑の前で、祇園をこよなく愛した明治
の歌人・吉井勇を偲ぶ集いです。芸舞
妓が参列して献花などが行われます。
見学は自由。
【日時】
11時～14時

◆市バス「四条京阪前」下
車
◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩10分

11.8(水) 火焚祭 ◇伏見稲荷大社
・京都市伏見区深草薮
之内町68
TEL.075-641-7331
FAX.075-642-2153
ホームページ:
http://inari.jp/

全国から奉納された火焚串10数万本を
焚き上げる火焚神事が行われます。（
14時～祭場）また、夕刻より本殿前で
御神楽の奉納があります。
【日時】
本殿祭　13時～

◆JR奈良線「稲荷」駅下車
すぐ
◆京阪本線「伏見稲荷」駅
下車、徒歩5分
◆市バス「稲荷大社前」下
車、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車170台、料金/無
料）

11.8(水) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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）を拝するこ
とが出来る。

※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
◆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

11.8(水) 船岡の亥の子 ◇船岡東部地区
・南丹市園部町船岡

※南丹市教育委員会社
会教育課
TEL.0771-68-0057

船岡地区の小学生が船岡東部地区約35
軒をワラを苞状に束ねた「亥の子」を
手に順にまわる。子ども達は亥の子の
歌を歌いながら手にした亥の子を威勢
よく回転させ地面に打ちつける。

◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから車で5分

11.10(金)

　 ～

11.11(土)

宇治茶博＠産業・
国際交流

◇文化パルク城陽
・城陽市寺田今堀1

宇治茶の国内外での価値を再確認する
とともに、茶産業の振興のためのプロ
グラム。世界のお茶大交流会も実施。
【日時】
10時～17時頃

◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩25分､または城陽さ
んさんバス｢文化パルク城
陽｣下車すぐ

11.10(金)

　 ～

11.12(日)

苔・こけ・コケ展 ◇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/

コケ栽培品、コケ生態写真、コケアー
ト・工芸品展示、苔庭ジオラマ、コケ
グッズ販売。
【日時】
9時～17時（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」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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11.10(金)

　 ～

12.3(日)

天龍寺塔頭宝厳院
秋の夜間特別拝観

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

江戸時代の「都林泉名勝図会」に紹介
された洛西の名庭園。
嵐山を借景に取り入れた庭を染め上げ
る紅葉と境内をライトアップ。
【日時】
17時30分～20時30分(閉門)※20時15分
受付終了
【料金】
拝観料
　大人　600円
　小・中学生　300円

◆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

11.10(金)

　 ～

12.3(日)

大覚寺夜間特別拝
観

◇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/

大沢池周辺の広大なエリアを、幻想的
で柔らかな光で照らし出します。
 
【日時】
17時30分～20時受付終了（予定）
【料金】
拝観料（予定）
　大人　500円
　小・中学・高校生　300円

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

11.11(土) 文化・芸術・食の
祭典　もみじ遊山

◇あうる京北（京都府
立ゼミナールハウス）
・京都市右京区京北下
中町鳥谷
TEL.075-854-0216
FAX.075-854-0316
ホームページ:
http://kyosemi.or.jp
/

音楽演奏、作品展など様々な行事を予
定。

※詳細はホームページ（http://kyose
mi.or.jp）か電話でご確認ください。

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で約80
分「周山」下車、周山まで
お迎え有り（事前に到着時
間をお知らせください。）
◆各線「京都」駅から車で
約80分（40km）
◆JR嵯峨野線「二条」駅か
ら車で約60分（35km）
◆福王子から約40分（30km
）
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約30分（25km）
※無料送迎ご相談ください
。
一般の方は4名以上で、会
席・バーベキュー・鍋料理
のいずれかご利用願います
。学校、各種団体等多人数
で合宿や研修を行われる場
合はこの限りではありませ
ん。

【駐車場】
有（100台、無料）

11.11(土) 一休さんウォーク ◇京田辺市田辺公園多
目的運動公園
・京田辺市田辺丸山

※一休さんウォーク実
行委員会事務局
TEL.0774-64-1335

同市内の名所を巡りながら自然を満喫
できる。

◆JR学研都市線「京田辺」
駅下車、徒歩10分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車、徒歩15分
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11.11(土)

　 ～

11.12(日)

青蓮院「好文亭」
の特別拝観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

旧粟田御所の青蓮院。江戸時代、後櫻
町上皇の御学問所として使用されたの
が好文亭で、13面ある障壁画は上村淳
之画伯より奉納されたもの。期間中は
正式なお点前も楽しめる。
【日時】
10時～15時30分
【料金】
料金　1,000円（お点前、抹茶、菓子
含む）
※別途通常拝観料500円必要

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10台、大型バス
3台）

11.11(土)

　 ～

11.12(日)

与謝野町明石大師
山もみじまつり

◇慈徳院
・与謝郡与謝野町明石
TEL.0772-42-2585

イベント期間中、夜間ライトアップさ
れ大師山（国指定史跡）と紅葉が楽し
める。また、日曜日・祝日には軽飲食
ブースも設置されます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで12
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら12分

11.11(土)

　 ～

12.3(日)

清水寺秋の夜間特
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/

観音慈悲光あふれる境内。紅葉谷から
錦雲渓にかけて清水寺全山を彩る紅葉
の見事さは、堂塔伽藍の美と調和し壮
麗な煌彩を放ち、まさに観音さまの普
陀洛浄土の相を彷彿させます。
【日時】
17時30分～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）

11.11(土)

　 ～

12.6(水)

秋のもみじめぐり ◇光明寺（長岡京市）
・長岡京市粟生西条ノ
内26-1

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

洛西一の規模を誇るもみじで、参道両
側が真っ赤に染まり、広く親しまれて
いる。
特産品の販売・観光案内なども行われ
る。
【料金】
入山料
　大人　500円
　中学生以下無料

◆JR京都線「長岡京」駅、
または阪急京都線「長岡天
神」駅から阪急バスで「旭
ヶ丘ホーム前」下車

※駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用
ください。

11.11(土)

　 ～

12.6(水)

光明寺「紅葉の特
別入山」

◇光明寺（長岡京市）
・長岡京市粟生西条ノ
内26-1
TEL.075-955-0002
FAX.075-953-2264
ホームページ:
http://www.komyo-ji.
or.jp/

西山三山の一つである紅葉の名所。
総門から表参道「女人坂」のなだらか
な石段を登りつめた御影堂、薬医門を
中心とした「もみじ参道」の紅葉のト
ンネル、参道に敷きつめられた輝きを
増す敷きもみじが見所。
【日時】
9時～16時（受付終了）
【料金】
入山料
　大人　500円
　中学生以下無料

◆JR京都線「長岡京」駅、
または阪急京都線「長岡天
神」駅から阪急バスで「旭
ヶ丘ホーム前」下車

※駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用
ください。

11.12(日) 嵐山もみじまつり ◇嵐山渡月橋付近
・京都市右京区

※嵐山保勝会
TEL.075-861-0012

船遊び絵巻が繰り広げられる。今様歌
舞船、能舞台船など多くの船が大堰川
に次々と浮かび、河原では数々のイベ
ントが催される。
【日時】
10時30分～

※雨天中止

◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩5分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩7分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩15分
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11.12(日) 夕霧祭 ◇清凉寺
・京都市右京区嵯峨釈
迦堂藤ノ木町46
TEL.075-861-0343
FAX.075-861-0310

江戸の高尾、京の吉野と並び称された
大阪の名妓「夕霧」ゆかりの清凉寺で
追善法要が行われます。島原太夫によ
る舞や太夫道中などが行われます。
【日時】
10時30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2分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩15分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩15分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車50台、バス10台
、料金/普通車1日800円、
バス2時間2,000円）

11.12(日) 木津川市木の津ま
つり

◇木津川市中央体育館
・木津川市木津石塚14
7

※木津川市木の津まつ
り運営委員会（木津川
市商工会）
TEL.0774-72-3801

2017木の津まつり
・特売会、各種飲食コーナー（北側駐
車場）

◆JR奈良線「木津」駅、ま
たは近鉄京都線「山田川」
駅からきのつバスで「中央
体育館」下車すぐ

【駐車場】
有

11.12(日) 安国寺もみじ祭り ◇安国寺
・綾部市安国寺町

※安国寺もみじ祭り実
行委員会事務局
TEL.0773-44-0366

室町幕府の初代将軍、足利尊氏が出生
した地ともいわれる、古刹・安国寺。
秋が深まる11月には境内において約10
0本の見事な紅葉が見られます。
【日時】
9時～15時

◆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

11.12(日) 長安寺もみじ祭り ◇長安寺（もみじ寺）
・福知山市奥野部577
TEL.0773-22-8768
ホームページ:
http://www.chouanji.
jp

丹波のもみじ寺でもみじ祭りを開催。
本堂でのもみじ茶会（茶席料300円）
では煎茶がふるまわれる。（9時～12
時）
また、本堂前の庭園ではお琴と尺八の
演奏が行われる。（10時～12時）
正午からは、長安寺保勝会の総会があ
る。
【料金】
拝観料
　大人（高校生以上）　300円
　小・中学生　100円

◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から車で15分
◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から京都交通
バス（小牧線）で10分「半
田」下車

【駐車場】
有（普通車20台、大型観光
バス5台、無料）

11.12(日) 三和ふれあいフェ
スティバル

◇三和荘
・福知山市三和町寺尾
権現4番地

※三和ふれあいフェス
ティバル実行委員会
（三和地域協議会事務
局）
TEL.0773-58-4130

地域文化団体等のステージ発表、農林
産物品評会、各種イベント、作品展示
などが行われる。（作品展示のみ11/1
1の午後から公開）
また、屋外では特産品や食べ物の模擬
店も建ち並ぶ。 
【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
※市営バスは日曜日、祝日
運休

【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）

11.12(日) 赤れんが地場産市
場

◇舞鶴赤れんがパーク
・舞鶴市北吸

※舞鶴市農林課
TEL.0773-66-1023

「舞鶴かに」、「舞鶴おでん」、「万
願寺甘とう」など地場産農水産物の食
のフェア。

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅か
ら京都交通バス（東西循環
線①左回り）で「市役所前
」下車、徒歩2分
◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分
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11.12(日) 雲岩公園ライトア
ップ

◇雲岩公園
・与謝郡与謝野町

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

イベント期間中、夜間ライトアップさ
れ､美しい紅葉が楽しめる｡また､ライ
ブや模擬店も予定されています｡

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

11.15(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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

11.15(水) 法住寺採燈大護摩
供

◇法住寺
・京都市東山区三十三
間堂廻り町655
TEL.075-561-4137
FAX.075-541-6787

後白河法皇が院の御所として創建され
た法住寺殿の御聖跡。天狗を先頭に赤
、青、黒の鬼が拍子を合わせて踊り歩
き、大護摩供が厳修される。
【日時】
採灯大護摩供奉修　14時～
（前後催し有り）

◆市バス「博物館三十三間
堂前」下車、徒歩3分
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）

11.16(木)

　 ～

12.4(月)

紅葉を愛でる特別
拝観とお食事

◇東福寺塔頭・天得院
・京都市東山区本町15
丁目802東福寺山内
TEL.075-561-5239
FAX.075-525-3653

紅葉と苔のお庭を愛でながらゆっくり
とお食事をお楽しみください。
また、14時～17時の間は、お抹茶とお
菓子をいただきながらお庭を観賞して
いただけます。
（拝観のみはありません）
【日時】
昼食　11時～14時
茶席　14時～17時
夕食　17時～19時（完全予約制）
閉門は20時30分
【料金】
昼食・夕食
　紅葉膳　4,320円（拝観料、税込）
茶席
　お抹茶（菓子付）　800円（税込）
　お善哉　800円（税込）
　コーヒーとお菓子　800円（税込）

※ご予約、お問い合わせ
ハトヤ瑞鳳閣（9時～18時）
TEL.075-361-1231

◆市バス「東福寺」下車、
徒歩5分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩7分
◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩7分

11.17(金)

　 ～

11.19(日)

綾部もみじまつり ◇大本本部～大本通り
・綾部市本宮町・本町
・西町

※綾部もみじまつり実
行委員会（事務局　綾
部商工会議所）
TEL.0773-42-0701

大本神苑は綾部でも有数の紅葉の名所
。
夕刻からは大本通りに行灯が灯り、紅
葉もライトアップされ幻想的な世界を
演出します。多数催し物もあります。
 

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩15分
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11.17(金)

　 ～

12.3(日)

紅葉まつり ◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町 他

※公益財団法人京都市
都市緑化協会 梅小路
公園管理事務所(8時30
分～17時、月曜日休)
TEL.075-352-2500
FAX.075-352-2561
ホームページ:
http://www.kyoto-ga.
jp/

朱雀の庭の紅葉をライトアップ。 ◆市バス「梅小路公園前」
、または市バス「七条大宮
・京都水族館前」下車

【駐車場】
有（普通車（交通弱者用）
119台、大型バス26台、料
金/普通車（交通弱者用）
：2時間まで800円（土曜日
・日曜日・祝日は900円）
、以降1時間までごとに200
円、大型バス：3時間まで2
,000円　その後1時間ごと
に500円追加）

11.17(金)

　 ～

12.3(日)

隨心院　夜の特別
拝観

◇隨心院
・京都市山科区小野御
霊町35
TEL.075-571-0025
FAX.075-572-3690
ホームページ:
http://www.zuishinin
.or.jp/

小野小町ゆかりの寺院の夜の拝観。表
書院を経て、本堂の池と紅葉のコント
ラストを堪能してください。
【日時】
18時～21時（20時30分受付終了）
【料金】
拝観料　600円

◆京阪バス「小野」下車す
ぐ
◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車30台、バス2，3
台、料金/無料）

11.18(土) 丹後大学駅伝（第
79回関西学生対校
駅伝競走大会）

◇京丹後市、与謝野町
、宮津市

※京丹後市教育委員会
事務局社会教育課
TEL.0772-69-0630

丹後を舞台に学生たちの熱い戦いが繰
り広げられます。（以下予定）
7時45分　浜公園（京丹後市久美浜町
）スタート
浜公園～旧久美浜臨海学校前～七竜峠
ロードパーク～八丁浜シーサイドパー
ク前～京丹後市商工会丹後支所前～鳥
取小学校前～入道峠～岩滝小学校前～
宮津市役所前

11.18(土) 雲岩公園ライトア
ップ

◇雲岩公園
・与謝郡与謝野町

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

イベント期間中、夜間ライトアップさ
れ､美しい紅葉が楽しめる｡また､ライ
ブや模擬店も予定されています｡

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

11.18(土)

　 ～

11.19(日)

'17向日市まつり ◇向日町競輪場内
・向日市寺戸町

※向日市市民参画課
TEL.075-931-1111

おまつり広場、観光協会コーナー、消
費生活展、商工・農業コーナー展示即
売会等、5万人のふれあいをテーマに
開催。

◆JR京都線「向日町」駅下
車、徒歩18分
◆阪急京都線「東向日」駅
、または阪急京都線「西向
日」駅下車、徒歩12分

11.18(土)

　 ～

11.19(日)

大野ダムもみじ祭
り

◇大野ダム公園
・南丹市美山町樫原

※大野振興会
TEL.0771-75-9110

大野ダム「虹の湖」で遊覧船、ボート
、ペダルボートが楽しめる。
期間中、売店で美山のとれたて野菜市
も開催。

◆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　無料）

11.18(土)

　 ～

11.21(火)

第37回日本盆栽大
観展

◇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

※京都新聞COM
TEL.075-255-9792

盆栽・水石などを一堂に集めた、京都
の晩秋を彩る恒例のイベント。
全国より公募・厳選した松柏、雑木、
皐月、小品、創作の各盆栽、銘木や水
石、名品などを一堂に展観。
【日時】
9時～16時30分（最終日は16時）
【料金】
当日券　900円
前売券　800円
小学生以下無料

◆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
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩約8分
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11.18(土)

　 ～

11.26(日)

泉涌寺窯もみじま
つり

◇泉涌寺窯元一帯
・京都市東山区泉涌寺

※青窯会会館
TEL.075-531-5678
FAX.075-531-3700

ギャラリー、陶器市、工房見学などが
東山の紅葉と相まって催されます。風
情がある清水焼の窯元一帯が散策の人
々で賑わいます。
【日時】
10時～16時

※期間中の土曜日・日曜日・祝日はイ
ベントを予定

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩5分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩10分

11.18(土)

　 ～

11.30(木)

青蓮院「好文亭」
の特別拝観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

旧粟田御所の青蓮院。江戸時代、後櫻
町上皇の御学問所として使用されたの
が好文亭で、13面ある障壁画は上村淳
之画伯より奉納されたもの。期間中は
正式なお点前も楽しめる。
【日時】
10時～15時30分
【料金】
料金　1,000円（お点前、抹茶、菓子
含む）
※別途通常拝観料500円必要

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車10台、大型バス
3台）

11.18(土)

　 ～

12.3(日)

清水寺　成就院庭
園特別公開

◇成就院
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234

相阿弥原作・小堀遠州の補修とも、松
永貞徳の作とも伝えられ、模範的な借
景式・池泉鑑賞式の庭園で、国の「名
勝」に指定されている。四季それぞれ
に風情が深いが、特に『月の庭』とし
て賞美されている。
【日時】
9時～16時（受付終了）
18時～20時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　小・中学生　300円
※別途清水寺拝観料必要
　9時～16時　400円
　18時～21時　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

11.18(土)

　 ～

12.3(日)　

毘沙門堂　勝林寺
「秋の特別拝観」

◇東福寺塔頭・毘沙門
堂　勝林寺
・京都市東山区本町15
丁目795
TEL.075-561-4311
FAX.075-708-2354

御本尊「毘沙門天立像」ご開帳のほか
、寺宝を展観。毘沙門堂前の山モミジ
は毎年綺麗なグラデーションになり吉
祥天のような美しさから「吉祥モミジ
」と呼ばれています。
日没後、ライトアップされます。
【日時】
10時～19時30分（19時受付終了）
※日没後ライトアップ、昼夜入れ替え
なし
【料金】
拝観料
　大人（大学生以上）600円
　中学・高校生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

※期間限定のご朱印あり。

◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
無

11.18(土)

　 ～

12.3(日)

直指庵秋の道場（
阿弥陀堂）特別公
開

◇直指庵
・京都市右京区北嵯峨
北ノ段町3
TEL.075-871-1880
ホームページ:
http://www5e.biglobe
.ne.jp/~jikisian/

阿弥陀如来坐像をお祀りする道場（阿
弥陀堂）内での寺宝の展示。
【日時】
拝観　9時～16時30分
公開　10時～16時
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「大覚寺」下車、
徒歩15分
◆京都バス「大覚寺」下車
、徒歩15分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、北口から徒歩30分

【駐車場】
無
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11.18(土)

　 ～

12.3(日)　
の金・土・
日・祝

平等院夜間特別拝
観「瑞光照歓～錦
秋のあかり～」一
般公開

◇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（京都府宇治市）では、今秋の
紅葉と共に、鳳凰堂がライトアップさ
れる夜間特別拝観を実施します。
平等院としては15年ぶり、平成の大修
理後は初の夜間一般公開を致します。
鳳凰堂が創建された平安時代後期は、
大地震や飢饉に見舞われた不安定な時
代。そんな時代だからこそ、人々は鳳
凰堂が表現する華やかな極楽浄土の世
界に救いを求めていました。1000年近
くを経てもなお、自然災害や争いごと
の絶えない昨今、平等院にお参り頂き
、鳳凰堂を前に手を合わせることで、
平穏な時間が訪れることでしょう。鳳
凰堂の光が周囲の紅葉を照らすように
、人々の心も明るく照らされますよう
に。
 
【日時】
18時～20時（20時30分閉門）　昼夜入
替制
【料金】
拝観料：大人600円、中高生、400円、
小学生300円　（団体同料金）
※障がい者手帳をお持ちの方は、本人
及び介添人1名半額

※公開場所：庭園、ミュージアム凰翔
館
※集印所は閉鎖しますが、御朱印は紙
で授与致します。（1日限定100枚・先
着順）

◆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
）

11.19(日) 里山ウォーク（高
雄山・片原山を巡
る）

◇青谷
・城陽市青谷

※(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

自然いっぱいの青谷で里山の山道や林
道を歩く里山ウォークを楽しみましょ
う。
今回は、松尾林道を歩き長尾山の境界
石から青谷丘陵の最高地点、高雄山、
片原山の頂上までをご案内します。
【日時】
9時30分～14時
集合：ヴィラ城陽（駐車場有り）　9
時30分、またはJR奈良線「山城青谷」
駅改札前　9時10分
※先着20名(中学生以上)

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車

11.19(日) 京田辺市産業祭 ◇京田辺市体育館
・京田辺市田辺

※JA京都やましろ京田
辺支店
TEL.0774-62-1177

京田辺の産業や、農業の紹介と農産物
・加工品品評会及び展示販売。
消費生活展も同時開催。

◆近鉄京都線「新田辺」駅
、またはJR学研都市線「京
田辺」駅下車、徒歩15分

11.19(日) 笠置もみじまつり ◇笠置山もみじ公園
・相楽郡笠置町

※笠置町企画観光課
TEL.0743-95-2301

もみじ公園が紅葉で真っ赤に染まりま
す。当日のみ地元の特産品販売などの
催しが開催されます。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、笠置山へは徒歩45分、
産業振興会館へは徒歩1分

【駐車場】
有
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11.19(日) せいか祭り2017 ◇けいはんな記念公園
、けいはんなプラザ（
予定）
・相楽郡精華町

※せいか祭り実行委員
会事務局（精華町総務
部企画調整課）
TEL.0774-95-1900
FAX.0774-95-3971

学研都市精華町を代表する秋の風物詩
「せいか祭り」。
町内だけでなく京都府域、さらには大
阪府域や奈良県域からもたくさんの方
にご来場いただいています。
模擬店やパネル展示、音楽イベントな
ど、ご家族揃ってお楽しみいただける
催しが盛りだくさんです。
この日は、特別に水景園（けいはんな
記念公園内）を無料開放します。

〈けいはんな記念公園〉
◆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
〈けいはんなプラザ〉
◆近鉄京都線「新祝園」駅
、またはJR学研都市線「祝
園」駅から奈良交通バス（
36、37、56、58、59系統）
で約10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（59系統）で10分
、または奈良交通バス（56
系統）で15分

【駐車場】
有（当日のみ無料）

11.19(日) 宮津ええもん市 ◇宮津市民体育館
・宮津市浜町

※宮津市産業経済部農
林水産課農林水産係
TEL.0772-45-1626

宮津産の新鮮な農林水産物、食品を直
売する宮津最大級の市場イベント。
11/6に解禁されるカニをはじめ、魚介
類、野菜、地酒などが並び大変賑わい
ます。 

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
下車、徒歩約15分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

11.19(日) 雲岩公園ライトア
ップ

◇雲岩公園
・与謝郡与謝野町

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

イベント期間中、夜間ライトアップさ
れ､美しい紅葉が楽しめる｡また､ライ
ブや模擬店も予定されています｡

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

11.20(月) 火焚祭 ◇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:
http://www.jonangu.c
om/

14時　交通安全祈祷殿前修祓所特別斎
場
参拝者の祈願が込められた数千本もの
火焚串を忌火で焚き上げ、また参列者
全員で「大祓の詞」を唱えて無病息災
・家内安全を祈願し、また優雅な「浦
安の舞」を奉納して平安を祈念する。

◆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）

11.21(火)

　 ～

11.28(火)

報恩講 ◇東本願寺（真宗本廟
）　
・京都市下京区烏丸通
七条上る常葉町754
TEL.075-371-9181
FAX.075-371-1214
ホームページ:
http://www.higashiho
nganji.or.jp

真宗大谷派（東本願寺）の宗祖、親鸞
聖人の恩徳をしのび、宗門あげてお勤
めされる一年で最も大切な仏事です。
【日時】
逮夜　21～27日　14時～
晨朝　22～28日　6時50分～
　　（28日のみ6時30分～）
日中　22～28日　10時～

◆各線「京都」駅下車、徒
歩7分

【駐車場】
無（東本願寺門前に公営駐
車場有り）
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11.23(祝) 数珠供養 ◇赤山禅院
・京都市左京区修学院
開根坊町18
TEL.075-701-5181

見事な紅葉の境内で行われます。千日
回峰行大行満大阿闍利による加持祈祷
があります。お数珠のお焚き上げは午
前中に行われます。お参りの方1,000
名様に腕輪念珠無料配布。

◆市バス「修学院離宮道」
下車、徒歩15分
◆叡山電鉄「修学院」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
無

11.23(祝) もみじ祭り ◇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:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

清水一帯の紅葉の美しさをたたえ、恋
の実りを祈願。神楽｢もみじの舞｣、｢
剣の舞｣、｢扇の舞｣の奉納（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）

11.23(祝) 筆供養 ◇正覚庵
・京都市東山区本町
TEL.075-561-8095

東福寺山内に筆塚があり、筆の寺とし
て知られています。筆塚の前で各名士
および会社、家庭より奉納された廃筆
、ペン、鉛筆などの供養（14時～）が
行われます。

◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩15分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩15分

11.23(祝) お火焚祭 ◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

僧形八幡神像の一般公開（無料）
【日時】
14時～

※境内の高雄もみじの見頃は11月中旬
頃から

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

11.23(祝) 冬至祭（福祭） ◇宝積寺（宝寺）
・乙訓郡大山崎町大山
崎銭原1
TEL.075-956-0047

大黒様のお祭り。
堂内でお経があげられ、参拝者には福
が授けられる。
【日時】
11時～

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

11.23(祝) 山背彩りの市 ◇JR城陽駅周辺地域
・城陽市

※城陽商工会議所
TEL.0774-52-6866
※城陽市商工観光課
TEL.0774-56-4018

手作り作品の出展、地元特産品の販売
や演奏などのパフォーマンス、飲食ブ
ースなどが一堂に集まる賑やかなアー
トマーケット。
【日時】
開催時間　10時～15時

※雨天決行

◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩5分
◆近鉄京都線「寺田」駅下
車、徒歩15分､または城陽
さんさんバス｢男女参画セ
ンター｣下車すぐ

11.23(祝) むら活き生きまつ
り

◇南山城村総合グラウ
ンド
・相楽郡南山城村大字
田山小字ツルギ54-2

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105
FAX.0743-93-0444

お茶や原木シイタケ、野菜、米など南
山城村の特産品や農林産物を利用した
味噌やもち、漬物などの加工品の即売
。ステージやテントブースでのイベン
トなどお子様から大人まで楽しんで頂
けます。
【日時】
10時～15時
【料金】
入場無料

◆JR関西本線「月ヶ瀬口」
駅から送迎バスで10分

【駐車場】
有（無料）

11.23(祝) 楽農まつり ◇美山町自然文化村
・南丹市美山町中
TEL.0771-77-0014

田舎の食の祭典。出店がたくさん出ま
す。豪華景品多数の福引き大会、美山
牛乳早飲み競争、リンゴの皮むき競争
など。

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から南丹市営バスで「知見
口」下車、徒歩5分
※曜日、時間帯により南丹
市営バスの接続する駅が変
わります。
※直行バス予約制で運行予
定

【駐車場】
有（100台、無料）
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11.23(祝) 第27回福知山マラ
ソン・第18回全日
本盲人マラソン選
手権

◇京都府・福知山マラ
ソンコース（日本陸連
公認コース）
・福知山市

※福知山事務局
TEL.0773-24-3031
※大阪事務局
TEL.06-6305-6302
ホームページ:
http://fukuchiyama-m
arathon.com

日本陸連公認大会。
スタート：福知山市三段池公園
【日時】
10時30分～

※雨天決行

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅から車で7
分
（当日、福知山駅から会場
までのオフィシャルバスを
ピストン運行します。）

11.23(祝) 久美浜湾一周駅伝 ◇久美浜浜公園
・京丹後市久美浜町

※京丹後市体育協会久
美浜支部
TEL.0772-69-0666

風光明媚な久美浜湾を一周するコース
。6区間15.3km。
※久美浜浜公園スタート・ゴール

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約10分

11.23(祝)

　 ～

11.26(日)

秋の第Ⅲ期特別拝
観

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

赤松政則肖像画をはじめ、赤松家奉納
の刀剣等の公開
小野篁卿「冥途通いの井戸」や、地獄
絵の公開など 

◆市バス「清水道」下車、
徒歩5分

11.25(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
和知太鼓保存会
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

11.25(土)

　 ～

11.26(日)

秋の植物園フェス
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/

紅葉散策ツアー、植物クラフト体験な
ど。
【日時】
9時～17時（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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

11.25(土)

　 ～

11.26(日)

神應寺　文化財特
別公開

◇神應寺(じんのうじ)
・八幡市八幡高坊24
TEL.075-981-2109

860年、石清水八幡宮を勧請した行教
が創建。境内にはイロハモミジの大木
が群生しており、紅葉が見頃となるの
に合わせ、寺宝の数々が公開される。
【日時】
10時～15時

◆京阪本線「八幡市」駅下
車、徒歩約5分
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11.25(土)

　 ～

11.26(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】
700円

◆京阪本線「八幡市」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）

11.25(土)

　 ～

11.26(日)

お茶の京都紅葉満
喫　秋の文化財特
別公開

◇石清水八幡宮、飛行
神社、神應寺、善法律
寺、正法寺
・八幡市

※一般社団法人八幡市
観光協会
TEL.075-981-1141

各社寺で2日間限定の文化財特別公開
、お茶席、巫女さん体験（事前申し込
み）などを行います（予定）。美しい
紅葉とともに、普段は見られないもの
、体験できないことをそれぞれの社寺
でお楽しみください。
【日時】
各社寺で異なる
【料金】
各社寺で異なる

11.25(土)

　 ～

11.26(日)

えびす市 ◇舞鶴市西地区市街地
・舞鶴市

※舞鶴商工振興会
TEL.0773-75-0933

全商店あげての大売り出し福引きほか
。商売の神、えびす様にあやかった祭
りで300年以上の歴史を持つ。

◆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

11.26(日) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

11.26(日) お茶の京都 in 松
花堂

◇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:
http://www.yawata-bu
nka.jp/syokado/

八幡市の特産である「八幡産てん茶」
を加工した抹茶でお茶会を開催。庭園
内にある3つの茶室（松隠、梅隠、竹
隠）と美術館別館に立礼席、点心席を
京都吉兆松花堂店で、またお煎茶席、
お茶のまつわる作品展も併設し、心を
こめたおもてなしを秋の美しい庭園と
ともにお楽しみいただけます。

◆京阪本線「八幡市」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
ス可）

11.26(日) お茶の京都 in 四
季彩館

◇やわた流れ橋交流プ
ラザ四季彩館
・八幡市上津屋里垣内
56-1

※八幡市農業振興課
TEL.075-983-1111

お茶の味や香りなどから銘柄を当てる
「茶香服（ちゃかぶき）大会」を実施
。八幡産てん茶、玉露、3種類の煎茶
の計5種類のお茶から出題し、順番を
変え、5回飲み比べを行い、正解数を
競います。なお、上位入賞者には素敵
な商品をプレゼントします。

◆京阪本線「八幡市」駅か
ら京阪バスで「上津屋流れ
橋」下車

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス可）

11.29(水) 大般若転読法要 ◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

般若十六善神の軸を掲げ、大般若六百
巻を点読し、希望の参拝者には身体健
勝の御加持を行います。参拝は自由で
どなたでも参拝できます。
【日時】
13時30分

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無
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11.29(水) 終庚申 ◇京都帝釋天
・南丹市八木町船枝

※福寿寺（事務所）
TEL.0771-42-3315

京都帝釋天は山号を紫雲山と称し、平
安建都の少し前、宝亀11年（780）に
和気清麿公によって開創された。
城壁を想わせる石垣、霊気漂う境内で
参拝者の列や祈祷の音が鳴り響く。年
の最後の庚申の日に行う。
【日時】
9時～15時

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、車で15分（参道上まで
）
※参道は登り坂（徒歩15分
）なので、車で参道の上ま
で行くことがおすすめ

【駐車場】
有（10台、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        

17.3.1(水)

　 ～

12.29(金)

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
龍寺車道町

※テレホンサービス
TEL.075-861-7444

冬の間（12/30～2/末日）運休してい
たトロッコ列車が運転を開始。
【定休日】
水曜日（水曜日が祝日の場合は運転）
※ただし、春休み・ゴールデンウィー
ク・夏休み・紅葉の時期には水曜日も
運転
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の主な駅の「みどりの窓口」、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

17.3.10(金)

　 ～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

3.25(土)

　 ～

12.3(日)

京都伏見十石舟運
航

◇月桂冠大倉記念館裏
（長建寺東河川沿い）
・京都市伏見区本材木
町

※十石舟・三十石船乗
船受付
TEL.075-623-1030

江戸時代の伏見は、港町として賑わっ
た。当時、資材や人を乗せていた舟を
再現し、観光船として運航。
月桂冠大倉記念館南側（長建寺東河川
沿い）の乗船場から三栖閘門を往復す
る。三栖閘門で一旦下船し、三栖閘門
資料館を見学後再び乗船。所要時間約
55分。
【日時】
10時発～16時20分発まで（季節による
変更有り）
※8月は8/11～8/16のみ運航
【料金】
大人（中学生以上）　1,200円
小学生　600円
小学生未満　300円

※運休日有り、要問い合わせ

◆京阪本線「中書島」駅下
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        

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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

9.8(金)

　 ～

12.3(日)

平岡八幡宮「花の
天井」秋の特別拝
観

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

本殿内陣天井に描かれた44種の花の絵
は江戸期のもの。
【日時】
10時～16時（最終受付は15時30分頃）
【料金】
拝観料　800円（宮司のお話と大福茶
付き）

※10/1、10/7～10/9は拝観休止

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

9.9(土)～10
.1(日)　10.
7(土)～12.1
7(日)

大徳寺塔頭・興臨
院秋季特別拝観

◇興臨院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

大徳寺塔頭の一つで加賀前田家ゆかり
の寺院。本堂、表門、唐門など重文の
禅宗建築。
【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　300円

◆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        

9.16(土)

　 ～

12.3(日)

映画村ちゃんばら
王国　秋のキャラ
クターまつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

江戸の風情を今に伝える時代劇イベン
トの数々。人気のキャラクターもやっ
てくる。
【日時】
9時～17時
9月の土曜日・日曜日・祝日は9時～18
時
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

9.16(土)

　 ～

12.10(日)

聖護院門跡特別公
開

◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

狩野派による150面を超える襖絵や障
壁画を公開。重要文化財の本尊不動明
王や後水尾天皇ゆかりの書院も公開さ
れます。
【日時】
10時～16時受付終了（16時30分閉門）
【料金】
大人　800円
中学・高校生　600円
小学生以下無料（保護者同伴）

※拝観休止の場合有り。詳細はホーム
ページに公開予定。

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無

9.16(土)

　 ～

12.13(水)

博物館さがの人形
の家「秋期展」

◇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/

〈常設展〉
嵯峨人形、賀茂人形、伏見人形、から
くり人形、ミニチュア人形及び、全国
の郷土人形を展示。
〈秋の特別展〉
「物語に見る竹田人形」展（Ⅱ）
竹田人形は、江戸期に大坂道頓堀で興
行された竹田からくり芝居より生まれ
た人形で、今にも動き出すような躍動
美に輝き、勇壮な武人の姿などを表し
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        

9.25(月)

　 ～

12.15(金)

相国寺　秋の特別
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:
http://www.shokoku-j
i.jp/

相国寺は足利三代将軍義満が、後小松
天皇の勅命を受け、明徳3年に完成し
た一大禅苑である。
【拝観場所】
法堂、方丈、開山堂
【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

※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。

◆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）

9.29(金)

　 ～

12.4(月)　

秋季の特別名宝展
　嵯峨御所 大覚
寺の名宝

◇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/

古来「源氏の護り刀」と伝えられ、数
奇な運命を経て大覚寺に伝えられた名
刀・薄緑（膝丸）を含む、大覚寺伝来
の太刀2振をこのたび特別に公開展示
いたします。
【日時】
9時～16時30分
【料金】
大人　800円
小・中学・高校生　600円
（寺内拝観料を含む）

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

10.7(土)

　 ～

12.8(金)

大徳寺塔頭・総見
院秋季特別拝観

◇総見院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
11/5、12/3は11時まで拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料　
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭弘源寺
秋の特別拝観

◇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見る嵐山の景
観は絶品。寺宝・美術品の鑑賞。
【日時】
9時～17時
【料金】
拝観料
　大人　500円
　小人　300円
※弘源寺・宝厳院割引共通券　900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

10.7(土)

　 ～

12.10(日)

天龍寺塔頭宝厳院
秋の特別拝観

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

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。
【日時】
9時～17時
（本堂襖絵は16時30分受付終了）
【料金】
拝観料（庭園）
　大人　500円
　小・中学生　300円
(宝厳院・弘源寺割引共通券　900円)
※本堂襖絵は別途拝観料(大人500円)
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
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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        

10.7(土)

　 ～

12.17(日)

大徳寺塔頭・黄梅
院秋季特別拝観

◇黄梅院
・京都市北区紫野大徳
寺町

※京都春秋事務局
TEL.075-231-7015
ホームページ:
http://kyotoshunju.c
om

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】
10/28は拝観休止
【日時】
10時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　高校生　400円
　中学生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

◆市バス「大徳寺前」下車
、徒歩5分

10.14(土)

　 ～

12.10(日)

嵯峨野トロッコ列
車　秋のライトア
ップ

◇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

トロッコ嵐山駅からトロッコ亀岡駅近
くまでほぼ全線で楽しめます。
ビューポイントでは徐行運転します。
手を伸ばせば届きそうなほど間近で深
まりゆく秋の幽玄美を満喫。
【日時】
16時30分～19時30分
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※紅葉シーズンは混雑が予想されます
ので、なるべく早めに前売券を購入し
ていただくか、事前に乗車状況を問い
合わせてください。

〈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

10.15(日)

　 ～

12.10(日)

醍醐寺霊宝館特別
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/

未定
【日時】
3月～12月第1日曜日　9時～17時
12月第1日曜日の翌日～2月末日　9時
～16時30分
（発券終了は閉門1時間前まで。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　800円
　中学・高校生　600円
　小学生以下無料
※春期（3/20～5/15）、秋期（10/15
～12/10）
　大人　1,500円
　中学・高校生　1,000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700円、バス
2,000円）
※3/20～5/15、10/15～12/
10は、普通車1,000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

10.21(土)

　 ～

12.10(日)

高台寺　秋の特別
拝観・特別展

◇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/

秀吉の正室、北政所ねね様創建の高台
寺。華麗な高台寺蒔絵は特に有名。
【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
※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
、徒歩7分

【駐車場】
有（拝観者は1時間無料）
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10.21(土)

　 ～

12.10(日)　

高台寺塔頭・圓徳
院　秋の特別公開
・秋の夜間特別拝
観

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

秋の特別展：寺宝を展観。
秀吉公ゆかりのお茶席「神仏への献茶
点前」も行われます。（お一人様1,50
0円、記念扇子付き）
夜間特別拝観では禅院らしく奥行きの
ある庭園が訪れる人を幽玄の世界に誘
います。
【定休日】
12/8～12/9は法務のため、終日拝観休
止
【日時】
10時～22時（日没ライトアップ、昼夜
入替なし）
【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）

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

北野天満宮もみじ
苑・御土居の紅葉
公開

◇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/

御土居(おどい)とは、豊臣秀吉が天正
19年（1591）に京都の周囲に築いた土
塁。
北野天満宮の御土居は原型に最も近く
、脇を流れる紙屋川の水面に紅葉が映
え、優雅な空間を演出しています。
【日時】
10時～16時
【料金】
入苑料（茶菓子付き）
　大人　700円
　小人　350円

※11月11日からライトアップ実施予定

◆市バス「北野天満宮前」
下車

10.28(土)

　 ～

12.3(日)

青蓮院夜の特別拝
観

◇青蓮院門跡
・京都市東山区粟田口
三条坊町69-1
TEL.075-561-2345
FAX.075-561-0383
ホームページ:
http://www.shorenin.
com/

相阿弥作の「池泉回遊式の庭園」が夜
の光のなかに浮かび上がります。
【日時】
18時～22時（21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　800円
　小・中学・高校生　400円

◆市バス「神宮道」下車、
徒歩3分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
無（夜間駐車不可）

10.28(土)

　 ～

12.10(日)

松花堂美術館平成
29年秋の催し市制
40周年記念・開館
15周年特別展「松
花堂昭乗、書画の
楽しみ－麗しき筆
あと、愛らしき布
袋－」

◇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:
http://www.yawata-bu
nka.jp/syokado/

松花堂昭乗（1584年～1639年）は、石
清水八幡宮を峰に頂く男山の中腹に草
庵「松花堂」を営み、文雅を愛した僧
侶です。茶の湯を好み、書では「寛永
の三筆」に数えられる能書家です。昭
乗の書と絵画を紹介する展覧会です。
【日時】
9時～17時（入館は16時30分まで）

◆京阪本線「八幡市」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
ス可）
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11.1(水)

　 ～

12.3(日)

紅葉の東福寺看楓
拝観

◇大本山東福寺
・京都市東山区本町15
丁目778
TEL.075-561-0087
FAX.075-533-0621
ホームページ:
http://www.tofukuji.
jp

○通天橋・普門院庭園
○方丈庭園
  重森三玲作庭園
○国宝龍吟庵方丈
  重森三玲作庭園
【日時】
8時30分～16時受付終了
※龍吟庵のみ9時～16時受付終了
【料金】
拝観料
　大人　400円
　小人（小・中学生）300円
※龍吟庵は
　大人　500円
　小人（小・中学生）300円

◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆京阪本線「鳥羽街道」駅
下車、徒歩８分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）
※ただし、看楓拝観中は駐
車場無し

11.3(祝)

　 ～

12.3(日)

知恩院ライトアッ
プ2017

◇知恩院
・京都市東山区林下町
400
TEL.075-531-2111（代
）
ホームページ:
http://www.chion-in.
or.jp/

宮崎友禅翁ゆかりの友禅苑をはじめ、
寶佛殿や三門（回廊のみ）などもライ
トアップされます。
【日時】
17時30分～21時30分（受付は21時まで
）
【料金】
大人　800円
小人　400円

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩8分

【駐車場】
無

11.4(土)

　 ～

12.3(日)　

京都・大原　宝泉
院　秋の夜灯り

◇宝泉院
・京都市左京区大原勝
林院町
TEL.075-744-2409
FAX.075-744-2912

艶やかな紅葉とともに、お香の薫りと
声明の響き、水琴窟の音が幻想空間を
演出。
【日時】
17時45分～20時40分（受付終了）
【料金】
拝観料　800円

◆京都バス「大原」下車、
徒歩15分

【駐車場】
無

11.7(火)

　 ～

12.6(水)

永観堂秋の寺宝展 ◇永観堂（禅林寺）
・京都市左京区永観堂
町48
TEL.075-761-0007
FAX.075-771-4243
ホームページ:
http://www.eikando.o
r.jp/

もみじの古刹、永観堂禅林寺所蔵の重
文・絵画の名品の数々を展観。
【日時】
9時～16時（受付終了）
【料金】
拝観料
　一般　1,000円
　小・中学・高校生　400円
※変更する場合有り

◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩15分

11.7(火)

　 ～

12.6(水)

永観堂秋の夜間特
別拝観

◇永観堂（禅林寺）
・京都市左京区永観堂
町48
TEL.075-761-0007
FAX.075-771-4243
ホームページ:
http://www.eikando.o
r.jp/

境内の宗教的な景観に紅葉の赤が美し
くライトアップされます。
【日時】
17時30分～20時30分（21時閉門）
【料金】
拝観料　600円（中学生以上）

◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩15分

11.10(金)

　 ～

12.3(日)

天龍寺塔頭宝厳院
秋の夜間特別拝観

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

江戸時代の「都林泉名勝図会」に紹介
された洛西の名庭園。
嵐山を借景に取り入れた庭を染め上げ
る紅葉と境内をライトアップ。
【日時】
17時30分～20時30分(閉門)※20時15分
受付終了
【料金】
拝観料
　大人　600円
　小・中学生　300円

◆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
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11.10(金)

　 ～

12.3(日)

大覚寺夜間特別拝
観

◇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/

大沢池周辺の広大なエリアを、幻想的
で柔らかな光で照らし出します。
 
【日時】
17時30分～20時受付終了（予定）
【料金】
拝観料（予定）
　大人　500円
　小・中学・高校生　300円

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

11.11(土)

　 ～

12.3(日)

清水寺秋の夜間特
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/

観音慈悲光あふれる境内。紅葉谷から
錦雲渓にかけて清水寺全山を彩る紅葉
の見事さは、堂塔伽藍の美と調和し壮
麗な煌彩を放ち、まさに観音さまの普
陀洛浄土の相を彷彿させます。
【日時】
17時30分～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）

11.11(土)

　 ～

12.6(水)

秋のもみじめぐり ◇光明寺（長岡京市）
・長岡京市粟生西条ノ
内26-1

※長岡京市観光協会
TEL.075-951-4500

洛西一の規模を誇るもみじで、参道両
側が真っ赤に染まり、広く親しまれて
いる。
特産品の販売・観光案内なども行われ
る。
【料金】
入山料
　大人　500円
　中学生以下無料

◆JR京都線「長岡京」駅、
または阪急京都線「長岡天
神」駅から阪急バスで「旭
ヶ丘ホーム前」下車

※駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用
ください。

11.11(土)

　 ～

12.6(水)

光明寺「紅葉の特
別入山」

◇光明寺（長岡京市）
・長岡京市粟生西条ノ
内26-1
TEL.075-955-0002
FAX.075-953-2264
ホームページ:
http://www.komyo-ji.
or.jp/

西山三山の一つである紅葉の名所。
総門から表参道「女人坂」のなだらか
な石段を登りつめた御影堂、薬医門を
中心とした「もみじ参道」の紅葉のト
ンネル、参道に敷きつめられた輝きを
増す敷きもみじが見所。
【日時】
9時～16時（受付終了）
【料金】
入山料
　大人　500円
　中学生以下無料

◆JR京都線「長岡京」駅、
または阪急京都線「長岡天
神」駅から阪急バスで「旭
ヶ丘ホーム前」下車

※駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用
ください。
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11.16(木)

　 ～

12.4(月)

紅葉を愛でる特別
拝観とお食事

◇東福寺塔頭・天得院
・京都市東山区本町15
丁目802東福寺山内
TEL.075-561-5239
FAX.075-525-3653

紅葉と苔のお庭を愛でながらゆっくり
とお食事をお楽しみください。
また、14時～17時の間は、お抹茶とお
菓子をいただきながらお庭を観賞して
いただけます。
（拝観のみはありません）
【日時】
昼食　11時～14時
茶席　14時～17時
夕食　17時～19時（完全予約制）
閉門は20時30分
【料金】
昼食・夕食
　紅葉膳　4,320円（拝観料、税込）
茶席
　お抹茶（菓子付）　800円（税込）
　お善哉　800円（税込）
　コーヒーとお菓子　800円（税込）

※ご予約、お問い合わせ
ハトヤ瑞鳳閣（9時～18時）
TEL.075-361-1231

◆市バス「東福寺」下車、
徒歩5分
◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩7分
◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩7分

11.17(金)

　 ～

12.3(日)

紅葉まつり ◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町 他

※公益財団法人京都市
都市緑化協会 梅小路
公園管理事務所(8時30
分～17時、月曜日休)
TEL.075-352-2500
FAX.075-352-2561
ホームページ:
http://www.kyoto-ga.
jp/

朱雀の庭の紅葉をライトアップ。 ◆市バス「梅小路公園前」
、または市バス「七条大宮
・京都水族館前」下車

【駐車場】
有（普通車（交通弱者用）
119台、大型バス26台、料
金/普通車（交通弱者用）
：2時間まで800円（土曜日
・日曜日・祝日は900円）
、以降1時間までごとに200
円、大型バス：3時間まで2
,000円　その後1時間ごと
に500円追加）

11.17(金)

　 ～

12.3(日)

隨心院　夜の特別
拝観

◇隨心院
・京都市山科区小野御
霊町35
TEL.075-571-0025
FAX.075-572-3690
ホームページ:
http://www.zuishinin
.or.jp/

小野小町ゆかりの寺院の夜の拝観。表
書院を経て、本堂の池と紅葉のコント
ラストを堪能してください。
【日時】
18時～21時（20時30分受付終了）
【料金】
拝観料　600円

◆京阪バス「小野」下車す
ぐ
◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車30台、バス2，3
台、料金/無料）

11.18(土)

　 ～

12.3(日)

清水寺　成就院庭
園特別公開

◇成就院
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234

相阿弥原作・小堀遠州の補修とも、松
永貞徳の作とも伝えられ、模範的な借
景式・池泉鑑賞式の庭園で、国の「名
勝」に指定されている。四季それぞれ
に風情が深いが、特に『月の庭』とし
て賞美されている。
【日時】
9時～16時（受付終了）
18時～20時30分（受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　小・中学生　300円
※別途清水寺拝観料必要
　9時～16時　400円
　18時～21時　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
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11.18(土)

　 ～

12.3(日)　

毘沙門堂　勝林寺
「秋の特別拝観」

◇東福寺塔頭・毘沙門
堂　勝林寺
・京都市東山区本町15
丁目795
TEL.075-561-4311
FAX.075-708-2354

御本尊「毘沙門天立像」ご開帳のほか
、寺宝を展観。毘沙門堂前の山モミジ
は毎年綺麗なグラデーションになり吉
祥天のような美しさから「吉祥モミジ
」と呼ばれています。
日没後、ライトアップされます。
【日時】
10時～19時30分（19時受付終了）
※日没後ライトアップ、昼夜入れ替え
なし
【料金】
拝観料
　大人（大学生以上）600円
　中学・高校生　300円
　小学生以下無料(保護者同伴に限る)

※期間限定のご朱印あり。

◆京阪本線「東福寺」駅下
車、徒歩10分
◆JR奈良線「東福寺」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
無

11.18(土)

　 ～

12.3(日)

直指庵秋の道場（
阿弥陀堂）特別公
開

◇直指庵
・京都市右京区北嵯峨
北ノ段町3
TEL.075-871-1880
ホームページ:
http://www5e.biglobe
.ne.jp/~jikisian/

阿弥陀如来坐像をお祀りする道場（阿
弥陀堂）内での寺宝の展示。
【日時】
拝観　9時～16時30分
公開　10時～16時
【料金】
拝観料　500円

◆市バス「大覚寺」下車、
徒歩15分
◆京都バス「大覚寺」下車
、徒歩15分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、北口から徒歩30分

【駐車場】
無

11.18(土)

　 ～

12.3(日)　
の金・土・
日・祝

平等院夜間特別拝
観「瑞光照歓～錦
秋のあかり～」一
般公開

◇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（京都府宇治市）では、今秋の
紅葉と共に、鳳凰堂がライトアップさ
れる夜間特別拝観を実施します。
平等院としては15年ぶり、平成の大修
理後は初の夜間一般公開を致します。
鳳凰堂が創建された平安時代後期は、
大地震や飢饉に見舞われた不安定な時
代。そんな時代だからこそ、人々は鳳
凰堂が表現する華やかな極楽浄土の世
界に救いを求めていました。1000年近
くを経てもなお、自然災害や争いごと
の絶えない昨今、平等院にお参り頂き
、鳳凰堂を前に手を合わせることで、
平穏な時間が訪れることでしょう。鳳
凰堂の光が周囲の紅葉を照らすように
、人々の心も明るく照らされますよう
に。
 
【日時】
18時～20時（20時30分閉門）　昼夜入
替制
【料金】
拝観料：大人600円、中高生、400円、
小学生300円　（団体同料金）
※障がい者手帳をお持ちの方は、本人
及び介添人1名半額

※公開場所：庭園、ミュージアム凰翔
館
※集印所は閉鎖しますが、御朱印は紙
で授与致します。（1日限定100枚・先
着順）

◆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
）
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12.1(金) 献茶祭 ◇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/

本殿での献茶の儀の後、境内各所に茶
席が設けられ、終日賑わいます。天正
15年（1587）に秀吉が催した北野大茶
会にちなむ行事です。
【日時】
祭典　10時（予定）
本席・副席　9時～15時（予定）
【料金】
拝服茶券　5,000円

◆市バス「北野天満宮前」
下車

12.1(金) かやぶきの里一斉
放水

◇美山町北
・南丹市美山町北

※有限会社かやぶきの
里
TEL.0771-77-0660

春と秋の年2回行われる放水銃の訓練
で、北かやぶきの里において防火施設
点検のために実施されます。
かやぶきの里は一面の水のカーテンに
包まれます。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「北」下車

12.1(金)

　 ～

12.18(月)

吉例顔見世興行 ◇ロームシアター京都
　メインホール
・京都市左京区岡崎最
勝寺町13

※南座
TEL.075-561-1155
ホームページ:
http://www.shochiku.
co.jp/

東西の人気歌舞伎俳優が一堂に会する
「吉例顔見世興行」。
江戸時代より連綿と続く興行として受
け継がれています。京都の冬の風物詩
にも数えられる「まねき」が上がると
、師走の訪れを感じます。

※京都四条南座が休館中のため、ロー
ムシアター京都で開催されます。

◆市バス「岡崎公園　ロー
ムシアター京都・みやこめ
っせ前」下車すぐ
◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車、徒
歩5分
◆市バス「東山二条・岡崎
公園口」下車、徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

12.1(金)

　 ～

12.25(月)

ポインセチア展 ◇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/

ポインセチア約100品種、1,000鉢を観
覧温室で展示。
【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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

12.1(木)

　 ～

12.25(日)

光のページェント
～TWINKLE JOYO 2
017～

◇城陽市総合運動公園
レクリエーションゾー
ン
・城陽市寺田大川原

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

城陽市の冬の風物詩。75万球のイルミ
ネーションと高さ8mのシンボルツリー
がレクリエーションゾーン一帯を美し
く飾り、色とりどりの光のページェン
トが見る人を魅了します。
【日時】
17時30分～21時30分
12/1のみ　17時15分点灯式

◆JR奈良線「城陽」駅下車
、徒歩25分
◆JR奈良線「城陽」駅、ま
たは近鉄京都線「寺田」駅
から城陽さんさんバスで「
プラムイン城陽」下車すぐ
※開催期間中、JR奈良線「
城陽」駅、または近鉄京都
線「寺田」駅から会場へ毎
日臨時バス運行
（都合により連絡なく変更
する場合有り）

【駐車場】
有（駐車場が少なく大渋滞
となる為、電車・バスを利
用してください。）
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12月上旬予
定

　 ～

12月下旬予
定

トロッコ・クリス
マスイルミネーシ
ョン

◇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

保津峡駅がイルミネーションで彩られ
ます。

〈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

12.2(土) 厄落としの大根焚
き　(御会式)

◇三宝寺
・京都市右京区鳴滝松
本町32
TEL.075-462-6540
FAX.075-461-0379

日蓮・日朗・日像各上人を偲ぶ法要が
あり、一年間の罪や汚れを落とす「厄
落としの祈祷」が行われます。
【日時】
10時～15時
【料金】
中風封じの大根焚き　700円
ゆず御飯　800円

◆市バス「福王子」、また
はJRバス「福王子」下車
※「福王子」交差点付近か
ら両日のみ送迎バス有り

12.3(日) しまい大国祭 ◇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:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

大国主命を祀るため、縁結び、良縁成
就の祈願が行われ、一年の無病息災を
感謝します。新年の干支の絵馬（1枚5
00円）が授与されます。
【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）

12.3(日) 山背古道とことん
ウォーキング

◇城陽市・木津川市・
井手町
・JR奈良線城陽駅前、
または木津川市役所駐
車場

※山背古道推進協議会
事務局（城陽市商工観
光課）
TEL.0774-56-4019
FAX.0774-56-3999

城陽市・井手町・木津川市の3市町に
またがり、京都と奈良の間をうねるよ
うに続く山背古道を歩き、自然や風景
、まちなみを楽しむ。
ルート：JR城陽駅から木津川市役所東
口玄関前、または木津川市役所東口玄
関前からJR城陽駅
全行程：約23km
【料金】
参加費　無料

※荒天時中止

◆JR奈良線「城陽」駅下車
、またはJR奈良線「木津」
駅下車、徒歩4分

12.3(日) 全国ご当地鍋フェ
スタ「鍋-1グラン
プリ」

◇わかさぎ温泉　笠置
いこいの館前広場
・相楽郡笠置町笠置隅
田24

※笠置町役場
TEL.0743-95-2301
FAX.0743-95-2961

全国からご当地鍋を集めてグランプリ
を決定します。
その他、ご当地グルメの販売や、ステ
ージイベントなどを行います。
【日時】
9時30分～15時30分
【料金】
入場無料
※出店鍋、グルメの購入には、各店舗
で料金をお支払いください。

※雨天決行

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（無料）

12.3(日) お火焚祭 ◇鍬山神社
・亀岡市上矢田町上垣
内22-2
TEL.0771-22-1023

16時頃、御神灯から点火されたかがり
火が焚かれる。

◆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）



92　　２０１７秋・冬 行催(祭)事　１２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        

12.3(日) 小町ろまん全国短
歌大会

◇アグリセンター大宮
　多目的ホール
・京丹後市大宮町

※京丹後市教育委員会
社会教育課
TEL.0772-69-0630

小野小町にちなみ全国の学生から高齢
者まで幅広い年齢層の参加により短歌
を募集し短歌大会を開催。

◆京都丹後鉄道宮豊線「大
宮」駅から送迎車運行

12.3(日) 久美浜カキ・魚ま
つり

◇マリンプラザ前
・京丹後市久美浜町湊
宮1664

※京都府漁業協同組合
湊支所
TEL.0772-83-0006

京丹後市の冬の風物詩の一つとして毎
年行われる。
久美浜湾で養殖された焼きガキの無料
試食会、カキ・カニ・水産物の即売会
が行われる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅から車で10分

12.7(木)

　 ～

12.8(金)

成道会法要と大根
焚き

◇千本釈迦堂（大報恩
寺）
・京都市上京区今出川
七本松上ル溝前町
TEL.075-461-5973
ホームページ:
http://www.daihoonji
.com

釈尊が悟りを開いた日を記念した祭事
。大根だきの供養を受けると厄除けに
なると言われ、京の町の師走の風物詩
として多くの参拝者で賑わいます。
【日時】
成道会　12/8　10時頃～
大根焚き授与　両日　10時～16時
【料金】
1,000円

◆市バス「上七軒」下車、
徒歩5分

12.8(金) 針供養 ◇針神社
・京都市左京区岩倉幡
枝町
TEL.075-791-3576
FAX.075-791-3576

使い古した針や折れた針、日頃使って
いる針に感謝をささげます。
11時から針供養の神事が行われます。

◆京都バス「幡枝」下車、
徒歩10分

12.8(金) 針供養 ◇法輪寺
・京都市西京区嵐山虚
空蔵山町68-3
TEL.075-862-0013
FAX.075-861-1830

手芸、芸能上達の守護仏として信仰。
針供養法要は13時から。
織姫の舞いの奉納があり盛大。
甘酒の接待あり（志納）

※2/8も開催

◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩5分
◆市バス「嵐山公園」下車
、徒歩10分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/1,0
00円）

12.8(金)

　 ～

1.8(祝)

バンビオイルミネ
ーション2017

◇JR長岡京駅西口
・長岡京市神足1、2丁
目

※長岡京市バンビオ広
場公園等にぎわい創出
事業実行委員会
TEL.075-951-4300

JR長岡京駅西口の大通りの街路樹やバ
ンビオ広場公園一帯を約9万球のイル
ミネーションで装飾する。
【日時】
【点灯時間】
17時～23時（一部22時）

※12/8　17時40分～
バンビオ広場公園で点灯式(雨天中止)

◆JR京都線「長岡京」駅下
車

◆有料　市営駐車場あり｡

12.9(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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
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12.9(土)

　 ～

12.10(日)

鳴滝の大根焚き ◇了徳寺
・京都市右京区鳴滝本
町83
TEL.075-463-0714
FAX.075-463-0714
ホームページ:
http://www.ryoutokuj
i.or.jp

親鸞聖人が月輪寺から帰途、了徳寺に
立ち寄った際、里人が大根を煮て捧げ
たのが起こり。
【日時】
おつとめ　11時～
大根だき　9時～16時
【料金】
1,000円

◆市バス「鳴滝本町」下車
、徒歩3分

【駐車場】
無

17.12.9(土)

　 ～

18.3.11(日)

映画村冬まつり　
冬のキャラクター
まつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

「激突！忍者ショー」や「ちゃんばら
辻指南」など時代劇イベントに、「2
大ヒーロー★ドリームステージ」や「
魔法つかいプリキュア ウィンターパ
ーティー」、「ヒーロー大集合」など
、人気のキャラクターイベントも満載
。
【定休日】
休村日　1/16～1/20
【日時】
9時30分～16時30分
期間中の土曜日・日曜日・祝日、12/2
3、12/24、12/29～1/3、1/7、1/8は9
時30分～20時
（入村は営業終了の60分前まで）
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

12.10(日) 釈尊成道会・大根
だき

◇妙満寺
・京都市左京区岩倉幡
枝町91
TEL.075-791-7171
FAX.075-791-7267

成道会は、釈迦が悟りを開いたことを
喜び、感謝する法要。この日に冬の風
物詩「大根だき」が境内で行われる。
【日時】
大根だき　11時～14時（無くなり次第
、終了）
釈尊成道会　14時～15時
【料金】
大根だき　1,000円
※拝観料・祈願料（絵馬付き）を含み
ます。

※大根だきは限定600食。
（詳細はホームページで要確認）

◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（40、50
、52系統）で「幡枝（妙満
寺）」下車すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から京都バス（46系統）
で「幡枝」下車、徒歩5分
◆叡山電鉄「木野」駅下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車50台、無料）

12.10(日) 終い金比羅 ◇安井金比羅宮
・京都市東山区東大路
松原上る
TEL.075-561-5127
FAX.075-532-2036

この日から初金比羅（1/10）まで、縁
起物の「稲宝来」が社頭で参拝者に授
与されます。（有料）

◆市バス「東山安井」下車

12.10(日) 迎春天橋立　一斉
清掃

◇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

天橋立の景観を守るとともに、世界遺
産登録への機運を盛り上げます。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分
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12月中旬予
定

嵯峨野トロッコス
トーブ列車

◇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

トロッコ列車3号車・1両車に設置。
【定休日】
12/13、12/20、12/27
【料金】
運賃（片道）
　大人　620円
　小人　310円

※きっぷ（指定席）のお求めはJR西日
本の主な駅の「みどりの窓口」、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

12月中旬予
定

スイス村スキー場
開き

◇スイス村スキー場
・京丹後市弥栄町野中

※株式会社スイス村管
理組合
TEL.0772-66-0036
FAX.0772-66-0246
ホームページ:
http://www.swissmura
-homepage.mints.ne.j
p/swiss/ski.html

スキー場の安全を祈願し、リフトの始
動式を行う。

※積雪のない場合、初滑りは行いませ
ん。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から車で40分
※宿泊の方に限り京都丹後
鉄道宮豊線「峰山」駅への
送迎有り
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から国道312号～国道482号
を経由（約55分）

【駐車場】
有（200台、有料）

12.13(水) 大福梅の授与 ◇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/

6月に境内で収穫し土用干しした梅の
実がこの日から正月の大福梅として参
拝者に授与（有料）されます。
新年の祝膳に欠かせぬ縁起物として、
多くの方が授かりに参詣されます。
【日時】
8時30分頃～

◆市バス「北野天満宮前」
下車

12.13(水) 事始め ◇祇園
・京都市東山区祇園

12月13日に正月の準備を始め、お世話
になった方へ挨拶に行く風習です。な
かでも祇園のものがよく知られており
、芸妓さんや舞妓さんが鏡餅を持って
師匠のところへ挨拶に行く姿が見られ
ます。
【日時】
10時頃～

◆市バス「祇園」下車
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12.13(水) 終い猿丸 ◇猿丸神社
・綴喜郡宇治田原町大
字禅定寺小字粽谷44
TEL.0774-88-3782
ホームページ:
http://www.town.ujit
awara.kyoto.jp

こぶとりの神様としてできものなどに
霊験ありとされ、京阪神など遠方から
の参拝も多い。
毎月13日は朝から神社駐車場で特産品
を販売する「猿丸市」が開催される。

◆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」、または京都
京阪バス（維中前、緑苑坂
、工業団地行き）で「岩山
」下車、徒歩40分
（毎月13日の月次祭の日は
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※平日は10
台、無料）

12.13(水)

　 ～

12.14(木)

京料理展示大会 ◇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

※京都料理組合事務所
（10時～17時、土曜日
・日曜日・祝日除く）
TEL.075-221-5833

有名料亭より出品された豪華な京料理
の作品が一堂に集められ展示されます
。京料理展示、細工寿司の展示、京料
理教室、生間流式包丁、舞妓による京
舞、特設食堂、裏千家茶席、京野菜即
売コーナー、マグロ解体及び即売コー
ナー、お楽しみ抽選会など盛りだくさ
んの内容を予定。
【日時】
10時～16時

◆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

12.13(水)

　 ～

12.31(日)

空也踊躍(ゆやく)
念仏(かくれ念仏)

◇六波羅蜜寺
・京都市東山区五条大
和大路上ル東入る
TEL.075-561-6980
ホームページ:
http://www.rokuhara.
or.jp/

※31日は非公開
京に疫病が流行したとき、空也上人が
救済を願って始めた念仏だと言われて
います。
日暮れ時の16時頃に約30分間念仏が行
われます。

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩10分

【駐車場】
無

12.14(木) 義士会法要 ◇法住寺
・京都市東山区三十三
間堂廻り町655
TEL.075-561-4137
FAX.075-541-6787

大石良雄が仇討ち祈願をした身代わり
不動明王があり、四十七士の木像が安
置。法要後、舞妓さんによる献茶式、
島原太夫による太夫道中が行われ、参
拝者にはお茶席・討ち入りそばのお供
養がある。
【日時】
法要（献茶式）　10時30分～
【料金】
1,500円（お茶席・お蕎麦・参拝料・
祈願護摩木1本付き）

◆市バス「博物館三十三間
堂前」下車、徒歩3分
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）
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12.14(木) 山科義士まつり ◇毘沙門堂、他
・京都市山科区安朱稲
荷山町

※山科義士まつり実行
委員会（山科区役所地
域力推進室まちづくり
推進担当）
TEL.075-592-3088

大石内蔵助をはじめ四十七士の義士を
偲ぶお祭り。
【日時】
毘沙門堂　10時出発　→
東部文化会館（パフォーマンス）　11
時45分～12時35分頃
岩屋寺　14時5分　→
大石神社　14時30分

〈毘沙門堂〉
◆JR琵琶湖線「山科」駅下
車、徒歩15分
〈東部文化会館〉
◆地下鉄東西線「椥辻」駅
下車、徒歩7分
〈岩屋寺、大石神社〉
◆JR琵琶湖線「山科」駅か
ら京阪バスで「大石神社」
下車

12.15(金) 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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

12.15(金) 御身拭式 ◇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/

毎月行っている午後からの写経会大殿
法要の前に行われる。
念仏の声が堂内に響き渡る中、清めら
れた布にて法然上人の御影像に溜まっ
た一年分の埃を拭う。 

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

12.15(土)

　 ～

12.25(月)

観覧温室の夜間開
室とイルミネーシ
ョン

◇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/

正門～観覧温室～北山門の樹木や花壇
がイルミネーションで飾られます。ま
た、夜間開室する観覧温室内では、ク
リスマスに人気のポインセチア展を開
催。その他、ハンドベルコンサートな
どの催しが行われます。
【日時】
17時30分～20時（入園は19時30分まで
）
【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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1200円）

12.16(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

12.20(水) お煤払い ◇西本願寺、東本願寺
・京都市下京区堀川通
花屋町下ル(西本願寺)
・京都市下京区烏丸通
七条上ル(東本願寺)

※西本願寺
TEL.075-371-5181
※東本願寺
TEL.075-371-9181

全国から集まった門徒・奉仕団の人々
が、御堂に横一列となり一斉に割り竹
で畳を叩き、舞い上がった埃を大団扇
で外へあおぎ出します。
東西両本願寺で行われる京都の歳末の
恒例行事。
【日時】
西本願寺　未定
東本願寺　未定

〈西本願寺〉
◆各線「京都」駅下車、徒
歩15分
◆市バス「西本願寺前」下
車すぐ
〈東本願寺〉
◆各線「京都」駅下車、徒
歩7分
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12.21(木) 終い弘法 ◇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/

毎月21日に催されてきた一年最後の弘
法さんの縁日であるため、所狭しと多
数の露店が並び、多くの参拝者・観光
客で賑わいを見せる。

◆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）

12.22(金) 南瓜大師供養 ◇不思議不動院
・京都市北区衣笠赤阪
町1-1
TEL.075-462-6628

冬至の日に行うカボチャ供養は中風除
けやボケ封じにご利益があると言われ
ている。
【日時】
10時～14時（なくなり次第終了）
【料金】
カボチャ1膳（祈祷護摩木1本付き）　
500円

◆市バス「わら天神前」下
車、ビッグボーイ前からM1
（原谷行き）に乗り換え「
衣笠氷室町」下車、徒歩3
分
◆市バス「金閣寺道」下車
、徒歩15分

12.23(祝) かぼちゃ供養 ◇京都矢田寺
・京都市中京区寺町通
三条北入天性寺前町
TEL.075-241-3608

矢田山金剛山寺の京都別院として創建
されたお寺で、本堂に供えられた回向
されたかぼちゃを参拝者がさすり、中
風除けをはじめ諸病退散を願う。
かぼちゃ焚きの無料接待あり。（先着
1,000名）
【日時】
10時～

◆市バス「河原町三条」下
車

12.23(祝)

　 ～

1.14(日)

第17回福知山市　
佐藤太清賞公募美
術展

◇福知山市佐藤太清記
念美術館
・福知山市字岡ノ32-6
4

※佐藤太清賞公募美術
展事務局
TEL.0773-23-7021
FAX.0773-23-5608

福知山市出身で文化勲章受章者である
佐藤太清画伯の功績を讃え実施する公
募展。若手人材育成を目的に全国の高
校生・大学生を中心とした絵画作品を
展示。上位入賞作品のみ展示。
【日時】
9時～17時
【料金】
大人　210円
小人　100円

◆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
15分

12.24(日)

　 ～

12.25(月)　
予定

久美ナリエ ◇かぶと山「大文字」
・京丹後市久美浜町

※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）
TEL.0772-82-1781

久美浜の年末年始を彩る風物詩です。
かぶと山の大文字に電飾が施されます
。如意寺の境内から眺めるのがおすす
め。

〈如意寺〉
◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約15分

12.25(月) 終い天神 ◇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/

御祭神 菅原道真公が6月25日にお生ま
れになり、2月25日に亡くなられたこ
とから、毎月25日は御縁日とされてお
り、多くの露店が立ち並ぶ「天神市」
が催されます。この日は特に1年最後
の御縁日として「終い天神」と呼ばれ
、招福息災の大福梅、祝箸、お屠蘇の
授与もあり参拝者で終日賑わいます。

◆市バス「北野天満宮前」
下車

12.25(月) 御身拭式 ◇知恩院
・京都市東山区林下町
400
TEL.075-531-2111（代
）
ホームページ:
http://www.chion-in.
or.jp/

法然上人御堂内御厨子に安置されてい
る法然上人座像を羽二重の布で拭い清
める儀式で、13時から参列者が念仏を
唱和する中、儀式は静粛かつ華麗に行
われます。

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩8分

【駐車場】
無
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12.26(火)

　 ～

12.28(木)　
予定

二条城庭園年末年
始公開

◇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
FAX.075-802-6181
ホームページ:
http://www2.city.kyo
to.lg.jp/bunshi/nijo
jo/

二の丸庭園、本丸庭園、清流園と「築
城400年記念展示・収蔵館」を公開。
【定休日】
休城日
　12/29～12/31予定
【日時】
受付　10時～15時（閉城16時）予定
【料金】
一般　400円
小・中学・高校生　200円
※和装の方は無料（入城料のみ）
※展示・収蔵館は別途100円
上記はすべて予定

◆市バス「二条城前」下車
すぐ
◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩5分

【駐車場】
有（詳細は二条城事務所ま
でお問い合わせください。
）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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

当日23時頃より新京極山門前にて整理
券配布。（1組2、3名で108組限定）

◆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「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

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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

先着順に約10人単位で一打。108回ま
で。
先着300名に甘酒接待あり。

◆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

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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/

22時30分　歳徳神恵方廻し
23時～　年越しそばの接待
23時40分～　除夜の鐘
 

◆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

12.31(日) 火之御子社鑽火祭
（ひのみこしゃき
りびさい）

◇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/

火雷神を祀る火之御子社で斎火をおこ
し、燎火を灯します。参拝者はこの火
を火縄に点火し家に持ち帰ります。
天満宮のおけら詣りと親しまれていま
す。
【日時】
19時30分～

◆市バス「北野天満宮前」
下車

12.31(日) 除夜の鐘 ◇浄蓮華院
・京都市左京区大原来
迎院町407
TEL.075-744-2408
FAX.075-744-2408

23時45分～1時頃、打つ回数は制限な
し。

◆京都バス「大原」下車、
徒歩15分

【駐車場】
有（5台）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇永観堂（禅林寺）
・京都市左京区永観堂
町48
TEL.075-761-0007
FAX.075-771-4243
ホームページ:
http://www.eikando.o
r.jp/

希望者が多ければ2～3人で一打。

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩15分



行催(祭)事　１２月 ２０１７秋・冬　　99

  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        

12.31(日) 除夜の鐘 ◇大本山南禅寺
・京都市左京区南禅寺
福地町
TEL.075-771-0365
ホームページ:
http://nanzen.net/

整理券を配布。12/1より受付（当日志
納金要）2人で1回

◆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

12.31(日) 除夜の鐘 ◇鞍馬寺
・京都市左京区鞍馬本
町1074
TEL.075-741-2003

打つ回数は制限なし。

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆叡山電鉄「鞍馬」駅下車
、徒歩5分で仁王門
◆京都バス「鞍馬」下車、
徒歩5分で仁王門
※仁王門から本殿まで徒歩
30分（除夜の鐘の時間ケー
ブルなし）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇妙満寺
・京都市左京区岩倉幡
枝町91
TEL.075-791-7171
FAX.075-791-7267

23時30分から法要。その後、参列者全
員に撞いていただきます。
甘酒の無料接待とお抹茶・お菓子付き
の優先整理券（1000円）もあります。

◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅から京都バス（40、50
、52系統）で「幡枝（妙満
寺）」下車すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」
駅から京都バス（46系統）
で「幡枝」下車、徒歩5分
◆叡山電鉄「木野」駅下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車50台、無料）

12.31(日) 除夜法要 ◇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/

大晦日の法要。御影堂にて法主台下に
よる御垂示の後に法要開始。
法要中に堂内を一周する1080課の大念
珠を使って数珠繰りが行われる。
終了後は鐘楼にて鐘楼法要に引き続き
、順次鐘撞きが行われる。
除夜法要前に御影堂にて鐘撞き整理券
の配布あり。 

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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

当日9時より整理券を配布。
志納料（500円）が必要。御札・お守
り授与。

※要問い合わせ

◆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「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）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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/

未定 ◆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）
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12.31(日) 除夜の鐘 ◇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/

22時頃から108枚の整理券配布。
1グループ1回

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆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）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇知恩院
・京都市東山区林下町
400
TEL.075-531-2111（代
）
ホームページ:
http://www.chion-in.
or.jp/

22時40分頃からつき始め。
知恩院の大鐘は日本三大鐘のひとつで
す。親綱1人と子綱16人の17人が息を
合わせて108回撞きますが、知恩院独
特な撞き方で迫力満点です。

※ご参旨の方は鐘を撞くことができま
せん。見学のみとなります。

◆市バス「知恩院前」下車
、徒歩5分
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩8分

【駐車場】
無

12.31(日) 除夜の鐘 ◇方広寺
・京都市東山区正面通
大和大路東入ル茶屋町
527-2
TEL.075-561-7676
FAX.075-561-1720

希望者が多ければ多人数で一緒に打つ
。108回で終了

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆市バス｢博物館三十三間
堂前｣下車、徒歩5分

【駐車場】
無

12.31(日) 除夜の鐘 ◇建仁寺
・京都市東山区大和大
路四条下ル4丁目小松
町584
TEL.075-561-6363
FAX.075-561-5777
ホームページ:
http://www.kenninji.
jp/

0時～
22時から108枚の整理券を配布。
無くなり次第終了

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆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7分
◆阪急電車「河原町」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車45台、料金/30
分200円）拝観者には1時間
無料駐車券を発行
※坐禅の会員は無料

12.31(日) 除夜の鐘 ◇智積院
・京都市東山区東大路
通七条下ル東瓦町964
番地
TEL.075-541-5361
ホームページ:
http://www.chisan.or
.jp/

23時30分（法要後）～1時
守り札の授与

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆市バス「東山七条」下車
◆京阪本線「七条」駅下車
、徒歩約10分

【駐車場】
有（宿泊、参拝の方は無料
）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇常寂光寺
・京都市右京区嵯峨小
倉山小倉町3
TEL.075-861-0435
ホームページ:
http://www.jojakko-j
i.or.jp

22時30分より整理券配布。

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆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15分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩20分

【駐車場】
無

12.31(日) 除夜の鐘 ◇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/

12/10より受付。（1,000円必要）
（予定）

※当日の交通手段（バス利用の際）に
ついては要問い合わせ

◆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（23時～2時30分 無料）



行催(祭)事　１２月 ２０１７秋・冬　　101

  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        

12.31(日) 除夜の鐘 ◇瑞光寺
・京都市伏見区深草坊
町4
TEL.075-641-1704

打つ回数は制限なし。 ◆京阪本線「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）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇乙訓寺
・長岡京市今里3丁目1
4-7
TEL.075-951-5759

23時45分頃からつき始め、0時30分ま
でに並べば参拝者もつくことができる
。しょうが湯の接待あり。（午前1時
まで。無くなり次第終了）

※当日の交通手段（バス利用の際）に
ついては要問い合わせ

◆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

12.31(日) 除夜の鐘 ◇光明寺（長岡京市）
・長岡京市粟生西条ノ
内26-1
TEL.075-955-0002
FAX.075-953-2264
ホームページ:
http://www.komyo-ji.
or.jp/

23時45分頃からつき始め、番号札の交
付（22時～）を受けて参拝者もつくこ
とができる。
甘酒の接待あり。（予定）

◆JR京都線「長岡京」駅、
または阪急京都線「長岡天
神」駅から阪急バスで「旭
ヶ丘ホーム前」下車

※駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用
ください。

12.31(日) 除夜の鐘 ◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017
FAX.075-957-0615
ホームページ:
http://www.yanagidan
i.jp/

23時30分頃からつき始め、参拝者もつ
くことができる。甘酒の接待あり。（
無くなり次第終了）

※当日の交通手段ついては要問い合わ
せ（バスはありません）

◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆阪急京都線「西山天王山
」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
※毎月17日の縁日のみ、阪
急京都線「西山天王山」駅
、JR京都線「長岡京」駅か
らシャトルバス有り。（8
時～13時）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇勝龍寺
・長岡京市勝竜寺19-2
5
TEL.075-951-6906
FAX.075-955-6375
ホームページ:
http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/0000001
248.html

0時からつき始め、参拝者もつくこと
ができる。先着500名に供物の進呈が
ある。甘酒の接待あり。（午前1時ま
で。無くなり次第終了）

◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩約12分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩約30分
◆阪急京都線「西山天王山
」駅下車、徒歩約30分

【駐車場】
無（除夜の鐘の時は使用で
きません）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇観音寺（山崎聖天）
・乙訓郡大山崎町大山
崎小字白味才62
TEL.075-956-0016

0時から百八つ限り。参拝者もつくこ
とができる。

◆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

12.31(日) 除夜の鐘 ◇宝積寺（宝寺）
・乙訓郡大山崎町大山
崎銭原1
TEL.075-956-0047

23時45分からつき始め、希望すれば整
理券（23時頃から配布）の交付を受け
て参拝者もつくことができる。

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩15分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩15分
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12.31(日) 除夜の鐘 ◇黄檗山萬福寺
・宇治市五ケ庄三番割
34
TEL.0774-32-3900
ホームページ:
http://www.obakusan.
or.jp/

23時頃から整理券配布。
最初は管長らがつき、後は参拝者が一
打6名でつく。

◆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15台、乗
用車30台、有料）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

23時45分頃からつき始め午前2時まで
参拝無料。先着500名に御祈祷札の進
呈がある。
【日時】
開門　23時30分

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩約90分（6km）

【駐車場】
有（民営有料）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場
TEL.0774-76-2390

23時45分頃からつき始め、一般の方も
番号札を受けてつくことができる。
【日時】
開門　23時30分

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩約75分（5km）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
TEL.0774-76-2256

0時からつき始め、希望すれば整理券
の交付を受けて参拝者もつくことがで
きる。（22時頃から配布）

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩約50分（約4km）

【駐車場】
有

12.31(日) 除夜の鐘 ◇京都帝釋天
・南丹市八木町船枝

※福寿寺（事務所）
TEL.0771-42-3315

23時頃から700mの参道に立つ108基の
願いの鐘を打ち鳴らし108の灯明に願
いを託し、一年の諸願成就を祈る。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、車で15分（参道上まで
）
※参道は登り坂（徒歩15分
）なので、車で参道の上ま
で行くことがおすすめ

【駐車場】
有（10台、無料）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇龍興寺
・南丹市八木町八木西
山

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

臨済宗妙心寺派の寺院｡享徳元年(1452
)の創建。細川勝元公により建立され
たと伝えられる｡
400年を越える時を経て鐘楼から厳か
な鐘の音が響く｡

◆JR嵯峨野線八木駅下車徒
歩約20分

12.31(日) 除夜の鐘 ◇長安寺（もみじ寺）
・福知山市奥野部577
TEL.0773-22-8768
ホームページ:
http://www.chouanji.
jp

23時30分からつき始め、希望すれば参
拝者もつける。煎茶無料接待あり。
【料金】
拝観料
　大人（高校生以上）　300円
　小・中学生　100円

◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から車で15分
◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から京都交通
バス（小牧線）で10分「半
田」下車

【駐車場】
有（普通車20台、大型観光
バス5台、無料）

12.31(日) 除夜の鐘 ◇養源院
・与謝郡与謝野町幾地
TEL.0772-42-3314

23時45分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。
大根炊きの接待あり。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
10分

【駐車場】
無
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12.31(日) 除夜の鐘 ◇西禅寺
・与謝郡与謝野町石川
TEL.0772-42-3526

23時45分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
5分

【駐車場】
有

12.31(日) 除夜の鐘 ◇西林寺
・与謝郡与謝野町岩屋
TEL.0772-43-1200

23時45分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
15分

【駐車場】
無

12.31(日) 除夜の鐘 ◇梅林寺
・与謝郡与謝野町三河
内
TEL.0772-42-2463

23時45分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。
年越しそば、お酒、お茶菓子の接待あ
り。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
10分

【駐車場】
有

12.31(日) 除夜の鐘 ◇福寿寺
・与謝郡与謝野町石川
TEL.0772-42-3463

23時30分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
5分

【駐車場】
有

12.31(日) 除夜の鐘 ◇宝泉寺
・与謝郡与謝野町四辻
TEL.0772-42-3704

23時45分頃からつき始め、希望すれば
参拝者もつける。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
5分

【駐車場】
無

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

をけら詣り ◇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/

をけら火を吉兆縄に点火し、消えない
ようにまわしながら持ち帰り、神前に
灯明。正月の雑煮を炊くときの火種と
して使い、一年間の無病息災を願いま
す。
【日時】
大祓式　15時～
除夜祭　19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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
無（12/31は駐車不可）

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

除夜の鐘 ◇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

一人一打。0時30分終了。 ◆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

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

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/

年越えと新年のお祭り。神矢、よりそ
い土鈴、御守等の授与があり、大勢の
参拝客で賑わう。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

12.31(日)

　 ～

1.3(水)　
予定

久美ナリエ ◇かぶと山「大文字」
・京丹後市久美浜町

※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）
TEL.0772-82-1781

久美浜の年末年始を彩る風物詩です。
かぶと山の大文字に電飾が施されます
。如意寺の境内から眺めるのがおすす
め。

〈如意寺〉
◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約15分
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17.3.10(金)

　 ～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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

12.8(金)

　 ～

1.8(祝)

バンビオイルミネ
ーション2017

◇JR長岡京駅西口
・長岡京市神足1、2丁
目

※長岡京市バンビオ広
場公園等にぎわい創出
事業実行委員会
TEL.075-951-4300

JR長岡京駅西口の大通りの街路樹やバ
ンビオ広場公園一帯を約9万球のイル
ミネーションで装飾する。
【日時】
【点灯時間】
17時～23時（一部22時）

※12/8　17時40分～
バンビオ広場公園で点灯式(雨天中止)

◆JR京都線「長岡京」駅下
車

◆有料　市営駐車場あり｡
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17.12.9(土)

　 ～

18.3.11(日)

映画村冬まつり　
冬のキャラクター
まつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

「激突！忍者ショー」や「ちゃんばら
辻指南」など時代劇イベントに、「2
大ヒーロー★ドリームステージ」や「
魔法つかいプリキュア ウィンターパ
ーティー」、「ヒーロー大集合」など
、人気のキャラクターイベントも満載
。
【定休日】
休村日　1/16～1/20
【日時】
9時30分～16時30分
期間中の土曜日・日曜日・祝日、12/2
3、12/24、12/29～1/3、1/7、1/8は9
時30分～20時
（入村は営業終了の60分前まで）
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

12.23(祝)

　 ～

1.14(日)

第17回福知山市　
佐藤太清賞公募美
術展

◇福知山市佐藤太清記
念美術館
・福知山市字岡ノ32-6
4

※佐藤太清賞公募美術
展事務局
TEL.0773-23-7021
FAX.0773-23-5608

福知山市出身で文化勲章受章者である
佐藤太清画伯の功績を讃え実施する公
募展。若手人材育成を目的に全国の高
校生・大学生を中心とした絵画作品を
展示。上位入賞作品のみ展示。
【日時】
9時～17時
【料金】
大人　210円
小人　100円

◆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
15分

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

をけら詣り ◇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/

をけら火を吉兆縄に点火し、消えない
ようにまわしながら持ち帰り、神前に
灯明。正月の雑煮を炊くときの火種と
して使い、一年間の無病息災を願いま
す。
【日時】
大祓式　15時～
除夜祭　19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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
無（12/31は駐車不可）

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

除夜の鐘 ◇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

一人一打。0時30分終了。 ◆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

12.31(日)

　 ～

1.1(祝)

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/

年越えと新年のお祭り。神矢、よりそ
い土鈴、御守等の授与があり、大勢の
参拝客で賑わう。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分
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12.31(日)

　 ～

1.3(水)　
予定

久美ナリエ ◇かぶと山「大文字」
・京丹後市久美浜町

※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）
TEL.0772-82-1781

久美浜の年末年始を彩る風物詩です。
かぶと山の大文字に電飾が施されます
。如意寺の境内から眺めるのがおすす
め。

〈如意寺〉
◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩約15分

1.1(祝) 修正会 ◇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/

午前零時・元日に行われる新年の法要
。
境内では除夜の鐘がまた鳴り響く中、
御影堂にて粛々と行われる。 

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

1.1(祝) 金峰神社初詣 ◇金峰神社
・京丹後市峰山町吉原

※京丹後市観光協会峰
山町支部（羽衣ステー
ション内）
TEL.0772-62-8560

元旦の0時頃から、初詣客で賑わい紅
白のお餅や菓子などが配られる。
一般に「権現さん」と親しまれ、峰山
藩初代藩主京極高通が霊夢を見て、蔵
王権現を吉原城本丸跡に祀ったもので
、震災後は現在の桜尾山のふもとに移
した。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹海バスで「吉
原」下車、徒歩5分

1.1(祝)

　 ～

1.2(火)

修正会 ◇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/

当山の御影堂にて、正月初めに執り行
われ、新たに迎える年の吉祥を祈りま
す。
【日時】
1月1日10時～、14時～
1月2日10時～(予定)
【料金】
大人500円
小･中学･高校生300円

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

1.1(祝)

　 ～

1.3(水)

初大国祭 ◇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:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

運だめし守護石として有名な“恋占い
石”のお祓いが行われる。お札、お守
神矢の授与、神酒の無料接待。
【日時】
祭典　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）

1.1(祝)

　 ～

1.3(水)

皇服茶 ◇六波羅蜜寺
・京都市東山区五条大
和大路上ル東入る
TEL.075-561-6980
ホームページ:
http://www.rokuhara.
or.jp/

平安時代、開山の空也上人が薬湯を村
上天皇に飲ませ、病気を平癒したとい
う故事にちなんで、元旦に汲んだ若水
で茶をたて、小梅と昆布をいれた皇服
茶（大福茶）がふるまわれる。
なお先着3,000名に稲穂を無料授与
【日時】
皇服茶授与　9時～17時
【料金】
300円

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩10分

【駐車場】
無

1.1(祝)

　 ～

1.3(水)

弁才天特別開帳 ◇玉臺寺、狛弁才天社
・木津川市山城町椿井
天敷堂37
TEL.0774-86-2880

普段非公開の弁才天坐像を拝むことが
できる。
【日時】
10時～17時

◆JR奈良線「上狛」駅下車
、徒歩20分

1.1(祝)

　 ～

1.3(水)

三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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
◆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
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1.1(祝)

　 ～

1.3(水)

金刀比羅神社初詣 ◇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/

除夜の鐘が鳴り終わると、丹後各地か
ら沢山の初詣客で賑わう。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。

※当日の交通手段については要問い合
わせ

◆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

1.1(祝)

　 ～

1.4(木)　　
予定

二条城庭園年末年
始公開

◇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
FAX.075-802-6181
ホームページ:
http://www2.city.kyo
to.lg.jp/bunshi/nijo
jo/

二の丸庭園、本丸庭園、清流園と「築
城400年記念 展示・収蔵館」を公開。
【日時】
受付　10時～15時（閉城16時）予定
【料金】
一般　400円
小・中学・高校生　200円
※和装の方は無料（入城料のみ）
※展示・収蔵館は別途100円
上記はすべて予定

◆市バス「二条城前」下車
すぐ
◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩5分

【駐車場】
有（詳細は二条城事務所ま
でお問い合わせください。
）

1月上旬 左義長(どんど祭) ◇離宮八幡宮
・乙訓郡大山崎町大山
崎西谷21番地の1
TEL.075-956-0218
ホームページ:
http://rikyuhachiman
.org/

正月飾り焼納
【日時】
14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

1.1(祝)

　 ～

1.15(月)

初詣 ◇吉田神社
・京都市左京区吉田神
楽岡町30
TEL.075-771-3788
ホームページ:
http://www.yoshidaji
nja.com/

神楽岡吉田山の麓に鎮座。厄除・開運
など年始のご祈願をします。
1/1～1/3（10時～15時）、大元宮内院
参拝・昆布茶の無料接待。

◆市バス「京大正門前」、
または市バス「京大農学部
前」下車、徒歩5分
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車30台、料金/参
拝中のみ無料）

1.1(祝)

　 ～

1.15(月)

吉祥天女立像開扉 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

吉祥天女立像（重文・鎌倉時代）を拝
することができる。

◆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
◆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

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

受験シーズンも重なり、学業の神様、
御祭神 菅原道真公の御神徳を求めて
、全国からの合格祈願の参拝者で賑わ
います。

◆市バス「北野天満宮前」
下車

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

厄除け、方除け、午年守護
1日～5日まで国宝の本殿前を特別に開
門する。

◆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（1/1～1/7までは1回500
円）
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1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

開運招福
京都最古社の一つ、糺の森に囲まれて
いる。

※4日13時30分～ 蹴鞠始め

◆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

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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

開運招福
大晦日から元旦にかけて終夜開門し、
境内全ての灯籠に灯がともります。

◆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

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

都七福神めぐり ◇六波羅蜜寺、他
・京都市東山区大和大
路通五条上ル東入ル

※都七福神事務局（六
波羅蜜寺）
TEL.075-561-6980

古来より民衆の間で信仰のあつい七福
神は京都が発祥の地とされ、特に新春
巡拝は功徳が大きいとされ人気がある
。各社寺にて御軸・大護符(色紙)・御
宝印帖が用意してある。
◇ゑびす神(商売繁盛)　ゑびす神社
◇大黒天(開運招福)　松ヶ崎大黒天
◇毘沙門天(七福即生)　東寺
◇弁財天(福徳自在)　六波羅蜜寺
◇福禄寿神(延寿福楽)　赤山禅院
◇寿老神(不老長寿)　革堂(行願寺)
◇布袋尊(諸縁吉祥)　萬福寺

〈ゑびす神社〉
◆市バス「四条京阪前」下
車、徒歩5分
〈松ヶ崎大黒天〉
◆市バス「松ヶ崎大黒天」
下車、徒歩3分
〈東寺〉
◆市バス「東寺南門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分
〈六波羅蜜寺〉
◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩10分
〈赤山禅院〉
◆市バス「修学院離宮道」
下車、徒歩15分
〈革堂　行願寺〉
◆市バス「河原町丸太町」
下車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩10分
〈萬福寺〉
◆JR奈良線「黄檗」駅下車
、徒歩5分
◆京阪宇治線「黄檗」駅下
車、徒歩5分

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

子授け、安産
本堂と相対する南谷の丘に建つ子安の
塔の子安観音は子授けの神様としてあ
がめられている。

◆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）
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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        

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

縁結び
清水寺の鎮守。
【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）

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

厄除け
大晦日の晩からのをけら詣りに引き続
き、正月三箇日は初詣で賑わいます。
3日9時から初能奉納開催。

◆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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有(普通車40台、1時間600
円)
※1/1～1/5　正月特別料金
、1時間1,000円

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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

開運招福
酒造りの神様として有名。本殿は重要
文化財。

◆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）
※ただし、正月三ヶ日は交
通規制有り。車進入不可。

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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:
http://www.jonangu.c
om/

方除（ほうよけ）・厄除（やくよけ）
「方除の神」として信仰があつい。
1月1日から3日まで、神楽殿表舞台で
巫女が鈴の音もさやさやと祓神楽を舞
い、初詣の善男善女をお祓いして災い
を除き、無病息災を祈る。

※祈祷・車のお祓い随時。

◆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（普通車200台、バス10
台、料金/無料）

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇伏見稲荷大社
・京都市伏見区深草薮
之内町68
TEL.075-641-7331
FAX.075-642-2153
ホームページ:
http://inari.jp/

商売繁盛
全国にある稲荷神社の総本宮。山中に
ある参道の朱塗りの鳥居は壮観です。

◆JR奈良線「稲荷」駅下車
すぐ
◆京阪本線「伏見稲荷」駅
下車、徒歩5分
◆市バス「稲荷大社前」下
車、徒歩7分

【駐車場】
有(普通車170台、料金/無
料)
※ただし、1/1～1/5は駐車
不可
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1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

五穀豊饒の神様、鎮火の神様として親
しまれている。

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅から車で5分

【駐車場】
有

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13
TEL.075-951-1025

景勝地として名高く参道の両側には樹
齢約150年と言われるキリシマツツジ
が春に咲くことで有名。

◆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

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇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/

丹波一の宮で縁結びの神として有名。
年末から年始にかけて初詣客で賑わう
。

◆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）

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇元伊勢外宮豊受大神
社
・福知山市大江町天田
内60
TEL.0773-56-1560

丹後地方に天下った農業の神様「豊受
大神」を祭った神社。
伊勢神宮外宮の元宮だったといわれて
います。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江高校前」駅下車、徒歩15
分
◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市営バス（大江
山の家線）で5分「外宮」
下車
◆京都縦貫自動車道「舞鶴
大江」ICから車で約15分

【駐車場】
有（無料）

1.1(祝)

　 ～

1.31(水)

初詣 ◇元伊勢内宮皇大神社
・福知山市大江町内宮
字宮山217
TEL.0773-56-1011

現在の伊勢神宮に鎮座する54年前に4
年間祀られた旧跡といわれ、シイ林を
中心とした常緑広葉樹林の自然林の中
にあります。本殿は茅葺、神明造りで
80余りの小宮が前後左右を囲んでいま
す。
毎年約2万人の人出で賑わいます。

◆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）

1.1(祝)

　 ～

2.3(土)

町家のお正月「歳
徳神」

◇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/

門松、年神さん、歳徳さんなど、町家
にはしきたりがあります。町家のお正
月を体験できます。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」
【日時】
11時～13時
【料金】
1/1～1/3　お正月特別料金　3,000円
（税別）
　昼食の場合プラス4,000円（税別）
1/4～2/3　2,000円（税別）
　昼食の場合プラス3,000円（税別）

※要予約

◆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）
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1.1(祝)

　 ～

2.3(土)

石清水八幡宮初詣 ◇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/

元日午前0時の開門とともに始まりま
す。
初詣期間は長く、節分まで様々な祭典
行事が行われます。

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分

1.2(火) 鹿倉山新春登山 ◇鹿倉山
・福知山市三和町菟原
下

※福知山観光協会三和
支部事務局
TEL.0773-58-4130
※福知山市役所三和支
所
TEL.0773-58-3003

4コースからの登山者が山頂で交流し
、新年の健康と幸福を祈ります。
山頂での眺望よく、中腹には中世に栄
えた太平寺の古跡や熊野権現神社、鉤
掛地蔵などがあり、コースを選べば初
心者のハイキングから中級者の登山ま
で幅広く楽しむことができます。
〈集合〉鹿倉山山頂　11時（予定）

◆JR山陰本線「福知山」駅
からJRバス（園福線）で「
菟原」下車、市バス（友渕
支線）に乗り換え「総合会
館」下車
（市営バスは年末年始、日
曜日、祝日運休）

1.2(火)

　 ～

1.4(木)

筆始祭・天満書 ◇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/

御祭神の菅原道真公は名筆としても知
られ、書道の上達を願っての書き初め
が4日まで行われます。(10時～16時)
出品料は1点に付200円。
用紙は1枚50円。筆のない場合、会場
にて1,000円で頒布しています。
【日時】
2日 9時～　筆始祭
　　10時～　天満書

◆市バス「北野天満宮前」
下車

1.3(水) かるた始め式 ◇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/

十二単姿のかるた姫たちによるかるた
取りの手合わせが行われ、向かい合っ
て2人1組となり、古式豊かなかるた取
り競技が行われます。
【日時】
13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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有(普通車40台、1時間600
円)
※1/1～1/5　正月特別料金
、1時間1,000円

1.3(水) 新春甘南備山初登
り

◇甘南備山
・京田辺市薪甘南備山

※京田辺市文化協会
TEL.0774-62-2552

JR京田辺駅前から約1時間の道のりを
甘南備山山頂をめざし歩く。
【日時】
8時30分　JR京田辺駅集合
9時～　薪小学校集合

※ハイキングとして登山して下さい。

◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車、麓まで徒歩30分、麓
から山頂まで徒歩30分
◆JR学研都市線「京田辺」
駅下車、麓まで徒歩30分、
麓から山頂まで徒歩30分

1.3(水) 年振り祭 ◇西山神社
・亀岡市畑野町千ヶ畑
宮ノ垣内51

地元の当番の六人衆が「大とし、小と
し、さんみよ黄金、すずの稲穂に五尺
の穂丈、エンゲン」ととなえ、村人は
全員シキミ、団子もち、杉の小枝を束
ねたものを振りあげ、初笑いをして豊
作を祝う珍しい行事。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「国
道佐伯」下車、亀岡市ふる
さとバスに乗り換え「千ヶ
畑」下車

1.3(水) 福給会（ふくたば
え）

◇穴太寺
・亀岡市曽我部町穴太
東ノ辻46
TEL.0771-24-0809

参拝者に本堂の屋根から福札を撒き散
らし、そのうちの3枚の赤札を拾うと
一年の幸福を授かり、災難をのがれ長
者になるといわれ、大勢の参拝者で賑
わう。

◆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）
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1.4(木) 蹴鞠始め ◇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/

平安期の官人そのままの装束で｢アリ｣
・｢ヤァ｣・｢オウ｣のかけ声も雅やかに
、いにしえより御所に伝わってきた蹴
鞠が一般公開される。　
【日時】
13時30分～

◆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

1.5(金) 新年竟宴祭 ◇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/

鎌倉時代から伝承されてきたもので、
新年の儀の祭典は神前に饗物を奉じ、
引き続き舞楽が奉納されます。
【日時】
16時30分～

◆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（1/1～1/7までは1回500
円）

1.5(金) 初あがたまつり ◇県神社
・宇治市宇治蓮華72
TEL.0774-21-3014

古くから「一事一願成就」の信仰を集
めてこのお祭りが行われている。

◆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
）

1.7(日) 冨田屋　七草粥と
歳徳神

◇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/

七草粥は本来歳徳神の下で、まな板の
そばに灰かきや火ばしなどの音のする
ものを並べ、「唐土の鳥が日本の土地
へ渡らぬ先に　七草ナズナ　七草ナズ
ナ～」と歌を歌いながら包丁の背で七
草をたたいて音を鳴らし、にぎやかに
作ります。本物がわかる七草粥の集い
を行います。
内容：「町家での七草粥の行事」+「
七草粥ミニ懐石」
【日時】
11時～13時
【料金】
会費　8,000円（税別）
見学とお話のみ　2,000円（税別）

※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）

1.7(日) おんごろどん ◇白山神社及び宮ノ口
地区
・京田辺市宮津

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

古くから伝わる農耕神事の民俗行事。
10人余の子供たちが、ワラをシンにし
てナワを巻き固めたワラ棒をもって、
地面をたたき「おんごろどん」を唱え
ながら、地区一軒一軒を回る。500年
程前から伝わり、モグラを屋敷から追
い出す奇習。
【日時】
18時～

◆近鉄京都線「近鉄宮津」
駅下車、徒歩10分
◆JR学研都市線「JR三山木
」駅下車、徒歩15分
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1.8(祝) 泉山七福神めぐり ◇泉涌寺
・京都市東山区泉涌寺
山内町
TEL.075-561-1551
FAX.075-551-2788
ホームページ:
http://www.mitera.or
g/

泉涌寺山内に祀られている七福神をめ
ぐります。福神の特別開扉、福笹吉兆
授与、甘酒、こぶ茶、小豆粥の無料接
待（数に限りあり）
◇各塔頭寺院とも8時から16時まで
・即成院（福禄寿）
・戒光寺（弁財天）
・観音寺（恵比寿神）
・来迎院（布袋尊）
・雲龍院（大黒天）
・悲田院（毘沙門天）
・法音院（寿老人）
〈番外〉
・新善光寺（愛染明王）
・泉涌寺（楊貴妃観音）

◆市バス「泉涌寺道」下車
、徒歩10分

【駐車場】
無

1.8(祝) 左義長神事 ◇新熊野神社
・京都市東山区今熊野
椥ノ森町42
TEL.075-561-4892

笹竹を3本立て、それにしめ縄を巻き
付けた左義長を神火で炊き上げる勇壮
な神事。
【日時】
11時～

◆市バス「今熊野」下車、
徒歩2分

1.8(月) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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
◆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

1.8(月) 初薬師大祭 ◇長安寺（もみじ寺）
・福知山市奥野部577
TEL.0773-22-8768
ホームページ:
http://www.chouanji.
jp

特別祈祷、芝灯大護を行います。
うどん、甘酒、大根炊き接待有り。
【日時】
10時～12時
【料金】
拝観料
　大人（高校生以上）　300円
　小・中学生　100円

◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から車で15分
◆JR山陰本線、福知山線、
または京都丹後鉄道宮福線
「福知山」駅から京都交通
バス（小牧線）で10分「半
田」下車

【駐車場】
有（普通車20台、大型観光
バス5台、無料）

1.8(月)

　 ～

1.10(水)

大日如来特別開帳 ◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

山門の右脇に建つ灌頂堂で秘仏の大日
如来を拝観することができる。
【日時】
10時～16時
庭園は9時～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「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

1.8(祝)

　 ～

1.12(金)

十日ゑびす大祭
（初ゑびす）

◇ゑびす神社
・京都市東山区大和大
路四条下ル小松町125
TEL.075-525-0005
FAX.075-525-0015
ホームページ:
http://www.kyoto-ebi
su.jp/

商売の神としての信仰のほか、旅行安
全、漁業神としての信仰も厚い。
【日時】
8日　招福祭
　　 湯立て神楽　14時～
　　 餅つき神事　14時30分～
9日　宵ゑびす祭　
10日 十日ゑびす大祭　
11日 のこり福祭　
　　舞妓さんによる福笹・福餅の授与
　　14時～16時、20時～22時
12日 撤福祭

◆京阪本線「祇園四条」駅
下車、徒歩6分

【駐車場】
無
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1.9(祝) 炎まつり ◇和泉寺
・木津川市山城町平尾
上垣内34
TEL.0774-86-3334

行者による護摩焚き。
火渡り体験、焼きみかん、ぜんざいの
振る舞い有り。
【日時】
11時～

※雨天決行

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、徒歩8分

1.9(火)

　 ～

1.10(水)

祇園のえべっさん ◇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/

"祇園のえべっさん"は、八坂神社境内
の北向蛭子社で行われます。
【日時】
9日(15時～)七福神のえびす船の巡行
9日・10日　境内にて福笹授与

◆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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車40台、1時間600
円）

1.9(火)

　 ～

1.10(水)

あやべ初えびす大
祭

◇綾部恵比須神社
・綾部市並松町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

商売繁盛、家内安全等を願う祭礼とし
て毎年1月に行われます。
9日の宵えびすでは七福神が乗り込ん
だ宝船「えびす丸」が市街地を巡航。
2日間の大祭を通じ多くの参拝客が吉
兆笹、熊手等の縁起物を買い求めに訪
れます。 
【日時】
9日　12時～21時　宵えびす
10日　9時～16時　本えびす

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバスで「綾高東分校前
」下車、徒歩3分

1.9(火)

　 ～

1.11(木)

初寅大祭 ◇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/

寅の日を縁日とする毘沙門天は招福と
勝負、鬼門を守護する神であり、特に
初寅の日を重んじます。
大祭の3日間は魔除けの福笹の授与が
あり、甘酒の無料接待があります。

◆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）

1.10(水) 初金比羅 ◇安井金比羅宮
・京都市東山区東大路
松原上る
TEL.075-561-5127
FAX.075-532-2036

本年最初の月次祭が行われる。縁起物
の「稲宝来」が授与される。（有料）

◆市バス「東山安井」下車

1.10(水) 初寅祭 ◇神応寺
・亀岡市千歳町毘沙門
奥条17
TEL.0771-22-1896

6時前から行われ、参拝者には昆布茶
の接待や、福引、そわかせんべいの配
布などが行われる。

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

1.10(水) 文殊堂十日えびす ◇智恩寺
・宮津市文珠466
TEL.0772-22-2553
ホームページ:
http://www.monjudo-c
hionji.jp/

日本三文殊のひとつ智恩寺の十日ゑび
すは、江戸時代に始まったと言われて
おり、弘法大師の大黒天の版木から福
札を刷り、参拝する人たちに捧げてい
た。現在は、この福札を細かく折って
棒状にした福徳長寿の福棒を福娘たち
が授与している。
当日は、文殊菩薩像（重文）の特別開
扉、甘酒接待（無料）のほか福棒授与
者には、ヒノキの板に描かれた宝船の
床木、熊手の看板さらえなどが当たる
、空くじなしの「吉祥宝くじ」のお楽
しみがある。
【料金】
福料理 2,000円～（智恩寺山門前のお
食事処）

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分

【駐車場】
有(無料開放、8時～17時)
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1月中旬 どんど祭り ◇小倉神社
・乙訓郡大山崎町円明
寺小字鳥居前83
TEL.075-956-2044

古神札、正月飾り焼納
【日時】
10時～

◆阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「西乙訓
高校前」下車、徒歩10分
◆阪急京都線「西山天王山
」駅下車、徒歩22分

1月中旬 スキーの日 ◇スイス村スキー場
・京丹後市弥栄町野中

※株式会社スイス村管
理組合
TEL.0772-66-0036
FAX.0772-66-0246
ホームページ:
http://www.swissmura
-homepage.mints.ne.j
p/swiss/ski.html

豚汁の無料サービス（時間・数量限定
）やリフト半日券で終日リフトが利用
できるなどの特典が盛りだくさんです
。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から車で40分
※スイス村宿泊の方に限り
京都丹後鉄道宮豊線「峰山
」駅への送迎有り
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から約50分

【駐車場】
有（この日に限り無料）

1.12(金)

　 ～

3.4(日)の金
･土･日

夜咄（よばなし） ◇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/

蝋燭の灯りのもとで楽しむ夜のお茶会
。「湖月庵」でのお点前、「羽柴」の
点心、ライトアップされた境内のお庭
観賞と内容も盛りだくさん。
〈所要時間〉約2時間30分
【料金】
6,000円（茶席、拝観料、点心込み）

※参加前日の16時までに要予約
当日お茶会の受付は17時～18時
※満席の場合はお断りすることがあり
ます。

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（参加者は時間無料）

1.13(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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
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1.13(土) 初猿丸 ◇猿丸神社
・綴喜郡宇治田原町大
字禅定寺小字粽谷44
TEL.0774-88-3782
ホームページ:
http://www.town.ujit
awara.kyoto.jp

こぶとりの神様としてできものなどに
霊験ありとされ、京阪神など遠方から
の参拝も多い。
毎月13日は朝から神社駐車場で特産品
を販売する「猿丸市」が開催される。

◆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」、または京都
京阪バス（維中前、緑苑坂
、工業団地行き）で「岩山
」下車、徒歩40分
（毎月13日の月次祭の日は
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※平日は10
台、無料）

1.14(日) 楊枝浄水供(楊枝
のお加持)、弓道
大的大会(通し矢)

◇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

〈弓引き初め〉
三十三間堂の端から端までの約120mを
射通す「通し矢」にちなんで弓道大会
が本堂西庭で開催される。現在は、約
半分の60mの遠的を射る。
〈楊枝のお加持〉
境内が無料開放され参拝者には、妙法
院門跡門主をはじめ高僧より、楊枝(
やなぎの枝)で浄水を降りそそいで功
徳を分け与えられる。
【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）

1.14(日) 法界寺裸踊り（修
正会）

◇法界寺
・京都市伏見区日野西
大道町19
TEL.075-571-0024

体を清めた信者の男達が下帯のみの裸
となり、祈願を込めて「頂礼（ちょう
らい）」と連呼しながら踊りを奉納し
ます。
国宝の阿弥陀堂と阿弥陀如来は有名。
日野の地にある法界寺は「親鸞」生誕
の寺である。
【日時】
19時～21時

◆地下鉄東西線「石田」駅
下車、東へ徒歩約20分

1.14(日) 縁たたき ◇阿弥陀寺（宇治田原
町）
・綴喜郡宇治田原町大
字高尾小字向ヒ坂

※宇治田原町産業観光
課
TEL.0774-88-6638

住職が無言で読経するなか、男衆が本
堂の縁側で青竹をたたき割る。薬師如
来が荒行を好むためといわれる。女人
禁制。

◆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「下町」下車、徒歩30分
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1.14(日) 水景園コンサート ◇けいはんな記念公園
「水景園」
・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:
http://keihanna-park
.net/

水景園の観月楼で開催されている恒例
のコンサート。
【料金】
水景園
　大人　200円
　小・中学生　100円
　60歳以上は証明書の提示で無料

◆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）

1.14(日) 綱引神事 ◇大送神社
・南丹市八木町日置

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

ヘビの形をした縄で南北に分かれて綱
引きをし、豊作を占う。
神社を建立するときヘビが出たので、
これを討ちとり、その霊を慰めたこと
が始まりという。

◆JR嵯峨野線「八木」駅か
らタクシーで10分

1.15(月) 冨田屋　どんと焼
きと小豆粥

◇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/

西陣では、お正月14日の夜にはずした
お飾りを15日の朝に庭で燃やし、その
火で小豆粥を炊き、お餅を焼いて食べ
る習慣がありました。
昔懐かしい小豆粥と、無病息災のおま
じないのお餅を、明治の香りをとどめ
る町家で召し上がっていただきます。
内容：「町家見学」+「しきたりを学
ぶ」+「小豆粥と御餅のお食事」
定員：60名（予約は2名以上）
【日時】
11時～13時
【料金】
会費　8,000円（税別）
見学とお話のみ　2,000円（税別）

※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）

1.15(月) 初六阿弥陀めぐり ◇真如堂、他
・京都市左京区浄土寺
真如町82

※真如堂
TEL.075-771-0915
FAX.075-771-1823

一年の最初の六阿弥陀めぐりで、阿弥
陀如来の名号を念ずれば極楽往生する
とされ、江戸時代初期頃から始めたと
いわれています。
・真如堂・永観堂・清水寺阿弥陀堂
・安祥院・安養寺・誓願寺

〈真如堂〉
◆市バス「真如堂前」、ま
たは市バス「錦林車庫前」
下車、徒歩8分
〈永観堂〉
◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩3分
〈清水寺阿弥陀堂〉
◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩15分
〈安祥院〉
◆市バス「五条坂」下車、
徒歩5分
〈安養寺〉
◆市バス「祇園」下車、徒
歩15分
〈誓願寺〉
◆市バス「河原町三条」、
または市バス「四条河原町
」下車、徒歩5分
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1.15(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://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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

1.15(月) 左義長祭（とんど
まつり）

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

境内での「とんど」祭。
神前に供えられた鏡餅を焼いて参拝者
に授与。（左義長餅）
【日時】
8時～13時頃

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

1.15(月) 御田 ◇相楽神社
・木津川市相楽清水1

※木津川市観光商工課
TEL.0774-75-1216
FAX.0774-72-3900

古風な田植歌にあわせて神前で稲作の
所作が演じられ、途中に軽口や、掛け
声が出るなど、滑稽でなごやかな雰囲
気がある。
豊作を祈願する行事であり、京都府の
無形民俗文化財に指定されている。

◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩5分
◆近鉄京都線「山田川」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

1.15(月) 粥占祭（よねうら
さい）

◇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/

豊作祈願、稲作の作柄を占う神事。一
晩かけて炊きあげた小豆粥の中にシノ
ブ竹を入れ、その管につまった米と小
豆の状態で作柄を占う。
【日時】
7時頃～

◆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）

1.15(月) 布袋祭（ほていま
つり）

◇養仙寺（布袋寺）
・亀岡市千歳町国分南
山ノ口17
TEL.0771-23-0506

ほてい寺とも呼ばれ、大小約600体の
布袋像が集められている。福寿円満、
子孫繁栄を祈願して行われる。

◆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

1.15(月)

　 ～

1.31(水)

小豆粥で初春を祝
う会

◇東林院
・京都市右京区花園妙
心寺町
TEL.075-463-1334

平安時代からの小正月の習わしで、こ
れを食して一年の邪気を払う。
青苔に映える千両の庭が特別公開され
る。
【日時】
11時～15時
【料金】
3,800円（予約不要）
（梅湯茶礼、小豆粥と精進料理）

◆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

1.16(火) 武射神事 ◇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/

境内参道横の外幣殿前の芝生で、長さ
40ｍ余りの射場で狩衣、烏帽子姿の神
職達が的を射て悪鬼祓除を行い、その
年の息災を祈願する。
【日時】
10時30分～

◆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）
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1.16(火)

　 ～

1.18(木)

居籠祭（いごもり
まつり）

◇祝園神社
・相楽郡精華町祝園

※精華町生涯学習課
TEL.0774-95-1907
FAX.0774-94-5176

毎年、正月の初申（さる）の日（申の
日が3回ある年は中の申）から三日間
行われる、山城地方の奇祭。音なしの
祭りともいわれています。
その名のとおり、神を迎え祭るために
氏子がこぞって忌み籠もるところに特
色があります。二日目の夜（19時頃）
は、重さ80kgにおよぶ大松明が、2km
離れた祭場へ担がれていく光景は圧巻
。直会に唐辛子をたくさん入れた名物
の豆腐汁が振る舞われます。
翌日午後は、竹で作られた特別な縄で
綱引きが行われ、その年の農作物の豊
凶が占われます。 

◆近鉄京都線「新祝園」駅
、またはJR学研都市線「祝
園」駅下車、徒歩15分

【駐車場】
無

1.18(木) 青山祭 ◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

頓宮前庭に青柴垣で囲いを作り斎場を
設け、日没とともに道を司る神々を迎
え、かがり火の灯りがゆらめくなか、
国家安泰・厄除開運の祈願祭を斎行す
る。
【日時】
17時～

◆京阪本線「八幡市」駅下
車、徒歩約5分

1.19(金) 乾疫神祭 ◇篠村八幡宮
・亀岡市篠町篠上中筋
45-1
TEL.0771-24-6395

奉献者の名前を書いた紅白の反物を奉
納し、厄除を祈願する。多くの参詣者
で賑わう。
【日時】
9時頃～

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「篠
」下車、徒歩約5分

1.19(金) 厄神祭 ◇八幡神社（南丹市園
部町）
・南丹市園部町内林町

厄除けの祈願神事。厄除けの紅白上用
まんじゅうをいただく。
【日時】
8時～17時30分

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らタクシーで10分

1.19(金) 蒲生厄神祭 ◇蒲生八幡宮
・船井郡京丹波町蒲生

※京丹波町商工観光課
TEL.0771-82-3809
FAX.0771-82-2500

厄除け祈願神事。厄除け饅頭の販売も
あります。
【日時】
8時30分～16時頃まで

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「農協会館前」
、またはJRバスで「京丹波
町役場前」下車、徒歩5分

1.19(金) 蛇綱（じゃづな） ◇今福地区一円
・宮津市字今福

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

ワラ縄で作った全長5mの大蛇を村人が
かつぎ、家々を清めて回る奇祭。江戸
時代より受け継がれている。
毎年1月19日の午前に行われる。

◆京都丹後鉄道宮福線「喜
多」駅下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

1.19(金)

　 ～

1.21(日)

第17回福知山市　
佐藤太清賞公募美
術展

◇福知山市厚生会館
・福知山市字中ノ170
番地の5

※佐藤太清賞公募美術
展事務局
TEL.0773-23-7021
FAX.0773-23-5608

福知山市出身で文化勲章受章者である
佐藤太清画伯の功績を讃え実施する公
募展。若手人材育成を目的に全国の高
校生・大学生を中心とした絵画作品を
展示。作品数約70点。
【日時】
10時～18時
【料金】
無料

※【表彰式】
1/20(土)13時～

◆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



120　　２０１７秋・冬 行催(祭)事　１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        

1.20(土) 湯立神楽 ◇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:
http://www.jonangu.c
om/

文政6年（1823）の銘を持つ大釜に湯
を沸かし、たすき掛けの巫女が杓取の
儀、御幣舞、笹舞を舞い、悪霊退散、
無病息災、願望成就を祈ります。本殿
前で14時から行われ、参列は自由。福
笹特別授与（有料）

◆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）

1.20(土)

　 ～

1.21(日)

第14回さがの映像
祭

◇同志社大学　寒梅館
ハーディーホール
・京都市上京区烏丸通
上立売下ル御所八幡町
103

※社会福祉法人全国手
話研修センター企画課
TEL.075-873-2646
FAX.075-873-2647
ホームページ:
http://www.com-sagan
o.com

・第14回映像作品コンクール応募作品
上映および表彰式
・特別企画
・ワークショップ　など（予定）

◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車、2番出口から北へ
徒歩1分

1.21(日) 初弘法 ◇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/

毎月21日は東寺の宗祖弘法大師の命日
に当たり、正月のこの日を初弘法とい
います。境内には約1,200もの露店が
並び賑わいます。

◆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）

1.21(日) 弘法大師法要（初
弘法）

◇楞厳寺
・綾部市舘町楞厳寺6
TEL.0773-47-0043
FAX.0773-48-0995

楞厳寺の初弘法は京都府北部で唯一の
初弘法として知られています。
護摩木に自分の名前を書いて火中に投
入し願をかければ、1年の厄除けにな
るといわれています。
【日時】
10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15分
◆JR山陰線「綾部」駅から
タクシーで約10分

1月下旬予定 「親子竹馬教室」
＆「第16回たけう
ま全国大会」

◇向日市内小学校グラ
ウンド

※向日市商工会
TEL.075-921-2732
FAX.075-934-2665

「親子竹馬教室」では、竹馬の作り方
と乗り方をお教えします。
「第16回たけうま全国大会」では、全
国から集まる竹馬名人が速さと技術を
競います。

◆阪急京都線「東向日」駅
下車、徒歩15分
◆JR京都線「向日町」駅下
車、徒歩25分

1.25(木) 初天神 ◇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/

正月の縁日を“初天神”といい、境内
には約1,000余りの露店が出て賑わい
ます。また、宝物殿の社宝も公開され
ます。
【料金】
宝物殿
　大人　300円
　中学・高校生　250円
　小人　150円

◆市バス「北野天満宮前」
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        

1.25(木) 生身天満宮学神祭
（勧学祭）

◇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/

境内の学問の木｢楷の木｣をお祀りし、
学業成就、受験合格を祈願する。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

1.25(木) 初月次祭 ◇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/

当年初回の月次祭。朝8時より神事を
行う。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

1.25(木) 初天神 ◇綾部天満宮
・綾部市駅前通り

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

初天神として盛大に祭礼が催されます
。多数の参拝者が訪れ、学業成就や家
内安全などを祈願します。
【日時】
11時～

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩3分

1.27(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

1.27(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
小畑万歳保存会
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

◆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

1.27(土)

　 ～

2.3(土)

かやぶきの里雪灯
廊

◇美山町北
・南丹市美山町北

※美山かやぶきの里
TEL.0771-77-0660

集落内の道端をろうそくの炎で幻想的
に照らします。（予定）

※雪が降らない時は「雪の灯ろう」か
ら「竹灯ろう」に変更になります。

※要問い合わせ

1.28(日) 狸谷山初不動 ◇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/

1年で最初のお不動さんの縁日で護摩
が焚かれます。
木食上人朋厚（養阿上人）の故事にち
なんでガン封じに御利益があるという
笹酒がふるまわれます。

◆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）

1.28(日) 鬼やらい神事 ◇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/

宮中に伝わる古式に則り行われる。
まず「鬼やらい人」が、四方と恵方を
邪鬼を祓うとされる桃の枝で飾りつけ
られた弓矢で射抜き、次に同じく桃の
枝で作られた桃剣で四方と恵方を打つ
。その後、鬼やらい人と年男・年女が
鬼たちに「福豆」を撒き撤退させる。
【日時】
13時、14時

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
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        

1.28(日) 一休善哉の日 ◇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/

「善哉」の名付け親である一休禅師に
ちなんで一年の誓いを絵馬に書き込む
。当日はお善哉がふるまわれる。
【日時】
10時～16時
【料金】
1,000円 （祈祷料、拝観料、善哉、絵
馬、趣意カード）

◆JR学研都市線「京田辺」
駅下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
下車、徒歩20分

【駐車場】
有（30台、有料）

1.28(日) 初庚申 ◇京都帝釋天
・南丹市八木町船枝

※福寿寺（事務所）
TEL.0771-42-3315

京都帝釋天は山号を紫雲山と称し、平
安建都の少し前、宝亀11年（780）に
和気清麿公によって開創された。
城壁を想わせる石垣、霊気漂う境内で
参拝者の列や祈祷の音が鳴り響く。年
の最初の庚申の日に行う。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、車で15分（参道上まで
）
※参道は登り坂（徒歩15分
）なので、車で参道の上ま
で行くことがおすすめ

【駐車場】
有（10台、無料）
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２ 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        

17.3.10(金)

　 ～

18.3.9(金)

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）

〈乗船場〉
◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

17.4.1(土)

　 ～

18.3.31(土)

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（12/23、12/30、1/6
、1/20、1/27、2/3、2/17、2/24を除
く）
13時～15時
【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

17.4.2(日)

　 ～

18.3.25(日)

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（12/24、12/31、1/7
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
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17.12.9(土)

　 ～

18.3.11(日)

映画村冬まつり　
冬のキャラクター
まつり

◇東映太秦映画村
・京都市右京区太秦東
蜂岡町10
TEL.0570-064349
FAX.075-864-7776
ホームページ:
http://www.toei-eiga
mura.com

「激突！忍者ショー」や「ちゃんばら
辻指南」など時代劇イベントに、「2
大ヒーロー★ドリームステージ」や「
魔法つかいプリキュア ウィンターパ
ーティー」、「ヒーロー大集合」など
、人気のキャラクターイベントも満載
。
【定休日】
休村日　1/16～1/20
【日時】
9時30分～16時30分
期間中の土曜日・日曜日・祝日、12/2
3、12/24、12/29～1/3、1/7、1/8は9
時30分～20時
（入村は営業終了の60分前まで）
【料金】
入場料
　大人　2,200円
　中学・高校生　1,300円
　3歳以上　1,100円

※詳細はホームページにてご確認くだ
さい。

◆京都バス「太秦映画村前
」下車すぐ
◆京都バス「太秦広隆寺前
」下車、徒歩5分
◆市バス「太秦映画村道」
下車、徒歩5分
◆嵐電嵐山本線「太秦広隆
寺」駅下車、徒歩5分
◆JR嵯峨野線「太秦」駅下
車、徒歩5分

【駐車場】
有（普通車700台、バス100
台、料金/普通車1,500円、
バス3時間3,000円）

1.1(祝)

　 ～

2.3(土)

町家のお正月「歳
徳神」

◇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/

門松、年神さん、歳徳さんなど、町家
にはしきたりがあります。町家のお正
月を体験できます。
内容：「町家見学」+「しきたりのお
話」
【日時】
11時～13時
【料金】
1/1～1/3　お正月特別料金　3,000円
（税別）
　昼食の場合プラス4,000円（税別）
1/4～2/3　2,000円（税別）
　昼食の場合プラス3,000円（税別）

※要予約

◆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）

1.1(祝)

　 ～

2.3(土)

石清水八幡宮初詣 ◇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/

元日午前0時の開門とともに始まりま
す。
初詣期間は長く、節分まで様々な祭典
行事が行われます。

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分

1.12(金)

　 ～

3.4(日)の金
･土･日

夜咄（よばなし） ◇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/

蝋燭の灯りのもとで楽しむ夜のお茶会
。「湖月庵」でのお点前、「羽柴」の
点心、ライトアップされた境内のお庭
観賞と内容も盛りだくさん。
〈所要時間〉約2時間30分
【料金】
6,000円（茶席、拝観料、点心込み）

※参加前日の16時までに要予約
当日お茶会の受付は17時～18時
※満席の場合はお断りすることがあり
ます。

◆市バス「東山安井」下車
、徒歩7分

【駐車場】
有（参加者は時間無料）

1.27(土)

　 ～

2.3(土)

かやぶきの里雪灯
廊

◇美山町北
・南丹市美山町北

※美山かやぶきの里
TEL.0771-77-0660

集落内の道端をろうそくの炎で幻想的
に照らします。（予定）

※雪が降らない時は「雪の灯ろう」か
ら「竹灯ろう」に変更になります。

※要問い合わせ
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2.1(木) 餅花祭 ◇相楽神社
・木津川市相楽清水1

※木津川市観光商工課
TEL.0774-75-1216
FAX.0774-72-3900

餅をつけた竹串がところせましと飾ら
れて、咲き乱れる花のように美しい社
殿で、4人の宮守衆の鉦・太鼓・鼓に
あわせて一人の巫女が神楽を舞う。

◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩5分
◆近鉄京都線「山田川」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

2.1(木)、2.
3(土)

湯立神事 ◇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/

春を呼ぶ節分行事で男山五水の一つ「
石清水」から汲み上げた御神水を釜で
沸かしご神前に献上、神楽女が笹の葉
で釜の熱湯を激しく振りまき、厄除け
・無病息災・五穀豊穣を祈る伝統神事
。
【日時】
12時～

◆京阪本線「八幡市」駅か
らケーブルで「男山山上」
駅下車、徒歩約5分
◆京阪本線「八幡市」駅下
車、表参道で山上まで徒歩
約30分

2月頃 第3回かさぎドキ
ュメンタリー映像
祭

◇笠置町産業振興会館
・相楽郡笠置町笠置佃
46

※「かさぎドキュメン
タリー映像祭」実行委
員会
TEL.080-6108-2007
ホームページ:
http://kasagidocumen
t2015.wixsite.com/ka
sagi-fes

良質なドキュメンタリー映像の上映と
多彩なゲストトークを通じて、新しい
地域交流文化の創造を目指します。
【料金】
1プログラム券
　前売り　500円
　当日　700円（小・中学生は500円）
フリーパス券　2,000円

◆JR関西本線「笠置」駅下
車すぐ

【駐車場】
有

2.2(金)

　 ～

2.3(土)

千本ゑんま堂節分 ◇千本ゑんま堂（引接
寺）
・京都市上京区千本通
り鞍馬口下ル閻魔前町
34
TEL.075-462-3332

厄除けこんにゃく煮き（有料）は有名
。3日の夜は「ゑんま堂念仏狂言」が
奉納されます。

◆市バス「千本鞍馬口」、
または市バス「乾降校前」
下車、徒歩2分

【駐車場】
有（普通車2台、小型バス1
台、無料）

2.2(金)

　 ～

2.3(土)

聖護院節分会 ◇聖護院
・京都市左京区聖護院
中町15
TEL.075-771-1880
FAX.075-752-4088
ホームページ:
http://www.shogoin.o
r.jp

本尊不動明王（重文）は智証大師作と
伝えられ、無料で一般公開される。
3日15時からの採燈大護摩供で行われ
る山伏問答など、修験道独特の作法も
興味深い。

※追儺式は3日13時から

◆市バス「熊野神社前」下
車、徒歩5分
◆京阪本線「神宮丸太町」
駅下車、徒歩8分

【駐車場】
無

2.2(金)

　 ～

2.3(土)

八坂神社節分祭 ◇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/

4つの花街のきれいどころの舞踊奉納
と豆まきが行われます。
【日時】
舞踊奉納と豆まき
2日 13時　先斗町歌舞会
　　14時　弥栄雅楽会
　　15時　宮川町歌舞会
3日 13時　祇園甲部歌舞会
　　15時　祇園東歌舞会
今様の奉納と豆まき　3日11時
参道商店街（祇園商店街・四条繁栄会
）豆まき　両日16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「河原町」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車40台、1時間600
円）

2.2(金)

　 ～

2.4(日)

壬生寺節分会 ◇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

境内で厄除炮烙(ほうらく・素焼きの
お皿)を求め、家族、親族の数え年・
性別を墨書して寺に奉納します。
壬生狂言は2、3日のみ上演（13時～、
8回、入替制、無料）
2日の14時から境内で山伏による大護
摩祈祷があります。

◆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
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2.2(金)

　 ～

2.4(日)

吉田神社節分祭 ◇吉田神社
・京都市左京区吉田神
楽岡町30
TEL.075-771-3788
ホームページ:
http://www.yoshidaji
nja.com/

吉田神社独特の厄除法。
厄塚により一年の無病息災を祈願しま
す。
【日時】
2日　8時　 疫神祭・18時　追儺式
3日　23時　火炉祭

◆市バス「京大正門前」、
または市バス「京大農学部
前」下車、徒歩5分
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
無（節分祭ご参拝には駐車
場がございません。）

2.3(土) 節分祭 ◇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/

本堂にて厄除護摩供（11時、15時　本
堂にて）を行います。当日、しょうが
湯の無料接待あり。

◆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

2.3(土) 節分会 ◇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

当日は祈祷（要申し込み）、踊りの奉
納、豆まきがあります。

◆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「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

2.3(土) 追儺式鬼法楽 ◇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/

中国から伝来したと伝えられる通称「
鬼おどり」が15時から始まり、太鼓、
法螺の音を合図に赤鬼、青鬼、黒鬼は
足拍子をとって本堂前を3度踊り回る
。この鬼たちは邪気払いの法弓と紅白
の蓬莱豆と護摩供養によって魔力を失
い“福は内、鬼は外”の大声に追われ
門外に逃げ去るという伝統の鬼法楽。

◆市バス「府立医大病院前
」下車、徒歩約5分

2.3(土) 北野天満宮節分祭 ◇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/

向う一年の災厄を祓い病いを除く祈り
をこめた「追儺」の儀式が行われます
。本殿にて節分祭（10時～）が斎行さ
れ、午後からは茂山狂言会による狂言
（13時～）と上七軒歌舞会による日本
舞踊の後、豆撒きが行われます。

◆市バス「北野天満宮前」
下車

2.3(土) おかめ節分会 ◇千本釈迦堂（大報恩
寺）
・京都市上京区今出川
七本松上ル溝前町
TEL.075-461-5973
ホームページ:
http://www.daihoonji
.com

前夜祭が2日の午後から、当日祭は3日
9時から始まる。午後からは男女とも
おかめ装束をし、祈願を受け、一年の
厄除けをします。

◆市バス「上七軒」下車、
徒歩5分
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2.3(土) 冨田屋　節分の豆
まき

◇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/

西陣では歳徳棚という神棚にお供えし
た豆の中から、歳の数だけ豆を半紙に
包んで体をさすり、長寿を祈る。いわ
しを食べ、柊の枝にいわしの頭を刺し
たものを戸口にたてて邪気を祓うとい
うような行事をお楽しみください。
内容：「町家体験」+「節分のしきた
りの話」+「節分懐石」
【日時】
昼　11時～14時
夜　17時～20時
【料金】
昼　8,000円（税別）
夜　15,000円（税別・サ込）
見学とお話のみ　2,000円（税別）

※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）

2.3(土) 不動堂開扉法要 ◇金閣寺（鹿苑寺）
・京都市北区金閣寺町
1
TEL.075-461-0013
ホームページ:
http://www.shokoku-j
i.jp/

節分の日、弘法大師作と伝えられる秘
仏、石不動明王の開扉法要が営まれま
す。
【日時】
9時～10時45分、12時～16時30分

※法要の前後に開扉が行われ、不動堂
の参拝ができます。

◆市バス（101、204、205
系統）「金閣寺道」下車
◆市バス（12、59系統）「
金閣寺前」下車

【駐車場】
有（大型バス30台/1時間1,
000円、乗用車/1時間300円
、二輪/1時間100円）
※8時40分～16時50分

2.3(土) 平安神宮節分祭 ◇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

大儺の儀は平安朝当時、宮中の年中行
事として行われていた追難式の古式を
復元したものです。
【日時】
大儺の儀　14時～
福豆まき　15時～

◆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

2.3(土) 六波羅蜜寺節分会 ◇六波羅蜜寺
・京都市東山区五条大
和大路上ル東入る
TEL.075-561-6980
ホームページ:
http://www.rokuhara.
or.jp/

15時頃から行われる六斎念仏は開山空
也上人の念仏踊りより千年来の伝統を
持つ重要無形民俗文化財。福豆まきが
ある。

◆市バス「五条坂」、また
は市バス「清水道」下車、
徒歩10分

【駐車場】
無

2.3(土) 節分会（十二支ま
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/

十二支の守り本尊に招福除災を祈願す
る法要が節分会です。ご参拝の上、福
運をお持ち帰りください。
福豆の授与と甘酒の接待があります。
【日時】
法要　13時～
【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）

◆市バス「東山安井」下車

【駐車場】
無
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2.3(土) 天龍寺七福神めぐ
り(節分会)

◇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/

総門前で福笹を受け、境内の塔頭7ヶ
寺のお礼を受けて廻る。
三秀院、弘源寺、慈済院、松巌寺、永
明院、寿寧院、妙智院
【料金】
福笹　2,500円

◆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】
無

2.3(土) 節分会（星まつり
）

◇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/

当山の御影堂にて執り行われる節分祭
。
なお、法会ののち参拝者に向けて福豆
がまかれます。
【日時】
2月3日　10時～（予定）
【料金】
参拝料
　大人　500円
　小・中学・高校生　300円

◆市バス「大覚寺」下車
◆京都バス「大覚寺」下車

2.3(土) 節分祭 ◇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

石見神楽の奉納があり、13時30分から
節分祭。続いて、弓矢を放って鬼を退
散させる神事もあります。

◆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）

2.3(土) 節分祭 ◇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/

甘酒の無料接待が終日有り。
鬼の登場、年男による豆まき、雅楽と
舞楽太鼓の奉納があります。
【日時】
10時～　節分祭
20時～　追儺式

◆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

2.3(土) 節分会 ◇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/

午後1時から大般若転読厄除祈願法要
午後2時から豆まき

◆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）

2.3(土) 節分祭 ◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

福豆が配られる。
【日時】
10時～

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅から車で5分

【駐車場】
有

2.3(土) 節分会星祭 ◇宝積寺（宝寺）
・乙訓郡大山崎町大山
崎銭原1
TEL.075-956-0047

宝船や豆まき、七福神の行列などが催
される。
【日時】
14時～

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩15分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩15分
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2.3(土) 節分祭 ◇小倉神社
・乙訓郡大山崎町円明
寺小字鳥居前83
TEL.075-956-2044

甘酒の接待あり
【日時】
豆まき　16時～16時30分

◆阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「西乙訓
高校前」下車、徒歩10分
◆阪急京都線「西山天王山
」駅下車、徒歩22分

2.3(土) 節分祭 ◇宇治神社
・宇治市宇治山田1
TEL.0774-21-3041

13時から神事のあと豆まきが行われる
。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩7分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

2.3(土) 節分会・星まつり ◇禅定寺
・綴喜郡宇治田原町大
字禅定寺小字庄地100
TEL.0774-88-4450
ホームページ:
http://www.town.ujit
awara.kyoto.jp/

住職が宝物殿から参拝者に向かって「
福は内」と豆をまく。豆まきの後は住
職による講話。庫裏ではこんにゃく田
楽とお茶の接待がある。
【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30分「維中前」下車、徒
歩30分
（毎月13日は「維中前」か
ら猿丸神社行き臨時便有り
）

【駐車場】
有（60台、無料）

2.3(土) 節分祭 ◇大本本部（丹波亀山
城跡）
・亀岡市荒塚町内丸1

※大本本部
TEL.0771-22-5561

旧年中の厄払いをし、「鬼は内、福は
内」といって生の豆をまき、祝詞があ
げられる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

2.3(土) 節分祭 ◇鍬山神社
・亀岡市上矢田町上垣
内22-2
TEL.0771-22-1023

護摩木が焚かれ、山伏による祈祷の行
事が行われる。
【日時】
11時～

◆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）

2.3(土) 節分祭 ◇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/

お火焚きの神事。豆まき、甘酒、御神
酒、合格梅無料接待。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

2.3(土) 茗荷祭り（みょう
がまつり）

◇阿須々伎神社
・綾部市金河内町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

茗荷を掘り出して、その年の稲作の豊
凶や水難を占う。志賀郷の七不思議の
一つに数えられている。
【日時】
10時30分～

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で30分

2.3(土) 鎮火祭（ほしずめ
まつり）・節分祭

◇大原神社
・福知山市三和町大原
191-1
TEL.0773-58-4324
FAX.0773-58-3871

大原神社境内、井桁（いげた）に組ん
だ火炉を設け、これが燃え上がった頃
、火を消して火難の予防を祈る火伏せ
の神事。夜には本殿で節分の追儺式（
ついなしき）がありますが、その際「
鬼は内、福は外」と珍しい掛け声がか
かります。

◆JR山陰本線「綾部」駅か
ら市営バス（川合大原線）
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、無料）
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2.3(土) 元伊勢節分祭 ◇元伊勢内宮皇大神社
・福知山市大江町内宮
字宮山217
TEL.0773-56-1011

三鬼（病鬼、陰鬼、貧鬼）にむかって
豆まきが行われる。鬼は神前で悔い改
め福の神に生まれ変わる。

◆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）

2.3(土) 節分大祭 ◇出雲大社巌分祠
・与謝郡与謝野町三河
内146
TEL.0772-42-6211

福豆まきや抽選会が行われる。 ◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら10分

【駐車場】
有

2.3(土)

　 ～

2.4(日)

大本節分大祭 ◇大本長生殿
・綾部市本宮町

※綾部大本本部
TEL.0773-42-0187

節分の祭事で、厄除け大祓いの神事と
して夜を徹して行われ、全国から多く
の人たちが集まる。
人型大祓いでは、人型の和紙に氏名等
を記入したものを一枚一枚大祓を行い
、綾部大橋の中央まで運ばれ、由良川
の清流に向けてヒラヒラと放たれるも
ので、その風景は幻想的です。豆まき
では、「鬼は内、福は内」と唱えなが
ら煎豆ではなく生豆がまかれます。福
引、甘酒接待あり。
【日時】
3日　17時30分～　福引・甘酒接待、1
9時30分～　節分大祭

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩15分

2.4(日) 筍祭り ◇篠田神社
・綾部市篠田町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

筍を掘り出して農作物の豊凶を占う。
厳粛な神事で農民の信仰があつく各地
からの参詣が多い。志賀郷の七不思議
の一つに数えられている。
【日時】
10時30分～

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で30分

2.4(日)予定 百度打ち ◇岡成地区
・京丹後市丹後町間人

※間人区事務所
TEL.0772-75-8040

まだ暗く寒い早朝から岡成地区の若者
が化粧まわし姿で威勢のいいかけ声を
かけ町内をかけめぐる。
岡成地区に江戸時代から伝わる伝統行
事。無病息災と家内安全を祈願する。
秋祭りにも行われるが、その際は一年
間のお礼参りとして参る。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹海バス（間人
行き）で約40分「間人」下
車

2.7(水) 初午大祭 ◇伏見稲荷大社
・京都市伏見区深草薮
之内町68
TEL.075-641-7331
FAX.075-642-2153
ホームページ:
http://inari.jp/

稲荷大神が稲荷山に鎮座したのが和銅
4年（711）2月初午の日。
この日、ご神木である「しるしの杉」
（有料）をうけて家運の隆盛を祈る習
わしがある。
【日時】
祭典　8時～

◆JR奈良線「稲荷」駅下車
すぐ
◆京阪本線「伏見稲荷」駅
下車、徒歩5分
◆市バス「稲荷大社前」下
車、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車170台、料金/無
料）
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2.7(水)予定 初午祭 ◇勝山稲荷神社（向日
神社内）
・向日市向日町北山65

※向日神社
TEL.075-921-0217

2月の最初の午の日に行われ、商売繁
盛を祈る。
【日時】
10時～

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅から車で5分

【駐車場】
有

2.8(木) 世継地蔵尊大祭 ◇世継地蔵上徳寺
・京都市下京区富小路
五条下ル本塩竃町556
TEL.075-351-4360

毎年2月の一億却日功徳日に催される
ご利生祈念の法要。
世継地蔵尊は子を授け、福を授けてく
れるといわれます。
【日時】
世継地蔵尊十種福ご祈願　10時
柴灯護摩供　14時

◆市バス「河原町五条」下
車、徒歩3分
◆京阪本線「清水五条」駅
下車、徒歩5分
◆地下鉄烏丸線「五条」駅
下車、徒歩10分

2.8(木) 針供養 ◇法輪寺
・京都市西京区嵐山虚
空蔵山町68-3
TEL.075-862-0013
FAX.075-861-1830

手芸、芸能上達の守護仏として信仰。
針供養法要は13時から。
甘酒の接待あり（志納）

※12/8も開催

◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩5分
◆市バス「嵐山公園」下車
、徒歩10分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/1,0
00円）

2.8(木) 三重塔（国宝）開
扉

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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
◆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

2.9(金)

　 ～

2.12(祝)

初午大根焚き法要 ◇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/

不動堂で護摩祈祷の後、大原の畑でと
れた大根で大根炊きが行われ無料（別
途参拝料700円は必要）で参拝者に配
られる。
【日時】
9時～

◆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）

2.10(土) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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
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2.10(土)

　 ～

3.21(祝)予
定

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、ナノハナやス
トック、チューリップなど約200品種1
0,000株の春らしい草花がいっぱい飾
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」下車
、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

2.11(祝) 城南宮　七草粥の
日

◇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:
http://www.jonangu.c
om/

七草粥を食し無病息災を願う。
源氏物語の若菜の巻にちなみ、昔なが
らに春の七草を供え、一般参拝者に七
草粥の接待が行われる。
【日時】
10時～16時
【料金】
七草粥　一膳500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）

2.11(祝) 竹送り ◇観音寺～奈良坂～奈
良二月堂
・京田辺市普賢寺下大
門13

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

観音寺付近の竹林で切りだした竹を運
び、道中、家内安全を祈願して大御堂
で山城松明講の文字を竹に入れ、奈良
坂から肩にかついで、東大寺まで運ぶ
。奈良東大寺二月堂のお水取りで使用
する籠松明の真竹を寄進する行事で、
昭和53年に復活した。
【日時】
8時～

◆近鉄京都線「三山木」駅
から奈良交通バスで「普賢
寺」下車、徒歩7分

2.11(祝) 糠塚の神縄座 ◇浄土寺
・綴喜郡宇治田原町大
字立川小字南垣内13
TEL.0774-88-3304
ホームページ:
http://www.town.ujit
awara.kyoto.jp

1年間熊倉神社の宮守をつとめた人が
当屋となる。浄土寺横の自治会館に地
域の人が集まり、太さ30cm、長さ5mの
しめ縄を作り、浄土寺住職による「お
正念入れ」の後、集落の入口にある「
カンジョウノモリ」へ設置される。

◆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「大宮道」下車、徒歩15
分
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2.11(日) 水景園コンサート ◇けいはんな記念公園
「水景園」
・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:
http://keihanna-park
.net/

水景園の観月楼で開催されている恒例
のコンサート。
【料金】
水景園
　大人　200円
　小・中学生　100円
　60歳以上は証明書の提示で無料

◆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）

2.11(祝)予
定

美山雪まつり ◇美山町自然文化村
・南丹市美山町中
TEL.0771-77-0014

大雪だるま大会やクロスカントリース
キーなど、雪上の楽しいゲームが楽し
める。

※雪がない場合は中止

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から南丹市営バスで「知見
口」下車、徒歩5分
※曜日、時間帯により南丹
市営バスの接続する駅が変
わります。
※直行バス予約制で運行予
定

【駐車場】
有（100台、無料）

2.11(祝) 觀音寺大護摩大祭 ◇觀音寺（丹波あじさ
い寺）
・福知山市観音寺1067
TEL.0773-27-1618

護摩祈祷が行われ、多くの参拝者で賑
わう。
七難即滅、七福即生を祈願するため、
大正末期から始められたもの。
【日時】
10時～

※先着1,000名に身体健康の甘酒がふ
るまわれる。

◆JR山陰本線「石原」駅下
車、徒歩15分
◆JR山陰本線「福知山」駅
から京都交通バス（福知山
線）で「観音寺」下車、徒
歩15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50台、バス8台
、無料）

2.11(日) みょうが祭 ◇須代神社
・与謝郡与謝野町明石

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

神社境内にある茗荷田での茗荷の発芽
状況によりその年の稲作の豊凶を占う
神事。バザーもあり。
【料金】
入場無料

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで10
分

【駐車場】
有（無料）

2.13(火) 燃灯祭 ◇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/

平安時代から伝えられている祭事は、
昔人々が春を待ちこがれて野原に出、
若菜を摘み、春の到来を尊び宴遊した
野辺遊びを神事化したものです。同行
して見学することができます。
【日時】
14時～

◆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）
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2.15(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。

◆市バス「百万遍」下車
◆京阪本線「出町柳」駅下
車、徒歩10分

2.15(木) 厄除祭 ◇由良神社
・宮津市字由良2348
TEL.0772-22-2773

参道の鳥居に設けられた諸悪退散の「
厄よけの輪」をくぐり家内安全を祈願
する。（矢を9本のせた直径3メートル
ほどの大きさの輪を､8の字を描くよう
に6回くぐる）甘酒の接待もある。藩
政時代、田辺藩主が領内安泰、城内厄
よけを祈願するため直参、代参したの
が始まりという。

◆京都丹後鉄道宮舞線「丹
後由良」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「舞鶴大江」ICから
車で20分

2.16(金) 御神火感謝大祭 ◇出雲大社巌分祠
・与謝郡与謝野町三河
内146
TEL.0772-42-6211

日々の暮らしになくてはならない｢火｣
に感謝の祈りを捧げる祭。
参拝客全員に火のお守りのプレゼント
あり。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで約
10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら10分

【駐車場】
有

2.17(土) 採燈大護摩焚き供 ◇柳谷観音（楊谷寺）
・長岡京市浄土谷堂ノ
谷2
TEL.075-956-0017
FAX.075-957-0615
ホームページ:
http://www.yanagidan
i.jp/

厄除け、幸せを招く法要。護摩木・人
形（ひとがた）と呼ばれるものに願い
事などを記入してお焚き上げします。
甘酒無料接待あり。

◆阪急京都線「長岡天神」
駅からタクシーで10分
◆阪急京都線「西山天王山
」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
※毎月17日の縁日のみ、阪
急京都線「西山天王山」駅
、JR京都線「長岡京」駅か
らシャトルバス有り。（8
時～13時）

2.17(土)

　 ～

2.18(日)

いごもり祭（居籠
祭）

◇涌出宮（和伎神社）
・木津川市山城町平尾
里屋敷54
TEL.0774-86-2639

一日目：境内で厳寒の夜空を焦がす大
松明が燃やされる。（19時30分～）
二日目：御神酒だし、御膳だし、御田
植えなどの室町期の農耕儀礼の豊作祈
願祭が古式豊かに行われる。（14時頃
～16時30分）　
南山城地方最古の祭。参道は夜店で賑
わう。
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。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、東へ徒歩2分

【駐車場】
無

2.17(土)

　 ～

2.18(日)

綾部厄除大祭 ◇若宮神社（綾部市）
・綾部市上野町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

参詣者は、厄除けの白羽の矢を受けて
帰り、明年の厄神さんで返納する。
【日時】
17日は宵宮　12時～21時
18日　7時～21時

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「上野町合同宿舎前」下車
、徒歩4分
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2.18(日) 京都マラソン2018 ◇京都市内
・京都市

※京都マラソン実行委
員会事務局（京都市文
化市民局市民スポーツ
振興室内）
TEL.075-366-0314

西京極総合運動公園をスタートし、平
安神宮までの京都市内の数々の観光地
を巡るコースで行われる大規模な市民
参加型マラソン大会。
山紫水明の自然を感じながら、7つの
世界文化遺産など多くの観光名所を巡
り、送り火の五山の全てを眺望できる
など、国際文化観光都市・京都の魅力
を満喫できるコースです。

スタート地点：西京極総合運動公園
ゴール地点：平安神宮前

〈西京極総合運動公園〉
◆阪急京都線「西京極」駅
下車、徒歩5分
〈平安神宮〉
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分
◆京阪本線「三条」駅、ま
たは京阪本線「神宮丸太町
」駅下車、徒歩15分

※当日は、京都市内で渋滞
の発生が予想されます。参
加、応援の際には自動車の
ご利用を控え、公共交通機
関をご利用ください。

2.18(日) 写経・写仏体験 ◇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

14時～15時頃まで誓願寺会館2階にて
開催。

※要申し込み

◆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「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

2.18(日) 上谷厄除神社大祭 ◇上谷厄神社
・綾部市下八田町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

参詣者は、厄除けの白羽の矢を受けて
帰り、明年の厄神さんで返納する。
【日時】
10時～

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で10分

2.18(日)

　 ～

2.19(月)

厄除大祭 ◇高良厄除神社
・福知山市鋳物師
TEL.080-2469-1300

境内には露店が並び賑わう。
【日時】
2/18　9時～21時
2/19　9時～14時

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅からタクシ
ーで5分

2.18(日)

　 ～

3.22(木)

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:
http://www.jonangu.c
om/

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（普通車200台、バス10
台、料金/無料）

2.19(月) 厄神大祭 ◇八幡神社
・亀岡市千代川町拝田
甲岩47

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

厄除祈願の多くの参詣者で終日賑わう
。

◆JR嵯峨野線「千代川」駅
下車、徒歩約20分
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2.20(火)

　 ～

4.3(火)　

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　8,000円（税別、特別料理+白酒
付）

※夕食会も有り（町家見学・呈茶付）
17時～、15,000円（貸し切り、税別・
サ込）
※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）

2月下旬 南山城村農林産物
直売所・しいたけ
＆鍋まつり

◇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

村の特産品である原木しいたけのPRイ
ベントです。また、村で採れた野菜な
どをふんだんに使った鍋が好評です。
（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）

2月下旬

　 ～

3月中旬

梅まつり ◇青谷梅林
・城陽市中中山

※(一社)城陽市観光協
会
TEL.0774-56-4029
FAX.0774-55-0560
※城陽市商工観光課
TEL.0774-56-4019
FAX.0774-56-3999

城陽の梅を使った特産品の販売。
・オープニングセレモニー　2/25
・茶だんごのふるまい（2/25、および
各日曜日、祝日）
【日時】
10時～15時（売店）

◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車、徒歩20分

【駐車場】
有（乗用車1回500円、バイ
ク1回100円、バス1回1,000
円）
※要問い合わせ

2月下旬

　 ～

4月上旬

「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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2.23(金) 五大力尊仁王会 ◇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/

「五大力さん」の名で親しまれる金堂
での「五大力尊仁王会」法要。
当日、五大力餅と呼ばれる大鏡餅を持
ち上げる「餅上げ力奉納」が有名。
【日時】
五大力尊仁王会法要　9時～、13時～
餅上げ力奉納　12時～

◆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700円、バス
2,000円）
※3/20～5/15、10/15～12/
10は、普通車1,000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

2.24(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
和知太鼓保存会
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

◆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

2.25(日) 梅花祭 ◇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/

御祭神 菅原道真公の御命日にあたり
、梅の花をこよなく愛でられた道真公
を偲び祭典が行われます。
【日時】
10時～　祭典
10時～15時　野点茶会
【料金】
野点拝服券　1,500円（宝物拝観と御
供物引換券付）

◆市バス「北野天満宮前」
下車

2.25(日)予
定

第34回宇治川マラ
ソン大会

◇京都府立山城総合運
動公園　「太陽が丘」
・宇治市広野町八軒屋
谷1番地

※宇治川マラソン大会
実行委員会事務局（一
般財団法人宇治市体育
協会内）
TEL.0774-22-1150

府民及び市民の憩いの場、スポーツの
場としてすっかり定着した「太陽が丘
」を出発、風光明媚な宇治川沿いを走
るコース（5Km、10Km、ハーフマラソ
ン）はジョギング愛好家に人気があり
、全国から約2,500人が参加する。
主会場（スタート・ゴール）：太陽が
丘

◆京阪宇治線「宇治」駅、
またはJR奈良線「宇治」駅
からバス（維中前、宇治田
原工業団地行き）で「太陽
ヶ丘ゲート前」下車
◆近鉄京都線「大久保」駅
からバス（京阪宇治、黄檗
駅、文化センター行き）で
「太陽ヶ丘西ゲート前」下
車

【駐車場】
有（1,300台　有料）
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