
148　　２０１８夏・秋 花火

夏の観光だより

花火

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

笠置町 笠置夏まつり 8.4(土) ◇笠置大橋下流
・相楽郡笠置町笠置

※笠置夏まつり実行委
員会
TEL.0743-95-2159

山々に囲まれ打ち上げられる
花火は豪快な音が響きわたり
、迫力満点。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車

亀岡市 亀岡平和祭保
津川市民花火
大会

8.11(祝) ◇保津橋上流一帯
・亀岡市（JR亀岡駅北
側）

※亀岡平和祭保津川花
火大会実行委員会（事
務局：亀岡市商工観光
課）
TEL.0771-25-5033

大玉花火やスターマインなど
、華麗な花火が夜空を彩る。
亀岡市が昭和30年6月28日に
平和都市を宣言し、恒久平和
を祈念して実施。

※開始時間等については、事
前にご確認ください。
※雨天の場合は8/13(月)に延
期

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分

南丹市八木町 京都南丹市花
火大会

8.14(火) ◇八木大堰橋上下流一
帯
・南丹市八木町西田

※南丹市商工会
TEL.0771-42-5380

川面に映える灯篭と共に自然
の清流と調和し、豪華に花火
が打ち上げられる。
昭和22年から始まり、今年で
72回目を迎える。
【日時】
19時30分～20時30分

※荒天順延（8/15）

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩5分

南丹市日吉町 ひよし夏まつ
り2018花火大
会

7.15(日)予定 ◇日吉ダム　スプリン
グスパーク周辺
・南丹市日吉町中

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

朝市、ダム見学会、夜店、花
火大会

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バスで「スプリングス
ひよし」下車
※府民の森ひよしから無料
シャトルバス有り

【駐車場】
有

京丹波町 京たんば花火
大会

8.5(日) ◇丹波マーケス、須知
商店街周辺
・船井郡京丹波町須知

※ふれあい祭実行委員
会(京丹波町商工会内)
TEL.0771-82-0575
※京丹波町観光協会
TEL.0771-89-1717
FAX.0771-89-1713

毎年、約1万人の人で賑わう
恒例の夏まつり。
当日は夜店、花火大会（2,00
0発）、よさこい連の連舞、
演芸大会、カラオケ大会など
、多彩な催しが実施されます
。
【日時】
19時30分～20時30分

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「新須知」下車
すぐ
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号で5分

【駐車場】
有（道の駅丹波マーケス駐
車場ほか、無料）

綾部市 あやべ水無月
まつり

7.28(土) ◇綾部市街地一帯
・綾部市並松町

※あやべ水無月まつり
実行委員会（綾部商工
会議所内）
TEL.0773-42-0701

由良川河畔で万灯流し、4,00
0発の花火大会、あやべ良さ
来い踊りが盛大に開催される
。
綾部市では歴史のある夏の風
物詩である。

◆JR山陰線「綾部」駅下車
、徒歩15分
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舞鶴市 みなと舞鶴ち
ゃったまつり

7.29(日) ◇舞鶴東地区
・舞鶴市東地区

※みなと舞鶴ちゃった
まつり実行委員会
TEL.0773-62-4600

舞鶴東地区で行われる花火大
会。
【日時】
19時30分頃～

※雨天順延

◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下
車、徒歩15分

宮津市 文殊堂出船祭 7.24(火) ◇天橋立廻旋橋付近一
帯
・宮津市字文珠

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

昔、中国から文殊菩薩を招い
たときの歓迎行事の継承とい
われる伝統行事。
19時頃から天橋立運河の万灯
に火がともされ、燈籠が流れ
、船舞台の上ではドラや太鼓
にあわせて龍が乱舞する。舞
台の後には花火の打ち上げが
行われ、夜空に大輪の花が咲
く。
智恩寺文殊堂の伝統行事。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩3分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分

宮津市 宮津燈籠流し
花火大会

8.16(木) ◇島崎公園、宮津湾
・宮津市字島崎

※宮津燈籠流し花火大
会実行委員会事務局
（宮津商工会議所内）
TEL.0772-22-5131

宮津藩主・京極高広の時代か
ら、盆の精霊流しとして始め
られたという行事。
また、花火は丹後一の花火と
して名高い。午後7時から海
上は精霊船と約1万個の紅白
の追っ掛け燈籠で埋め尽くさ
れ、夜空には約3,000発の花
火があがる。
14日～16日には、宮津盆おど
り大会が催される。
【日時】
19時30分～　花火大会

◆京都丹後鉄道「宮津」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

伊根町 伊根花火 8.25(土)予定 ◇伊根小学校前
・与謝郡伊根町字平田

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

伊根湾を覆い尽くす花火が打
ち上がり、その輝きと舟屋の
町並みが波穏やかな海面に浮
かび上がる他、舟屋群を御神
燈（提灯）でライトアップす
るなどのイベントが催される
。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで約
55分「伊根」下車

京丹後市網野
町

水無月祭 7.30(月) ◇網野町浅茂川
・京丹後市網野町浅茂
川

※水無月祭典委員会
（浅茂川区事務所）
TEL.0772-72-0009

昼間のみこし巡行から夜の花
火大会までたくさんの人でに
ぎわう網野地域最大の夏祭り
。みこし巡行の最大の見せ場
は海上渡御。

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から車で7分

京丹後市丹後
町

間人みなと祭 7.25(水) ◇間人港
・京丹後市丹後町間人
港

※間人みなと祭実行委
員会（間人区事務所内
）
TEL.0772-75-8040

港の船が一斉に点燈し、夜店
が並び、花火を打ち上げる。
海の安全を祈る漁師の祭で、
間人の港を舞台に、花火が夜
空を焦がす。日中は梵天丸（
宝船）のパレードもある。

※小雨決行

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「網野」駅から丹
海バスで「間人」下車
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京丹後市弥栄
町

やさか納涼祭 7.21(土) ◇丹後王国「食のみや
こ」
・京丹後市弥栄町鳥取
123

※やさか納涼祭実行委
員会事務局（フルーツ
王国やさか）
TEL.0772-65-4192

小学生鼓笛隊の行進、市内各
中学校のブラスバンド演奏、
よさこい踊り、ビンゴゲーム
大会、花火打ち上げ、各種露
店あり。（他内容未定）

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バス（弥栄
病院前行き）で約30分「丹
後王国「食のみやこ」」下
車
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅からタクシーで約10
分
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から約25分

京丹後市久美
浜町

小天橋夏まつ
り　すいすい
びーち　ナイ
トカーニバル

8.1(水)予定 ◇小天橋海水浴場
・京丹後市久美浜町湊
宮

※小天橋観光協会
TEL.0772-83-0149

花火大会やステージショー、
ゲーム大会などが催され久美
浜・小天橋の夏の夜がにぎわ
う。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅から車で約10分

【駐車場】
有（300台）

京丹後市久美
浜町

千日会観光祭 8.9(木) ◇久美浜公園
・京丹後市久美浜町

※千日会観光祭実行委
員会事務局（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

千日会はもともと久美浜湾の
ほとりに建つ如意寺のお祭り
で、同寺の本尊・十一面観世
音菩薩にこの日お参りすると
、千日参ったご利益があると
いう言い伝えに由来している
。一発の打ち上げ花火を合図
に、かぶと山の大文字に灯り
がともり、久美浜湾に灯籠3,
000個が流される。仕掛け花
火や打ち上げ花火の連発で祭
りはクライマックスを迎える
。

※小雨決行

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩10分

【駐車場】
有
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