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冬の観光だより

花だより

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

下京区 梅 2月上旬
～

3月下旬

◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町

※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

芝生広場やビオトープ「いの
ちの森」、日本庭園「朱雀の
庭」がある梅小路公園。
八重寒紅、紅千鳥、大盃など
140本のウメがあり、梅林を
鑑賞できるように散策路も整
備されている。

◆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」、「梅小
路公園・京都鉄道博物館前
」下車、徒歩3分
◆各線「京都」駅下車、徒
歩15分
◆JR嵯峨野線「丹波口」駅
下車、徒歩15分

中京区 梅 2月下旬

～

3月上旬

◇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:
https://nijo-jocastl
e.city.kyoto.lg.jp/

本丸御殿の南西にある梅林を
中心に約100本の梅が植えら
れている。
【料金】
梅林　無料
（入城料必要）

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

【駐車場】
有（大型観光バス11台、乗
用車120台※二条城駐車場
管理事務所TEL.075-801-55
64）

上京区 梅 2月上旬

～

3月下旬

◇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・菅原道真公が特に愛
でた梅。
また、京都きっての梅の名所
で、「雪月花三名園　花の庭
」として、境内には約1,500
本の梅が植えられている。

※梅苑「花の庭」公開は2月
上旬～3月下旬予定
※社会情勢により内容に変更
が生じる場合があります。お
でかけ前にHP等の公式情報を
ご確認ください。

◆市バス「北野天満宮前」
下車

上京区 梅 2月中旬

～

3月中旬

◇京都御苑
・京都市上京区京都御
苑

※一般財団法人国民公
園協会　京都御苑（月
曜日休み）
TEL.075-211-6364

京都御所の南西側に約200本
近くの梅の花が咲き揃う。

◆地下鉄烏丸線「丸太町」
駅下車
◆地下鉄烏丸線「今出川」
駅下車

右京区 梅 2月中旬 ◇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

大小30鉢近くの盆梅が陳列さ
れます。
【料金】
拝観料　500円

◆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】
有（普通車5台、無料）
※時間制限有り

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

右京区 梅 2月中旬

～

3月上旬

◇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

【料金】
境内　無料
本堂拝観料　400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）

右京区 梅 2月中旬

～

3月中旬

◇梅宮大社
・京都市右京区梅津フ
ケノ川町30
TEL.075-861-2730
FAX.075-861-7593
ホームページ:
http://www.umenomiya
.or.jp

約35種400本の梅が、白・紅
と咲き揃う。
【日時】
9時～17時
【料金】
庭園入園料
　大人　550円
　小人　350円

◆市バス「梅宮大社前」下
車
◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）
※大型バスは要予約

山科区 梅 2月上旬

～

2月下旬

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

「臥竜の老梅」と呼ばれる梅
は江戸時代に京都御所から移
植されたもの。
【料金】
拝観料　400円

◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、西へ徒歩6分

【駐車場】
有（普通車30台、バス4台
、料金/無料）

長岡京市 梅 2月下旬

～

3月上旬

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13
TEL.075-951-1025

長岡天満宮のほか、隣接する
長岡公園、八条ヶ池周辺など
に約30種300本の梅がある。

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

城陽市 梅 2月下旬

～

3月中旬

◇青谷梅林
・城陽市中中山

※一般社団法人城陽市
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

梅林20haに梅が咲き誇る。 ◆JR奈良線「山城青谷」駅
下車、徒歩20分
◆近鉄京都線「新田辺」駅
から京都京阪バス「多賀口
」下車徒歩約25分

京田辺市 梅 2月上旬

～

2月下旬

◇甘南備山
・京田辺市薪甘南備山

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

標高221mの小高い山。
生活環境保全林として整備さ
れ、四季折々の花木が栄え、
バードウォッチングも楽しめ
る。

◆近鉄京都線「新田辺」駅
、または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

亀岡市 梅 2月中旬

～

3月中旬

◇大本本部（丹波亀山
城跡）
・亀岡市荒塚町内丸1

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

白梅紅梅が咲き揃います。 ◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分
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  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

南丹市園部町 梅 2月中旬

～

3月下旬

◇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/

早咲き遅咲き、八重一重など
様々な紅白の梅がおよそ100
本あり、順々に咲く梅の香り
が境内を満たしている。
毎年3月下旬頃の日曜日に梅
の花を愛でた菅原道真をしの
んで「梅花祭」が行われる。

◆JR嵯峨野線「園部」駅下
車、徒歩12分

【駐車場】
有（無料）

南丹市八木町 梅 2月中旬

～
3月中旬

◇龍興寺
・南丹市八木町八木本
郷西

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

足利義政の管領細川勝之が建
立、京都三龍（龍安寺、龍潭
寺、龍興寺）のひとつ。
白梅、紅梅などが植栽されて
いる。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩20分

【駐車場】
有（無料）

綾部市 梅 2月下旬

～

3月中旬

◇松原梅林
・綾部市和木町松原

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

南高梅や鶯宿梅など約80本が
見頃を迎えます。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線）で「西
原町」下車、徒歩15分

綾部市 梅 2月下旬

～

3月中旬

◇観梅苑
・綾部市広瀬町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

山家城址公園内にある観梅苑
でゆったりと梅を観賞できま
す。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線）で「山
家」下車、徒歩15分
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椿
  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

北区 椿 2月中旬

～

3月中旬

◇等持院
・京都市北区等持院北
町63
TEL.075-461-5786

淡桃色の有楽椿（ウラクツバ
キ）は樹齢400年程の見事な
もの。
【日時】
9時～16時30分（16時受付終
了）
【料金】
参拝料
　大人（高校生以上）500円
　小人（小・中学生）300円
抹茶（等持院特製菓子付き）
500円
番茶（等持院特製菓子付き）
300円

◆嵐電北野線「等持院・立
命館大学衣笠キャンパス前
」駅下車、徒歩8分

宇治市 藪椿 12月

～

1月

◇宇治川ライン～朝日
山～興聖寺を中心に
・宇治市

※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3334

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、興聖寺まで徒歩10分

宇治市 椿 2月

～

4月中旬

◇興聖寺
・宇治市宇治山田27-1
TEL.0774-21-2040

中庭の回廊前に八重の老椿が
1本あり、静かなたたずまい
の中にひときわ彩りを添える
。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩15分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩25分

久御山町 椿 2月中旬

～

4月中旬

◇浄安寺
・久世郡久御山町佐山
双置80
TEL.0774-41-6036

門外不出とされる「浄安寺椿
」をはじめ、稀少品も含めて
200種を超える椿が次々に咲
く。

※予約不要

◆近鉄京都線「大久保」駅
から京都京阪バスで「佐山
」下車、徒歩2分
◆京阪本線「淀」駅から京
都京阪バスで「佐山」下車
、徒歩2分

八幡市 椿 1月上旬

～

3月上旬

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

園内には茶花の代表ともいえ
る椿が約300本植えられてい
ます。
【定休日】
月曜日（祝日の場合は翌平日
）
【日時】
9時～17時
【料金】
料金はお問い合わせください
。

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

【駐車場】
有（乗用車約40台、大型バ
ス4台可）
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  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

精華町 カンツバキ、
サザンカ、ウ
メ、マンサク
、ロウバイ

1月

～

2月

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

【料金】
水景園
　一般　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）

綾部市 椿 2月中旬

～

3月上旬

◇楞厳寺
・綾部市舘町楞厳寺6

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

樹齢約400年の椿の古木が、
あざやかに赤、白、ピンクの
三色に咲き分ける。

◆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
車で約10分

福知山市三和
町

椿 10月上旬

～

4月下旬

◇顕龍山興雲寺
・福知山市三和町中出
16
TEL.0773-58-2273

境内の200種類の椿が、秋か
ら春先まで季節ごとに楽しま
せてくれます。また、春には
しゃくなげが咲きます。

◆JR山陰本線「福知山」駅
からJRバス（園福線）で「
細見千束」下車、市営バス
に乗り換え「興雲寺前」下
車、徒歩5分
（市営バスは日曜日、祝日
運休）

【駐車場】
有（20台）
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その他
  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

宇治市 寄木（やどり
ぎ）

12月

～

3月

◇平等院東側、宇治川
堤防
・宇治市

※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3334

平等院東側、宇治川堤防のム
クの古木に球形のヤドリ木10
数株が冬枯れの空にくっきり
と浮かんで、訪れる人に源氏
物語宇治十帖の平安の昔をし
のばせる。

◆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

宇治市 すいせん 1月中旬

～

2月下旬

◇恵心院
・宇治市宇治山田67
TEL.0774-21-3942

約3,000株のすいせんがかわ
いい花を咲かせる。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分

精華町 カンツバキ、
ナンテン、マ
ンリョウ、フ
ユザクラ、サ
ザンカ

12月

～

1月

◇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:
https://keihanna-par
k.net/

【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）

精華町 ウメ、マンサ
ク、カンツバ
キ、サザンカ
、スイセン

2月 ◇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:
https://keihanna-par
k.net/

　

【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）




