
 

市街地マップ

里山の秋を体感するハイキング

山家藩ゆかりの肥後橋から山家城
址をめぐり、江戸時代の山家と梅
迫を結ぶ重要路であった横峠を越
えます。この峠は田辺藩の京街道
への近道として知られています。
歴史に触れながらウォーキングを
楽しみましょう。
開 催 日　10 月 14 日（月・祝）
集合場所　JR 山陰本線山家駅前
9：50 集合（解散 /14：30 頃）
参加費用　300 円（保険料、ガイド料）
 　※電話予約が必要（先着 30 名様）

行　程　山家駅前―肥後橋―山家城址公園―覚応寺―横峠（昼食）
―安国寺インター―梅迫駅《約 10km》

歴史ウォーク　山家藩ゆかりの「横峠」1

古代から現在まで、各時代
の綾部のハイライトスポッ
トを訪ねます。
開 催 日　
10月27日（日）
集合場所　JR 山陰本線綾部
駅南口・あやべ観光案内所
9：50 集合（解散 /15：00 頃）
参加費用　300 円（保険料、ガイド料）
※電話予約が必要（先着 50 名様）
　昼食は大本レストランを利用可能（400 円 / 要予約）
行　程　あやべ観光案内所―紫水ヶ丘―養蚕神社―大本拝観（昼
食）―若宮神社―藩主・九鬼家塚―花町月見町―半月庵―古代遺
跡・綾中町―綾部バラ園《約 8km》
※綾部バラ園から綾部駅まで徒歩約 15 分

タイムスリップ　綾部のなりたちを歩く2

昔、悪さをする君尾山の天狗を光明
寺の和尚が諭して、悪さをやめる詫
び証文を入れさせたという民話か
ら名付けられた ｢改心の道｣。標高
664m の弥仙山は、丹波富士と称さ
れ、緑豊かな自然を観察したり山頂
からの雄大なパノラマを楽しめます。
開 催 日　11 月 23 日（土・祝）
集合場所　綾部市上杉町　綾部市総合運動公園　8：35 集合
参加費用　500 円（保険料、ガイド料）　※電話予約が必要

行　程　綾部市総合運動公園―（バス移動）―登山口―水分神社
―修練の滝―於成神社―大岩ー山頂―登山口《約 6㎞》
※ 山頂から日置谷経由で綾部市観光センターへ行くコースもあり

ます《約 8㎞》

弥仙山 ｢改心の道」遊歩5

｢横峠｣ と細川氏
近世初頭、横峠は京都と丹後田辺を最
短距離で結ぶ要地として注目されるよ
うになりました。天正10年 (1582年）、
本能寺の変直後、明智光秀を破って丹
波の国を支配した豊臣秀吉は、家臣の
谷衛友を山家に配置しました。そして、
その前年から丹後制圧に腐心していた細川幽斎、忠興父子を
仕えさせました。細川氏は丹後田辺藩主として横峠をはじめ
とした京街道を整備しました。山家城址公園のふもとに架か
る肥後橋は、後に肥後国（現在の熊本県）に転封となった細
川氏にちなんで名づけられたものです。

ワンポイント
アドバイス

綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550
※上記のイベントは観光ガイドが案内します。中止する場合は電話連絡いたします。

お申込み・
お問い合わせ

NHK大河ドラマ誘致推進中

細川幽斎（天授庵所蔵）

京都から／国道 9号、京都縦貫自動車道、国道 27号で約 80km
大阪から／中国自動車道、舞鶴若狭自動車道で約 140km
　　　　　国道 176 号、国道 173 号で約 90km
名古屋から／名神高速道、京都縦貫自動車道、国道 9号、
　　　　　国道 27号で約 220km

京都から／山陰本線で約 1時間（特急）
大阪から／福知山線、山陰本線で約 1時間 50 分（特急）
名古屋から／新幹線、山陰本線で約 2時間（特急）

大阪（梅田）から／直通で約 2時間 10 分
東京（品川）から／直通で約 8時間 30 分

交通の
お問い合わせ

発行

● JR綾部駅　TEL：0773-42-0401　　		●あやバスに関するお問い合せ　TEL：0773-42-3280（綾部市役所市民協働課）
●中央タクシー　TEL：0773-22-1313　●日交タクシー綾部営業所　TEL：0773-42-4111　　
●日本道路公団綾部料金所　TEL：0773-43-1271

〒623-0066　京都府綾部市駅前通り東石ヶ坪11番地の4　あやべ観光案内所内　
TEL：0773-42-9550　　FAX：0773-42-8514　　http://www.ayabe-kankou.net/
〒 623-8501　京都府綾部市若竹町 8番地の 1
TEL：0773-42-3280　FAX：0773-42-4406　　http://www.city.ayabe.kyoto.jp

綾部市観光協会

綾部市観光交流課

綾
部
市
へ
の
ア
ク
セ
ス

　  JA 京都にのくに 彩菜館綾部店
場　所 	綾部市宮代町前田 20（JA にのくに本店横）　TEL	0773-43-0831
営業時間 	9：30 〜 16：00　 定休日 	年中無休（年末年始は除く）

A

　  栃の里「峠」直売所
場　所 	綾部市老富町小谷 3番 4番合地（老富会館内）
TEL		0773-55-0705　
開設日 	毎月第１土曜日・日曜日　 営業時間 	10：00 〜 15：00

C

　  ふるさとの駅 かんばやし
場　所 	綾部市十倉名畑欠戸 12-7　TEL	0773-45-1550
営業時間 	10：00 〜 18：00（夜の食事：要予約）
定休日 	木曜日（祝日の場合、翌日休み）

D

 　 戸奈瀬町・日曜市
開催日時 		毎週日曜日　7：00 〜 11：00
場　所 		綾部市戸奈瀬町　つつじの里直売所
	 ※1ページ「山家観光やな漁」の地図参照

E

　  山家・にぐるま市
開催日時 		９月〜第２・第４日曜日　8：30 〜 12：00
　　　　10 月・11 月〜第２日曜日　8：30 〜 12：00
場　所 		綾部市鷹栖町　山家公民館前		※1ページ「山家観光やな漁」の地図参照

F

 　 旭町観光栗林園
場　所 	綾部市旭町鍋倉 36　TEL	0773-46-0546　
営業時間 	9 月中旬〜 10 月中旬　 営業時間 	9：00 〜 17：00

B

山家城址公園

紫水ヶ丘公園

室町幕府を開いた足利尊氏生誕の地
と言われている安国寺やその母上杉
清子ゆかりの地を訪ねます。田園風
景を楽しみながらかやぶきのお寺な
どを巡ります。
開 催 日　
11 月 17 日（日）
集合場所　JR 舞鶴線梅迫駅　
9：15 集合（解散 /13：30 頃）
参加費用　300 円（保険料、ガイド料）
※電話予約が必要（先着 30 名様）

行　程　梅迫駅―雲源寺―島萬神社―
岩王寺（昼食）―上杉石碑―上杉弾正
屋敷跡―梅迫駅《約 13km》

足利尊氏公ゆかりの地をめぐるハイク ｢清心の道｣4

岩王寺	

綾部のシンボル四ツ尾
山の裾野を一周しなが
ら有名神社を訪ねます。
日頃訪れることのない
天王平を訪ね、霊山と
しての聖地を体験しま
す。
開 催 日
11 月 5 日（火）
集合場所　JR 山陰本線綾部駅南口・あやべ観光案内所　
10：00 集合（解散 /15：00 頃）
参加費用　300 円（保険料、ガイド料）
※電話予約が必要（先着 30 名様）

行　程　あやべ観光案内所―綾部八幡宮―明知―上延―安場―
天王平―若宮神社（昼食）―南ヶ丘公園―綾部駅《約 8km》

四ツ尾山ぐるりと一周ウォーキング3

綾部八幡宮
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里山の豊かな自然を見て、触れて、
楽しめるイベント

9月8日
日

9月23日
月・祝

山家の「やな漁」

産卵のため川を下る鮎の習性を利用し、
川の流れに「やな」とよばれる堰を仕
掛けて鮎を捕
らえる伝統漁
法です。「やな」
は9月中の1ヶ
月間設置され
ており、団体
予約すれば「や
な」を使って
の魚つかみを
体験すること
もできます。

9月1日（日）〜9月30日（月）

10月19日

11月4日

土

〜

開催日時  11 月 17 日（日）
	 9：00 〜 15：00
場　所  綾部市安国寺町		安国寺、
	 綾部市黒谷町
問合せ  安国寺もみじ祭り	 	
	 実行委員会
	 TEL：0773-44-1565
	 黒谷和紙協同組合　
	 TEL：0773-44-0213

ヤギ、ヒツジなどが真近に見られ、バーベ
キューができる設備も整っているふれあい牧
場。「秋のふれあい牧場まつり」では、乗馬体
験やツリークライミングなどの企画が目白押し

です。コロッケ・クレープなどの屋台も出て楽しい1日を過ごせます。

　たくさんの動物たちとふれあう

開催日時 		11 月 3 日（日）　
	 10：00 〜 18：00
場　所 		綾部市位田町　綾部ふれあい牧場
問合せ 	ハイジのキッチン　	 	
	 TEL：0773-48-1000　

JR綾部駅よりあやバス西坂線「下位
田バス停」下車、北へ徒歩20分

	国道 27号「味方北」交差点の北に
ある綾部消防署先の信号を左折。
府道74号を西へ進む。あやバス「下
位田バス停」先を右折、北へ進む

   ⑥秋のふれあい牧場まつり

月・祝

11
月

 9・10
月

里山の自然・歴史・文化を体感するひと足早く秋の気配を楽しむ

①萩まつり

② 2013 里山サイクリング in 綾部

⑤私市円山古墳まつり

⑨⑩もみじまつり

⑧あやべ産業まつり

⑦あやべ B 級グルメフェスタ 

岩
しゃくおうじ

王寺と正
しょうれきじ

暦寺の 2箇所で開催。日本三筆の一人・嵯峨天皇ゆかり
の岩王寺では筆供養や琴の演奏奉納があり、平重盛が深く帰依した
とされる正暦寺では法要が営まれ、お茶席も設けられます。

綾部の里山の自然を満喫できるサイクリング。タイムレースでは
なく、完走を目的とする初級・中級向けです。変化に富み、滝
なども望める「水源の里・周遊コース（全長約 60km）」、大きな
起伏もなく気持ちよく走れる「水源の里・市志コース（全長約
25km）」の 2つのコースが用意されています。

綾部市の文化的シンボル・私市円山古墳公園を守り、PRするお祭り。
今年で 20周年を迎えます。各種模擬店の出店のほか、野外ステー
ジでは子ども太鼓や近隣高校のジャズバンドの演奏が催され、地元
の踊りやご当地ヒーローによるキャラクターショーも行われます。

紅葉の名所として有名な安国寺、
黒谷、大本には毎年、多数の人が
訪れます。静かな里山を彩る紅葉
は独特の趣があります。琴の演奏
などの企画のほか、大本では日没
後にライトアップも行われます。

綾部の秋を彩る一大イベント。綾部各地の特産品や地
元企業の製品の展示など多くの出店があります。

静かな里山のお寺で萩の花を満喫

里山の秋を爽快に駆け抜ける

綾部の秋の代表的味覚

色とりどりの花に囲まれて里山の秋を満喫

歴史のロマンを感じる

紅葉の中で綾部の自然・文化にふれる

綾部の産業の魅力がわかる

綾部のご当地グルメを味わえる

催し物　魚つかみ／悠遊太鼓演奏／お楽しみ抽選会／音楽ショー　他

伝統漁法「やな漁」のイベント。実際に「やな」を使っての魚つかみや、
出店での鮎の塩焼き・鮎ご飯などの販売が行われます。

綾部の新しい観光名所として話題の「綾部バラ園」に
て、「秋のバラまつり」が開催。約 100 種類 1,000 本
のバラが見頃を迎えます。

日本人に不足しがちなカルシウム、ビタ
ミンＢ群、亜鉛などの栄養素を豊富に
含み、健康食材として注目されている
「マコモ」。「マコモ」の収穫体験後、地
元の人々と交流します。
食養研究の第一人者として知られる｢若
杉ばあちゃん」こと若杉友子さんの講
演会にも参加します。

丹波くりはここがすごい！
最高級の栗として知られる ｢丹波くり｣。丹波地方で
は平安時代から生産され、京都の朝廷などに献上され
ました。山に囲まれ昼夜の温度差の激しいこの地域特
有の気候のもとで、大粒で甘みの多い丹波くりがとれ
ます。ビタミンやミネラルも豊富で健康食品としても
すぐれています。

白瀬橋のほど近くにある樹木にて、ツ
リークライミング®体験イベントが併催
されます。専用のロープやサドルを使い、
安全に木登りが楽しめるツリークライミ
ング®。
あなたも挑戦してみませんか？
●時　間／①10：00〜11：30　
　　　　　②12：30〜14：00
　　　　　③14：30〜16：00
●定　員／各回とも 10人
●参加費／大人2,000円、
	 子ども1,000円（保険料を含む）

人気の「テリチキ」が全国大会出場決定！
綾部のご当地グルメとして知られる ｢上林鶏のテ
リヤキチキンバーガー｣。10 月 13 日・14 日に鳥取で開かれるご
当地バーガー日本一決定戦 ｢全国ご当地バーガーグランプリ 2013」
に出場します。問合せ：あやべ温泉　TEL：0773-55-0262

開催期間 	11 月 22 日（金）〜 11月 24 日（日）
時　間 		10：00 〜 21：00
場　所 		綾部市本宮町　大本
	 ※5ページ「市街地マップ」参照

問合せ 	綾部市観光協会	 TEL：0773-42-9550
	 綾部もみじまつり実行委員会
	 （綾部商工会議所内）TEL：0773-42-0701

伝統漁法を体感できる

シーズン到来、綾部の新たな観光スポット

野草料理家として話題の若杉友子さんの講演会にも参加

山家観光やな漁 鮎まつり＆
ふれあいコンサート

綾部バラ園秋のバラまつり

水源の里「市志」でマコモ収穫体験＆講演会

日　時 	9 月 8日（日）10：00 〜 15：00
場　所 	下原町由良川河畔
問合せ 	あやべ山家観光やな漁保存会
	 TEL：080-5704-1484

		JR 山陰本線山家駅下車、徒歩 20分

国道 27 号 ｢山家｣ 交差点より山家
駅方面へ進み、山家駅前で右折し、
府道 460 号を西へ進む

当日はあやバス「山家」バス停から現地へシャトルバス運行

催し物　特産品の販売　バラ苗の販売　他

日　時 	10 月 19 日（土）〜 11月 4日（月・祝）
	 10：00 〜 16：00（16	時閉門）
場　所 	綾部バラ園（グンゼ博物苑内）
	 ※ 5ページ「市街地マップ」参照

問合せ 	綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550
	 綾部バラ会	事務局　TEL：0773-42-1920

◎旅行代金　大人 9,000 円

◎定　　員　25名

◎最少催行人数　15名

野だてお茶会／コンサート／おみやげ屋台　他催し物（一部）

 旅行企画・実施
 お問い合わせ・お申し込み

※掲載イベントは、諸事情により予定が変更になる場合があります。

開催日時  9 月 8日（日）	
	 10：00 〜 15：00
場　所  綾部市七百石町　岩王寺
問合せ  東光院
	 TEL：0773-42-2432

	JR 綾部駅からあやバ
ス西八田線「七百石」
下車、北へ徒歩20分
	国道 27 号を舞鶴方
面に北上。「上杉」交
差点から府道 485号
を西へ 2.4㎞。あや
バス「	七百石」バス
停前を右折して北へ
１㎞

開催日時  9 月 22 日（日）	　9：00 〜 14：00 頃（受付 8：00 〜）
場　所  綾部市睦寄町　二王公園（コース発着点）
問合せ   里山サイクリング in 綾部	実行委員会事務局　
	 TEL：0773-42-3280（内線 382）

	あやバス上林線「あ
やべ温泉前」バス停
下車すぐ
	府道 1号からあやバ
ス上林線「下市場」
バス停を左折

アクセス   JR山陰本線綾部駅下車、徒歩15分

　（株）農協観光関西統括事業部グリーンツーリズムグループ
　観光庁長官登録旅行業第 939 号　TEL：06-6391-2760

　※受付時間：9：30 〜 17：30
　　（土・日曜、祝日休み）

岩王寺

開催日時  9 月 23日（月・祝）
　　　　10：00 〜 15：00
場　所  綾部市寺町　正暦寺
	 ※5ページ「市街地マップ」参照

問合せ  正暦寺		TEL：0773-42-0980

正暦寺

⑨安国寺もみじ祭り、
　黒谷和紙ともみじ祭

⑩綾部もみじまつり

開催日時  11 月 10		日（日）		 10：00 〜 15：00
問合せ  あやべ B級グルメ	フェスティバル実行委員会
	 （綾部商工会議所内）TEL：0773-42-0701

④コスモスまつり

開催日時  10 月 27 日（日）	　9：30 〜 15：00
場　所  綾部市青野町　由良川花庭園
	 ※5ページ「市街地マップ」参照

問合せ  綾部市役所　環境保全課　TEL：0773-42-1489

10 数種類の美しく咲いた
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の
ほか、地球温暖化防止や
廃食油回収事業など、環
境保全の取り組みも行わ
れます。

ワンポイント
アドバイス

ワンポイント
アドバイス

			8：00	 新大阪駅を出発
10：00	 綾部市「市志」に到着
	 ●	マコモ収穫体験（マコモ３本お持ち帰り）
11：30　地元の方たちと昼食
13：00　若杉友子さんの講演会
15：30　直売所にて買い物
18：00　新大阪駅に到着

―2― ―3――1―

開催日時  11 月 10		日（日）	10：00 〜 15：00
場　所  西町アイタウン		※ 5 ページ「市街地マップ」参照
問合せ  あやべ産業まつり実行委員会　
	 TEL：0773-42-3280（内線 237）

催し物
スタンプラリー抽選会／ビンゴゲーム大会／一般参加
のパフォーマンス／似顔絵大会		ほか
出店
地場農林産物の展示・即売／環境・省エネルギーの展
示／リサイクルマーケット／商工業者の地域産品の販売
／企業製品の展示		ほか

③綾部 ｢丹波くり」まつり

開催日時  9 月 28 日（土）　
	 10：00 〜 14：00
場　所  綾部市宮代町　JA京都にのくに本店前駐車場
	 ※5ページ「市街地マップ」参照

問合せ  綾部市役所農林課農林振興担当
	 TEL：0773-42-3280（内線 345,330）

今年で19回目を迎える綾部
｢丹波くり」まつり。綾部の
名産 ｢丹波くり｣ の品評会
が行われるほか、クリやク
リご飯、クリぜんざいなど
の販売も行われます。丹州
材を使った木工教室など楽
しい企画も満載。多くの人
でにぎわいます。

今年で３回目を迎え、ますます注目を集めるＢ級グルメ
フェスタ。あやべ産業まつりと同時開催で計画が進めら
れていす。おいしい企画にご期待ください。

開催日時  11 月 3日（日）	10：00 〜 14：00
場　所  綾部市私市町　私市円山古墳公園
問合せ  綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550

	JR 山陰本線高津駅
下車、徒歩20分

あやバス「私市バ
ス停」下車すぐ
	国道 27 号「味方」
交差点から府道8号
に入り直進。「鳥ヶ坪」
交差点から府道9号
を北上。「栗町」	交差点で左折。


