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あやべ山の家あやべ山の家

［集合場所］
1. まちなかの古木・名木を訪ねて
3. 春の合唱ハイキング
4. あやべ・まちなかミステリーツアー
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［集合場所］
ウォーキング＆ハイキング 3

市街地マップ

グンゼ
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グンゼ
スクエア

あやべ特産館

京 綾部ホテル
大家族の湯

西町アイタウン3

1

由良川花庭園4

綾部バラ園7
［集合場所］
ウォーキング＆ハイキング 1 2名菓・農産加工品・工芸品などの特産品や、綾部の

豊かな自然に育まれた農産物がズラリ。なかでも地
元の農家さんが手掛けた「こだわりのお米」は魅力
のひとつで、精米機が設置されているので、購入後、
精米して持ち帰れます。

綾部は知る人ぞ知る「お茶の名
産地」。全国茶品評会などでも連
続して産地賞を受賞するなど高
く評価されています。そんな綾
部ブランドの「玉露」や「かぶ
せ茶」をじっくりと味わってい
ただけます。綾部茶を使った抹
茶スイーツも、お楽しみに。

　里山暮らしを体験した
い、豊かな自然のなかで汗
を流したい、寺社や名所め
ぐりをしたい……など、目
的に応じた綾部の観光情報
が入手できます。 発　行

〒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

京都から／国道 9 号京都縦貫道、
　　　　　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、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／東海道本線、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）

パースはすべてイメージです。

山
陰
本
線

―4―



N

栗町

至 福知山駅

鍛冶屋郵便局鍛冶屋郵便局

以久田橋

489

488

8
9

74

由良川

小貝橋

至 

綾
部
駅

舞鶴若狭自動車道

里山ねっと・あやべ

8
小西町
バス停

開催日時   5月 3日（土・祝）10：00 〜 15：00
場　所    大又・多目的広場（綾部市於与岐町）
問合せ    綾部市観光協会   TEL. 0773-42-9550

   国道 27 号・上杉交差点から府道 74 号に入り北上。
大又公民館そばの駐車場に駐車

5
月

4
月

新緑あふれる里山でさわやかな風を体感する里山の春にこころ遊ばせる

④あやべ由良川花壇展
花木や園芸……緑に親しむイベントで、由良川河川敷に設けられた
広い会場には、地元の子どもたちや各種団体が工夫をこらした花壇
が点在するなか、園芸講座や花木の販売、花と緑の講座、花壇展リ
サイクル・フリーマーケット、園芸
なんでもオークションなどの催しが
あるほか、わた菓子無料配布などが
あります。初日の 29 日には開会式
が行われ、餅つき大会や手作り市、
木のおもちゃ制作などの出店や花苗
プレゼントで大いに賑わいます。

標高 664m、修験道の霊峰で知られる弥仙山は、山容の美しさから「丹波富士」
とも呼ばれ親しまれています。山の魅力を多くの人に知ってもらおうと開催さ
れる山菜まつりは、草もちの無料サービス、太鼓・バンドの演奏、山菜弁当・

山菜てんぷら・農産加工品の販売、模擬
店など、多彩な企画。所要約 2 時間 30
分の登山（弥仙山回遊コース）もオススメ。

ヤギやウサギ等の小動物が真近に見ら
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。GW に開催され
る「春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。屋台や野菜市等、
楽しい 1 日を過ごせます。5 月 5 日ま
では楽しい企画が盛りだくさん。

新しい観光スポットとして、すっかり
定着したバラ園。５月から６月にかけ
ては 100 種類・1,000 本のバラが咲き
競います。隣接して今春オープンする
予定の「あやべ特産館」で特産品を
見たりカフェでくつろいだりと、里山
の春をゆったりと楽しめます。

花に樹木に……緑と親しむイベント

霊峰を守り伝える里の人々とふれあう

かわいい動物たちと過ごす春の休日

あやべ特産館がオープンし、魅力がさらにアップ！

①綾部八幡宮春季大祭・お田植式
五穀豊穣を神に祈る神事として
200 年前の米作りを再現する神事
です。宮司や氏子達が、暦を見て
農耕の開始時期を確かめ、田起
こし、田すき、草まき、田ならし、
種まき、鳥追い、水あて、苗とり、
田植えなど米作りの順にその所作
を演じます。綾部の民俗行事を後
世に伝える貴重な文化遺産です。

開催日時 4月 6日（日）10：00 〜
場　所  綾部八幡宮（綾部市宮代町明知）※市街地マップ参照

催し物  お田植え式奉納、紅白の餅まき
問合せ  綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550

長い歴史をもつ民俗神事

③あやべ丹
に

の国
くに

まつり
子ども向けのイベントが各地で目白押しになるゴールデンウィーク。綾部
では「あやべ丹の国まつり」が開催されます。駅南広場やアイタウン沿
いにいくつもの会場が設置
されるほか、由良川花壇展
など、同時開催イベントも
見どころいっぱいです。

開催日時 4月 29日
　　　　（火・祝）
場　所  綾部市街地周辺　

　　　　※市街地マップ参照

問合せ  
綾部商工会議所　
 TEL：0773-42-1920
綾部市観光協会
TEL：0773-42-9550

綾部のゴールデンウィークを彩る

由良川花庭園（9：45 出発）
→ アスパ → 西町アイタウ
ン → I・T ビル →広小路 → 
綾部駅前（11：00 着）

●西町アイタウン   屋台村、花まつりパレード、等
● I・T ビル   芸能発表会、さわやか展、お茶席、等
●ウォークラリー
   市街地の各チェックポイントでクイズに挑戦して景品をもらう。
    【場所・時間】JR 綾部駅南口 10：00 〜 15：00
●アスパ前    鼓笛隊などの演奏会【時間】13：00 〜 16：00
●駅南広場    吹奏楽演奏、ゲーム等

  丹の国まつりパレード

  イベント会場（一部）

開催日時  5月 3日（土・祝）10：00 〜
場　所   綾部ふれあい牧場（綾部市位田町）
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

開催日時  5月24日（土）〜 6月15日（日）9：00 〜 17：00
場　所   綾部バラ園 ※市街地マップ参照　 定休日   火曜日
問合せ  綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550

 綾部商工会議所　TEL：0773-42-1920　
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⑧あやべ茶つみ体験
全国茶品評会及び関西茶品評会において、
優秀な産地に贈られる産地賞を4 年連続（平
成 20 年〜 23 年）で受賞するなど高い評価
を受けている綾部茶。新茶シーズンならで
はの体験が楽しめます。

知る人ぞ知る銘茶を味わう

開催日時   5月 24日（土）
　　　　 9：40 〜 14：00　
集合場所    小西町公民館（綾部市小西町）
問合せ   里山ねっと・あやべ

　　　　 TEL：0773-47-0040
参加費    3,000 円
定　員    20 名（要予約）
催し物（一部） 
茶摘み体験、茶工場見学、茶かぶき
体験

⑤弥仙山三社大祭・山菜まつり

⑥春のふれあい牧場まつり

②山
やま

家
が

さくら祭り
山家城祉で開催される恒
例行事で今年で 38 回目
を迎えます。威勢のよい
太鼓の演奏が祭りを盛り
上げ、毎年恒例の福餅ま
き福引など多彩な催し物
が行われます。

開催日時   4月 13日（日）
　　　　 10：00 〜 15：30 【雨天決行】
場　所   山家城址公園（綾部市広瀬町）
問合せ   綾部市観光協会 TEL：0773-42-9550

                  ※ 綾部駅から無料シャトルバスあり
 JR 山陰本線「山家駅」下車、
徒歩 15 分
あやバス上林線「山家バス停」下車、
徒歩 15 分
 国道 27 号沿いにある「消防車庫」を
目印にして山手に入る

史蹟に映える満開の桜を愛でる

焼き鳥・弁当・ポテト・
うどん・おでん・フラン
クフルト・焼きそば 他

第 1 回 11：00 〜、
第 2 回 12：00 〜、
第 3 回 13：00 〜

売　店

4
月

福餅まき

談話室には雰囲気のある
「薪ストーブ」を設置

猪味噌丼
猪肉は赤身はもちろんですが脂身も美味
です。豚の脂身と違って猪の脂身はコ
ラーゲンなので、しつこさもありません。

鹿竜田揚げ
鹿肉は低カロリーなのに高
たんぱく、鉄分も豊富で、
とってもヘルシー。ヘム鉄
と呼ばれる鉄分は人間の身
体に吸収されやすく、貧血
や冷え性を予防する働きを
持っています。メタボが気
になる中年男性や育ち盛り
のお子様、貧血気味の女性
にもぴったりの食材です。

営業時間  10：00 〜 21：00　 定休日  第４月曜日
問合せ  あやべ温泉　TEL：0773-55-0262

ジビエ料理

定　員 60 名　
問合せ  あやべ山の家　TEL：0773-55-0443

鹿や猪、野生の鳥や肉
を使う料理のこと。 
野生鳥獣は運動量も多
く、山野の自然の恵み
を餌としているため、
食用に育てられている
肉より栄養価が高いこ
とで知られています。

※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。

⑦春のバラまつり

⑦春のバラまつり

開催日時 4月 29日（火・祝）〜 5月 4日（日・祝）
　　　　9：00 〜 16：00（5 月 4 日は 15：00 まで）
場　所  由良川花庭園（綾部市青野町）※市街地マップ参照

問合せ  綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550

山家郵便局
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行　　程　綾部駅（あやべ観光案内所）→ 綾部
天満宮 → 綾部稲荷社 → 熊野新宮神社 → 笠原神
社 → 若宮酒造 → 紫水ケ丘公園（昼食） → 白尾稲
荷大明神） → 二宮神社 → 綾部駅（あやべ観光案
内所）《約７km》

行　　程　綾部駅（あやべ観光案内所）→ 南ケ丘（グン
ゼ記念公園） → 月見町 → 丹陽教会 → 大本神苑（昼食） → 
由良川河畔 → 平和塔 → 青野堤防歩道 → 由良川花庭園 →
綾部バラ園 → 綾部駅（あやべ観光案内所）《約８km》

行　　程　梅迫駅 → 安国寺 → 山家街道踏切（梅迫）→ 
足利尊氏像 → 横峠（昼食）→ 旭町観光栗園前バス停 ―（バ
ス利用）― 綾部駅（あやべ観光案内所）《約７km》
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