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春爛漫・
桜の名所を訪ねる

開催日／ 4 月 11 日（土）
集合駅・解散駅／山陰本線　綾部駅南口
集合時刻／ 9：50（解散／ 15：00 頃）
歩　程／約 9 km
参加費用／ 300 円（保険料、ガイド料）
コース／綾部駅〈集合〉—南ヶ丘公園—
大本神苑—紫水ヶ丘公園（昼食）—京
セラ前—天文館パオ—清山荘—里宮高
倉神社—あやべ特産館—綾部駅〈解散〉

桜の時期に合わせ、山紫水明と評され
る綾部を、花見をしながらウォーキン
グを楽しみます。

バラ園とレトロ・スポットを
たづねて

開催日／ 5 月 31 日（日）
集合駅・解散駅／山陰本線　綾部駅
集合時刻／ 9：50（解散／ 15：00 頃）
歩　程／約 7 km
参加費用／ 300 円（保険料、ガイド料）
コース／綾部駅〈集合〉—月見町（花街路）—ハイ
カラ邸—半月庵—丹陽協会—大本みろく殿・木の花
庵（昼食）—あやべ井堰—由良川花庭園—グンゼス
クエア（グンゼ建築物・バラ園・特産館）—綾部駅〈解散〉

「蚕都・綾部」の面影を色濃く残すグンゼをはじめ、
国の重要文化財や有形文化財を含む各時代の懐古的
な面影を残す味わい深いスポットを訪ねます。

※いずれも当日 7:00 に警報が発表されている場合は中止。
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山家城址を訪ねる

開催日／ 4 月 12 日（日）
集合駅・解散駅／山陰本線　山家駅
集合時刻／ 9：55（解散／ 14：00 頃）
歩　程／約 5 km
参加費用／ 300 円
　　　　　（保険料、ガイド料）
コース／山家駅〈集合〉—立岩甌穴—
山家つり橋—山家城址 桜まつり開催中！  

（昼食）—城下町—山家駅〈解散〉

太古のロマン・自然が作った甌穴
を訪ね、山家城址の桜を見ながら
ウォークで楽しみます。
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開催日時   5月 3日（日・祝）10：00 〜 15：00
場　所    弥仙山登山口広場（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。
多目的広場の駐車場に駐車

5
月

4
月

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、今年 10 周年を迎えます。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、多彩な催しが企画されています。

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120種類・1,200本のバラが咲き競い
ます。昨年春にオープンした「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。

霊峰を守り伝える里の人々とふれあう

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。宮司や氏子たちが、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 5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

②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
　　　　（水・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

開催日時  5月23日（土）〜　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（６月 15 日までは無休）
問合せ  あやべ特産館　TEL：0773-43-0811　

3
多目的広場

④あやべ里山茶つみ体験
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（日）  10：10 〜 14：00
集合場所    小西町公民館

 （綾部市小西町）
 ※「花めぐり」マップ②参照

問合せ   里山ねっと・あやべ
  TEL：0773-47-0040
 参加費・定員についてはお問い合
　　　　わせください。
催し物（一部） 茶摘み体験、茶工場見学、玉露体験

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。屋台や野菜市など、楽しい1日を過ごせます。

開催日時  5月 3日（日・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

H
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山家城祉で開催される恒例行事で今
年で 39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 12日（日）
　　　　 9：30 〜 15：30
　　　　 【雨天決行】
場　所   山家城址公園

　　　　（綾部市広瀬町）  
 ※花めぐりマップ①参照

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

※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。

南高梅や鶯宿梅など約 80本が見頃を迎える松原梅林。梅の加工品や
つきたての草餅の他、魚の干物、しし肉、手作り工芸品などの出店も
あり、大人も子どもも楽しめるイベントです。

開催日時   3月 15日（日） 10：00 〜 15：00【小雨決行】
場　所   松原梅林（綾部市和木町松原）※花めぐりマップ①参照

問合せ   綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550
   　　　  TEL：090-2352-1087（谷口）

あやバス上林線「西原町バス
停」下車、徒歩 15 分
国道 27 号の「西原」交差点
から和木大橋へ

山家郵便局

歩
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者

専
用
道
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里山の春に心あそばせる

あやべ 花めぐり
綾部市の花でもある「梅」。梅干し
や梅ジャムなど、梅の加工品づくり
に地域ぐるみで力を合わせて取り組
む和木町の「松原梅林」と、様々な
品種 460 本におよぶ梅の木が花
をつける「綾部市梅林公園」
がみどころです。

梅
春の代名詞、桜。ハイキングコー
スにもぴったりの山家城址公園は江
戸時代に山家地区を治めた谷氏の
陣家跡が公園となっており、園
内の桜は地域の人々に親し
まれています。

桜

約 15,000㎡の広大な敷地に、460本もの梅の木が続き、花と香りを楽
しみながら散策できます。3月 19日（木）～ 20日（金）には、日没
から午後 9時までライトアップされ、昼間とは違った美しさが楽しめ
ます。まつり当日には模擬店が多数出展されます。

開催日時 3月 21日（土・祝） 10：00 〜 15：00【小雨決行】
場　所  綾部市梅林公園（綾部市舘町畑山 86）※花めぐりマップ②参照

問合せ  綾部市農林課　 TEL：0773-42-3280（内線 345・330）
JR 綾部駅よりあやバス志賀南北線「舘バス停」下車、東へ徒歩 16 分
国道 27 号「味方」交差点から丹波大橋を渡って府道 8 号を直進。

「鳥ヶ坪」交差点を右折して府道 9 号に入る。「栗町」交差点で右
折して、豊里郵便局の手前を左折し北へ進む。

4月中旬から5月にかけて、ツツジ
が開花をはじめます。ミツバツツジ
の群生で知られる楞厳寺は、アマチュ
アカメラマンたちの人気撮影スポッ
ト。その他市街地から望む紫水ヶ
丘のツツジも萌える山々の
彩となっています。

ツツジ

「あやべグンゼスクエア」内にある「綾
部バラ園」の中央花壇には、命の尊さや平
和の大切さへの願いが込められて作られた
という「アンネのバラ」が植栽されています。
綾部市は「アンネのバラの日本のふるさと」
と呼ばれており、世界から日本各地に広
める架け橋となるなど大きな関わり
を持っています。

バラ

一昨年綾部ふれあい牧場の広場一面
に花をつけた際は、テレビで取り上
げられるほど話題となりました。
今年も赤く可憐に咲く姿を、行
楽の季節にご覧いただけ

ます。

ストロベリー
キャンドル

③弥仙山三社大祭・山菜まつり ⑤丹後天酒まつり 2015
「海の京都観光圏」内にある 13 の酒蔵を巡りな

がら、丹後の酒と食、地域文化を味わうイベント。
丹後の地酒は蔵ごとに酒質がさまざまで、若手
杜氏、女性杜氏、外国人杜氏などバラエティに
富んだ杜氏が活躍しています。そうした魅力を
楽しんでもらうため、13 蔵が一斉に蔵開きして
新酒の試飲や酒蔵見学、音楽ス
テージなどの催し物を、それぞれ
の蔵にて開催します。綾部市の会
場は、若宮酒造です。

「海の京都」春のイベント

開催日時   5月 17日（土）　　　　　
会　場    若宮酒造　0773-42-0268　※市街地マップ参照

参加費    1,000 円（入場料、酒 1 種、フード１種含む）
問合せ   綾部市観光協会　TEL：0773-42-9550
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花めぐりマップ②

花めぐりマップ①

関西にある寺院の中でも特に有名な「花の
寺」で結成された「関西花の寺25ヶ所」の
第２番札所としても知られています。境内の
ボダイジュ、サルスベリ、ツバキが「三古木」
として知られるほか、４月中旬～下旬には数
千株のミツバツツジが参詣者を魅了します。
場　所   綾部市舘町楞巌寺６

　　　   ※花めぐりマップ②参照

問合せ   楞厳寺　0773-47-0043
JR 綾部駅よりあやバス志賀南北線

「舘バス停」下車　東へ徒歩 15 分

国道 27 号「味方」交差点から丹
波大橋を渡って府道８号を直進。

「鳥ヶ坪」交差点を右
折して府道９号に入
る。「栗町」交差点で
右折して、豊里郵便
局の手前の道を左折
し、北へ進む。  

豊かな自然に囲まれたまち・綾部には、

季節ごとの花々を鑑賞できる名所が数多くあります。

中でも３〜５月は市の花「梅」をはじめとする春の花の開花シーズン。

あちこちでイベントも催され、お花見気分を盛り上げてくれます。

美しく咲き誇る花を眺めながら、春の訪れを感じてみてください。

梅林公園「うめ梅まつり」B

和木町梅まつりA

山家さくら祭りC

楞
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市街地東側の高台から市内を流れる由良川を一望する紫水ヶ丘公園では、休憩所やト
イレ、遊具、駐車場などの整備が進み、家族連れの憩いの場として人気上昇中！　植
栽の手入れも行き届いており、ツツジが満開になる５月には多くの人でにぎわいます。
場　所   綾部市味方町薬師谷 150-74 ※市街地マップ参照

JR 綾部駅よりあやバス紫水ケ丘・京綾部ホテル線「紫水ケ丘公園前」下車すぐ。

国道 27 号の「味方北」交差点から山手に入る。  

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、花苗や花木
の販売、花と緑の講座、バルーンアート、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もあります。初日の29日には開会式が行われ、
花と緑の福引コーナー、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。

綾部市街地の由良川河川敷に設
けられた「由良川花庭園」では、
アイデアいっぱいの寄せ植えの
作品が道行く人の心を和ま
せてくれます。

花庭園

開催日時 4月 29日（水・祝）〜 5月 3日（日）
　　　　9：00 〜 16：00 
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  綾部市シルバー人材センター　
　　　　TEL：0773-42-9030

あやべ由良川花壇展D

紫水ヶ丘公園E

春のバラまつりG

春のふれあい牧場まつりH
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