
蟹供養
万葉集や古今著聞集に出てくる「蟹の恩返し」
にちなみ、蟹や動物の供養を行います。供養
のあとは参加者全
員でサワガニを放
します。

□期 4月18日（日）
□場 蟹満寺
□交 JR「棚倉駅」
から徒歩20分

□問木津川市観光商工課
10774-75-1216
50774-72-3900

「地域ガイド」へのご意見・ご感想をおよせください。 TEL0774-21-2049 FAX0774-22-8865 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 京都府山城広域振興局企画振興室
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再生紙を使用
しています。

〈アンケート〉
Ｑ1 あなたは、本紙を読まれるまでに、２０１１年

に京都府で国民文化祭が開催されることを
ご存じでしたか？

ア．はい　　イ．いいえ
Ｑ１でア．はいと答えられた方はＱ２もご回答ください。

Ｑ２ あなたのお住まいの市町村で開催されるフ
ェスティバルをご存じですか？

ア．はい　　イ．いいえ
Ｑ３ 国民文化祭・京都２０１１のＰＲ隊長「まゆまろ」

をご存じですか？
ア．はい　　イ．いいえ

◎アンケートは国民文化祭の認知度を調査するも
ので、当選者の決定とは全く関係ありません。

山城地域の特性を活か
し、現地・現場の視点から
新たな施策を展開してい
くため、現在、来年1月か
らスタート予定の新しい
「山城地域振興計画」を策
定しているところです。
その中で、目指すべき地

域の4つの将来像（案）を
設定し、具体的な施策を
検討しています。
皆さんが、思い描かれ

る“ありたい地域像”につ
いて、ご意見をお寄せく
ださい。

山城地域の将来像についてご意見を募集します！
「人がつながり支え合う、活力・協働・安心の山城交流圏」

山城地域の
将来像（案）

誰もが思いやりのこ
ころでつながり互いに
連携し、安心していき
いきと暮らせる地域

ひと、もの、情報が交
流し、新たな活力を
生み出す地域

豊かな自然と歴
史、質の高い文
化がうるおいと
ふれあいを生み
出す地域

地域産業の強
み・知恵と力を
磨き京都府経
済をリードする
地域

山背古道
―春のは～ふウオーク―（約11㎞）
まちづくりセンター椿坂（井手町）を出発地点
とし、城陽・木津川の2コースに分かれて、山
背古道を楽しく散策するコースです。参加者
には限定記念バッジプレゼント。コース途中の
休憩所にて軽食の販売を行います。

□期 5月16日（日）
□場 【集合】まちづくり
センター椿坂（JR
奈良線玉水駅から
徒歩15分）
【解散】花しょうぶまつり会場（城陽
市）、木津川市役所駐車場（木津川市）

□問 山背古道推進協議会事務局（城陽市
産業活性室内）
10774-56-4019
50774-52-3020

城陽市　井手町　木津川市

第34回宇治川さくらまつり
宇治川両岸や宇治公園中の島に咲きほこるソ
メイヨシノは圧巻で、中の島にある枝垂れ桜
（宇治川しだれ）も見応え満点。満開の桜のも
と、宇治川春の市やお茶席、花見舟や陶器ま
つりなど多彩な行事が開催されます。

□期 4月3日（土）・4日（日）
□場 府立宇治公園（中の島）
□交京阪宇治駅から徒歩10分またはJR
宇治駅から徒歩15分

□問（社）宇治市観光協会
10774-23-3334
50774-23-3340

宇治市

花しょうぶまつり
城陽市は花しょうぶの全国4大産地の一つと
されており、市の花としても親しまれていま
す。豊かな地下水を利用して栽培されている
花しょうぶを見に来ませんか。

□期 5月16日（日）〈予定〉
□場 城陽市観音堂
□交 JR長池駅から徒歩
15分
□問城陽市観光協会
10774-56-4029
50774-55-0560

城陽市

桜まつり
向日神社の石畳の参道の両側に桜が植えら
れ、満開になると桜のトンネルができます。
桜が咲き誇る境内では、琴や吹奏楽、かぐや
太鼓の演奏や市民参加の演芸などを披露。模
擬店なども出店します。

□期 4月3日（土）・4日（日）
□場 向日神社
□交阪急西向日駅から
徒歩約10分
□問向日市商工会
1075-921-2732
5075-934-2665

向日市

春の観光まつり
燃えるように赤いキリシマツツジや、大輪の
ボタンが見ごろを迎えます。特産物「たけの
こ」などの販売も行います。

□期 4月1日（木）～5月5日（祝）
□場 長岡天満宮・乙訓寺
□交 阪急長岡天神駅から徒歩10～15分
□問 長岡京市観光協会

15075-951-4500

八幡桜まつり
木津川、宇治川、桂川が合流し、淀川となる
1.4㎞の背割堤に植えられた約250本のソメイ
ヨシノがつくるピンクのトンネルで訪れる人
を包みこみます。周囲は大自然が広がり、春
を満喫する絶好のスポットです。

□期 4月1日（木）～4月
11日（日）頃

□場 淀川河川公園背割
堤地区

□交京阪電車八幡市駅
から徒歩約10分

□問八幡市観光協会事務局
15075-981-1141

八幡市

第１１回花見ウォーク
玉露・グリーンティ接待・寿宝寺無料拝観・菜
の花摘み・模擬店・ボランティアガイドによる
案内など、イベントが用意された名所を巡り、
春の魅力を満喫できるハイキングコース。ま
た、素敵な賞品をプレゼントする抽選も行い
ます。要申込み（3月26日締切）。
【参加費】500円（小学生以上）

□期 4月3日（土）9：00～
10：00（受付）

□場 【受付】キララ商店街
□交近鉄新田辺駅東口す
ぐ

□問京田辺市観光案内所
10774-68-2810
50774-68-2817

京田辺市

木津川市

抹茶カフェ「戦国茶屋」
天下分け目の「天王山」で有名な
山崎合戦にちなみ、戦国武将た
ちが楽しんだ茶の湯（お菓子付
きで300円）が味わえます。

□期平成23年10月までの毎
月第一金曜日13:00～
16：00

□場 大山崎町役場庁舎1階
□交 JR山崎駅、阪急大山崎
駅から徒歩15分

□問 大山崎町役場
1075-956-2101
5075-957-1101

大山崎町

井手町

宇治田原町

笠置さくらまつり
日本桜百選に選ばれている笠置の桜を眺めな
がら、桜の下での音楽祭・地域特産物の販売
をいたします。また、天然温泉笠置いこいの
館や、史跡名勝笠置山への
ハイキングも楽しめます。

□期 4月4日（日）
□場笠置町産業振興会
館前

□交ＪＲ「笠置駅」から徒歩１分
□問笠置町企画観光課
10743-95-2301
50743-95-3021

笠置町

わらびとりツアー
わらびを採った後は、わらび弁当を食べます。
和束町の歴史や特産品など貴重なお話も聞け
ます。
【参加費】3,000円

□期 4月中旬頃
□場和束青少年山の家　付近
□交 JR加茂駅から奈良交通バス「和束
山の家」下車　徒歩5分

□問（財）和束町活性化センター
150774-78-3396

お茶の里和束“満喫”イベント
自然の豊かさを肌で感じながら茶摘み体験の
ほか、田舎ウォーク、茶香服、おいしいお茶
の淹れ方、茶工場見学などが体験できます。

□期 5月9日（日）
□場【集合】和束町
体験交流セン
ター
□交 JR加茂駅から
奈良交通バス
「和束小学校」
下車徒歩１分

□問 和束町商工会
10774-78-3321
50774-78-4030

和束町

いちご狩り
川西観光苺園
いちごはすべてハウス栽培されており、販売コ
ーナーではいちごのほかに地場野菜も販売。
自然の中で、水辺遊びやウサギとのふれあい
体験、バーベキューなども楽しめます。要予約。
【料金】大人1100円、小人

900円、幼児600円
※土日祝は各200
円アップ、20名以上
の団体は1割引

□期 5月23日(日)まで
□問10774-94-5230

50774-94-5260

華やぎ観光農園
腰をかがめる必要がない高設栽培と整備され
た通路で、ファミリーから高齢者、車いすの方
も安心して楽しめます。要予約。
【料金】大人1200円、小人1100円、幼児800円

※20名以上の団体は1割引

□期 5月30日(日)までの水・土・日曜日
□問10774-93-4811

50774-93-4822

□交〈両園ともに〉近鉄「新祝園駅」・JR
「祝園駅」から徒歩約20分。京奈和
自動車道「下狛I.C」「学研精華I.C」
からそれぞれ車で約5分

精華町

春の「サクラ」まつり
毎年、見事なサクラが咲き
誇り、八重桜の小路がトンネ
ル状になって通り抜けがで
きます。また、すぐ前を流れ
る木津川の岸辺までおりる
ことができるので、日本の
原風景を楽しめます。

□期 4月中旬
□場 南山城村農林産物直売所 元気むら
活き生き市
150743-93-1000
□交 JR「大河原駅」から徒歩約5分。木津
川市内の「上狛4」交差点から国道163
号を伊賀市方面に車で約30分。

南山城村

第14回ふれあい福祉まつり
福祉関係者やボランティア団体等が協力し合
い、社会福祉活動に対する理解を深めてもら
うことを目的に毎年実施。手話体験・朗読体
験・介護相談・バザーのほか、おでん・みたら
し団子・焼きそばなど各種模擬店を多数出店
します。

□期 3月28日（日）
□場 老人福祉セン
ター玉泉苑及
び石垣公園

□交 JR奈良線「玉
水駅」から徒歩約10分

□問井手町社会福祉協議会
10774-82-3499
50774-82-3642

茶摘み体験交流会
『日本緑茶発祥の地』であるお茶の郷で、茶摘
みや手揉み、茶香服とおいしいお茶の入れ方
を学びます。「ほんまもん」のお茶に触れ、長い
歴史に培われた茶文化を手軽に体験すること
ができます。

□期 5月9日（日）9：30
～16：00

□場ふるさと塾所有
茶園・町総合文化
センター

□交 JR奈良線「宇治駅」・京阪宇治線「宇
治駅」・近鉄京都線「新田辺駅」から
京阪宇治バス「役場南」バス停下車
すぐ

□問 21お茶のふるさと塾
10774-88-4246
50774-88-2189

長岡京市

まゆまろぬいぐるみ・
ピンバッチ・キーホルダーほか

アンケートに答えて

プレゼントとご意見はEメールでもご応募いただけます。 yamashin-ki-kikaku@pref.kyoto.lg.jp

はがきにアンケートの回答と①郵便
番号②住所③氏名④年齢⑤電話番号
を記入し、〒611-0021 宇治市宇治
若森7-6 山城広域振興局「プレゼン
ト」係へ。山城地域の将来像につい
てのご意見もぜひ書き添えてくださ
い。締切は4月14日（水）消印有効。 □問企画振興室10774-21-204950774-22-8865


