
宇治川の紅葉（宇治市）

玉川の山吹（井手町）

青谷梅林（城陽市）

神童寺のみつばつつじ（木津川市）

永谷宗円生家（宇治田原町）
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六地蔵駅
ろくじぞう

　京都市と宇治市の境に位置し、「宇治の北の玄関口」と言われています。

　宇治をより楽しんでいただけるようお手伝いするボランティアガイド

をぜひご利用ください。

ガイドの利用について

○ガイドのお申し込み

・なるべく１週間位前までに利用日、時間、人数、ガイドの種類、行

きたい場所などをご連絡ください。

・なお、当日のお申し込みについても可能な限り対応いたします。
○ご利用料金

・1,000円（ガイド１名の交通費）
　ガイド１名につき、お客様２名から15名程
度までのグループをご案内しております。

・それ以上のグループには、ガイド数を増や

してご案内しますので、ご相談ください。
○ガイドの種類

・一般観光：市内の主要な観光地をご案内します。

・源氏物語：源氏物語宇治十帖の古跡などを専門にご案内します。

・外国語：英語を中心に外国人の方をご案内します。
○ご利用時間等

・ご利用時間は、原則として１回につき４時間までです。

・ご案内時間は午前９時から午後５時までです。

・有料施設利用料、案内中の交通費については、実費をご負担ください。

・ＪＲ京都駅から　約16分（快速約11分）
・ＪＲ奈良駅から　約53分（快速約36分）

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp

宇治観光ボランティアガイド

～やさしく旅のお手伝いをします～
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木幡駅
こはた

・ＪＲ京都駅から　約18分
・ＪＲ奈良駅から　約51分

宇治陵
　宇治市には平安時代に権勢をふるった藤原氏繁栄の

名残が各地に見られます。その藤原氏一門の人たちが

多く葬られたとされるのが宇治陵です。木幡には37ヶ

所に散在する古跡があり、これが藤原氏栄華の跡をし

のぶ「宇治陵墓群」です。この37ヶ所の陵墓のうち、

今となっては場所を明確に示せないものもあります

が、藤原道長や頼道の墓がこの一群中にあるはずです。

許波多神社
　大化元年（645年）皇極天皇が中臣鎌足に命

じて造営させたと伝えられています。「名木

百選」のクスノキやヤブツバキが茂る境内に

は藤原基経の墓と伝わる宇治陵36号墳墓もあ

ります。

炭山
　炭山は、宇治市の北東にある緑豊かな里山で、昭和40年代に京都市内か

ら窯元が移り住んだことから陶芸村として発展してきました。窯元見学や

陶芸体験などを行ってみてはいかがですか？

●協同組合炭山陶芸

　TEL：0774-32-5904
●協同組合炭山工芸村

　TEL：0774-31-5824
●京焼炭山協同組合

　TEL：0774-32-2001

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp
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コースガイド

黄檗駅
おうばく

黄檗山萬福寺

　黄檗山萬福寺は中国の僧隠

元（いんげん）が1661年に開

山した禅宗の寺院です。異国

情緒の漂う広大な境内では、

今も雲水達が厳しい戒律のも

と、日夜修行に励んでいます。

　当寺の名物である中国風精

進料理の普茶料理をいただく

こともでき、華やかな見た目

とヘルシーさが人気を呼んで

います。また、一般の方用に

座禅体験・研修なども行って

おります。

●TEL：0774-32-3900
●拝観時間：９時～16時30分
●要拝観料

駒蹄影園碑

蔵林寺
　浄土宗の

お寺で、平

安時代後期

の仏像四体

が安置され

ています。

隼上り瓦窯跡

安養寺
　 北 向 地

蔵、延命地

蔵との異名

をもち、脚

気に効能が

あると伝え

られ住民か

ら慕われた

仏さまであ

る地蔵菩薩

立像が安置されています。

黄檗駅

・ＪＲ京都駅から　約22分
・ＪＲ奈良駅から　約47分

!ウォーキング距離　約４km
!所要時間　約３時間

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp

マップは駅又は
ＪＲおでかけネット
で入手できます
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黄檗ほていまつり
（黄檗山萬福寺）

　布袋さんのご縁日にちなみ毎月

８日（２月、８月はお休み）はフ

リーマーケットや催しで賑わいま

す。拝観料が無料になりますの

で、この機会に出掛けてみてはい

かがですか？

あじさい園（三室戸寺）

　毎年６月頃から開園されるあじ

さい園では、約1万株のアジサイ
が咲き誇ります。また、「つつじ・

しゃくなげ園」「蓮園」なども花が

咲く４月や７月の時期に開園され

ています。

厳島神社

三室戸寺

　約1200年前に創建されたと
いわれる本山修験宗の別格本

山で、西国三十三ヶ所巡礼の

十番札所です。花の寺として

も有名で、ツツジやアジサイ、

ハスの花が咲く時期には多く

の人々が訪れます。
●TEL：0774-21-2067
●拝観時間

　４月１日～10月31日
　　８時30分～16時30分
　11月1日～3月31日
　　８時30分～16時
●要拝観料

　黄檗周辺には、古くからの文化

財を伝える寺社があります。

宇治駅
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コースガイド

宇治駅
うじ

夢浮橋
橋姫
平等院
　平安後期1052年に宇治関白
藤原頼通が、父道長の別荘を寺

院に改めたものです。創建当時

は宇治川や、対岸の山並みを取

り入れて西方浄土を現したも

のといわれ、各地の寺院造営に

影響を与えました。世界文化遺

産に登録されています。
●TEL：0774-21-2861
●拝観時間：庭園、平等院ミュー

ジアム鳳翔館においてそれぞ

れ異なりますので、お問い合

わせください。平等院では、

平成24年９月３日～平成26年
３月31日（予定）まで国宝平等
院鳳凰堂の修理を実施してい

ます。鳳凰堂は素屋根に覆わ

れ内部拝観はできませんが、

平等院ミュージアムは通常通

り開館されています。
●要拝観料

市営茶室「対鳳庵」
　宇治茶の

振興と茶道

の普及を目

的とした本

格的な茶室で、本場の宇治茶

に季節のお菓子を添えてお点

前をしています。初めてでも

お気軽にどうぞ。
●TEL：0774-23-3334
　　　（宇治市観光センター）
●開席時間：10時～16時
●利用料金：一客500円

宿木
十三重石塔
宇治川先陣の碑
宇治十帖モニュメント
宇治神社
早蕨
宇治上神社
　本殿は、平安時代後期に建

てられた現存するわが国最古

の神社建築で、境内には宇治

宇治駅
!ウォーキング距離　約７km
!所要時間　約４時間30分

・ＪＲ京都駅から　約26分（快速約17分）
・ＪＲ奈良駅から　約40分（快速約31分）

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp

マップは駅又は
ＪＲおでかけネット
で入手できます
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七名水のひ

とつ「桐原

水」があり

ます。世界

文化遺産に登録されています。
●TEL：0774-21-4634
●拝観時間：９時～16時30分
●拝観料無料

総角
源氏物語ミュージアム
　観光客や

市民の方々

に楽しみな

がら平安文

化を理解してもらおうという

もので、源氏ファンにとっては

見逃せない施設です。
●TEL：0774-39-9300
●開館時間：９時～17時
　休館日：月曜日・年末年始
●要観覧料

蜻蛉
浮舟（三室戸寺）
手習
椎本（彼方神社）
東屋
宇治橋

４月上旬　宇治川さくらまつり
６月５日～６日未明　あがた祭り
６月中旬～９月下旬
　宇治川の鵜飼
８月９日　宇治川花火大会
10月上旬　宇治茶まつり
10月下旬　宇治田楽まつり
10月下旬～11月上旬
　宇治十帖スタンプラリー

宇治川、宇治橋
　大化２年

（646）に僧
道登によっ

て架けられ

たと伝えられ、現在の橋は1996
年に完成したものです。

　平安後期に以仁王と源頼政が

平氏打倒を計画し、頼政勢と平家

側がここ宇治川で衝突しました。

茶
だ
ん
ご

宇治駅
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宇治田原町
うじたわらちょう

コースガイド

京阪宇治バス「維中前」

柿屋（11～12月）

信西入道塚（大道寺）

　平清盛と親交のあった藤原

信西が「平治の乱」において

宇治田原で命を落とし、その

首塚といわれる。

旧登山道

金胎寺・山頂

湯屋谷コース

永谷宗円生家

　江戸時代、現在の緑茶製法

につながる製法を開発普及さ

せた永谷宗円ゆかりの地。休

日には内部を公開。

京阪宇治バス
「工業団地口」

宇治駅

!ウォーキング距離　約10km
!所要時間　約７時間

鷲峰山登山道～祈りの参詣道

・ＪＲ京都駅から　約60分（快速約50分）
・ＪＲ奈良駅から　約70分（快速約60分）
※維中前バス停まで

お問い合わせ：宇治田原町産業振興課

TEL：0774-88-6638　FAX：0774-88-3231
HP：http://www.town.ujitawara.kyoto.jp

マップは駅又は
ＪＲおでかけネット
で入手できます



沿線イベント

重要文化財紹介 特産品

観光情報

9

５月第２日曜日　茶摘み体験交流会

【町指定文化財】

　信西入道塚、永谷宗円生家

宇治茶

古老柿（12月～翌年１月）

　宇治田原には全部で５つのウォーキングコースを設定。

　ガイドマップもあり。

宇治田原町ＨＰ　http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/

観光ボランティアガイドクラブ
　宇治田原いいとこ案内人の会

　　代表：中村　俊機　　電話：0774-88-2690
　　ＨＰ：http://ujitawara.info/

ＪＡ京都やましろ農産物直売所田原店「宇治茶の郷」

　町内の生産者が持ち寄る新鮮な野菜や花

木、漬物やこんにゃくなどの加工品を販売。

抹茶や玉露を味わえる喫茶も併設。年末年

始は「古老柿」も販売。

●〒610-0255 宇治田原町大字郷之口小字

　中林12（「郷之口」バス停徒歩１分）
●電話　0774-88-2629
●営業時間　AM９：30～PM４：30

　　　　　　（年末年始休）
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ＪＲ小倉駅
じぇいあーる おぐら

・ＪＲ京都駅から　約31分
・ＪＲ奈良駅から　約38分

小倉
　小倉は古くからお茶の産地であり、現在でもお茶の老舗や古い民家が

残っています。地域の守り神である巨椋神社の近くには「玉露製茶発祥之

碑」が立っており、玉露が世に出る経緯が刻まれています。

丸久小山園

　小倉に本社工場を構える丸久小山園の槇島工場では、製茶の工場見学が

できます。試飲や抹茶体験等もできます。

丸久小山園本社工場

●お問い合わせ：0774-20-0909　　●平日予約制

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp

茶
園
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槇島
　かつて槇島は宇治川の中洲にありました。織田信長と反目した足利義昭

は、槇島城の槇島昭光を頼りに逃れましたが、追い詰められ降伏しました。

槇島城跡の碑
　宇治川の中洲に築かれた槇島城は、秀吉に

よって廃されたと伝えられています。

槇島城記念碑

　槇島の歴史や文化を保存・継承しようと平成16年に建てられました。

宇治茶
　宇治茶は鎌倉時代の初めごろ宇治に伝えら

れたとされており、江戸時代には徳川幕府に

よって手厚く庇護され、高級茶の代名詞とな

りました。将軍に御用のお茶を献上する「お

茶壷道中」は、明治時代まで続けられました。

　宇治で生産されている茶は、てん茶と玉露

が中心で、一部煎茶もあります。
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コースガイド

新田駅
しんでん

カムループス通り
　宇治市とカナダのカ

ムループス市は、1990

年に友好都市盟約を結

びました。友好を記念

して、下居大久保線に

「カムループス通り」

と愛称がつけられ、ま

た地元の小・中学生ら

がペイントした高さ４

メートルのトーテン

ポール（10本）が宇治

市植物公園入場門付近

に立ち並び、美しい並

木と調和して、すっか

り風景になじんでいま

す。

新田駅

・ＪＲ京都駅から　約34分
・ＪＲ奈良駅から　約35分

!ウォーキング距離　約７km
!所要時間　約４時間30分～カナダ・カムループス市と友好のしるし～

カムループス通りへ

お問い合わせ：（社）宇治市観光協会

TEL：0774-23-3334　FAX：0774-23-3340
HP：http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp
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宇治市植物公園
　山城総合運動公園

（太陽が丘）の西隣に

ある植物公園。

　園内には、ガジュマ

ル、ヤシ、ブーゲンビ

リアなどの熱帯、亜熱

帯植物が四季を通じて

鑑賞できる緑の休憩所

（温室）をはじめ、花

と水のタペストリー、

花の広場、ハーブ園な

どがあります。

山城総合運動公園（太陽が丘）
　甲子園球場の約25倍

の面積を持つ府立の総

合運動公園。

１年を通じて様々なス

ポーツが楽しめ、「冒

険の森」「あそびの森」

「ふるさとの森」「ふ

れあいの森」の４つの

森があり、バードウ

オッチングや森林浴が

気軽に楽しめます。

宇治駅
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コースガイド

城陽駅
じょうよう

久世神社

久世廃寺跡
　奈良時代の大寺院跡。

平川廃寺跡
　奈良時代の大寺院跡で、塔

跡は国分寺に匹敵する。

久津川車塚古墳
　古墳時代中期に築かれた、

南山城で最大の前方後円墳で

す。墳丘は葺石、埴輪列が

めぐる三段でしたが、現在１

段目は地面の下になっていま

す。明治27年の旧国鉄奈良線
建設時に、王者の棺と呼ばれ

る長持形石棺が発掘され、南

山城地域を支配した大首長の

存在や大和政権との密接な結

びつきが考えられます。

芭蕉塚古墳

丸塚古墳

正道官衙遺跡

　奈良時代の郡衙（役所）跡

で、建物遺構が分かる全国的

にも貴重な遺跡としてイメー

ジ復元されています。この地

域は平城京からすると、瀬戸

内・日本海の両方に通じる交

通に恵まれた位置にあり、さ

らに、有力な豪族がいて栄え

城陽駅

・ＪＲ京都駅から　約37分（快速約23分）
・ＪＲ奈良駅から　約32分（快速約25分）

!ウォーキング距離　約５km
!所要時間　約２時間

お問い合わせ：城陽市観光協会

TEL：0774-56-4029　FAX：0774-55-0560
HP：http://www.joyo-kankou.jp/
城陽市観光案内ボランティアクラブ（五里五里のふるさとガイド）

　城陽は「古墳のまち」として知られ、その

代表的な古墳や奈良時代の寺院跡、役所跡な

ど５ヶ所の国指定史跡をめぐり、城陽の古代を想起するコースです。

五里五里の
ふるさとガイド
おすすめ !!

緑色の文字は国指定史跡・重文等です。
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４月上旬　城陽の桜と史跡をめぐるウォーク（主催：城陽市観光協会）

４月　山背古道～春のは～ふウォーク～（主催：山背古道推進協議会）

９月　あらす観光いも掘りウォーク（主催：城陽市観光協会）

11月　山背古道とことんウォーキング（主催：山背古道推進協議会）
11月　山背彩りの市（主催：にぎわいづくりの会）
12月　光のページェントTWINKLE JOYO（主催：城陽市観光協会）

ショップ「五里五里の里」

　ショップ「五里五里の里」は、青谷特産城州

白を使った梅加工品やお茶・お漬物・和菓子

の他ロト・ナンバーズ・宝くじの販売やおしゃ

れで可愛いサンガグッズや手づくり工芸品・お

弁当・お菓子・パン・ドリンク類を取りそろえ

て皆さまのご利用をお待ちしています。

いちじく

さつまいも

●城陽市観光協会

　電話：0774-56-4029
●山背古道推進協議会

　事務局　城陽市商工観光課

　　　　　電話：0774-56-4019
●にぎわいづくりの会

　事務局　城陽市商工観光課

　　　　　電話：0774-56-4018

た地として官衙が置かれたと

考えられます。

芝ヶ原古墳

芝ヶ原遺跡

久世鷺坂の碑

城陽駅
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コースガイド

長池駅
ながいけ

長池の碑
　城陽が「五里五里の里」の

由縁の碑。

長池の町並み

森山遺跡
　木津

川を望

む丘陵

上に営

まれた

縄文時

代から古墳時代の集落遺跡で

す。遺跡公園として、遺構の

一部が復元されています。

旦椋神社
　覆屋の中の本殿は市域で唯

一の二間社流造です。江戸時

代には東半分が「冑大明神」、

西が「天満宮」とされ、冑大

明神は、治承4年(1180)平家
追討の軍を挙げたが敗れた悲

劇の皇子 高倉宮以任王の冑を
祀ったと伝えられています。

二本松の碑
　大和街道の通過地点で、

十六、田原、中村の分かれ道

に建つ道標。京都と奈良の中

間点にあるこの地点には二本

松があり、当時の旅人は遠く

からはこの松を目標としてい

ました。二本松は、京都から

長池駅

・ＪＲ京都駅から　約40分
・ＪＲ奈良駅から　約29分

!ウォーキング距離　約６km
!所要時間　約２時間30分　宿場町の面影を残す長池から、５月には

市の花、花しょうぶや一面にカキツバタが

咲き乱れる「花の小径」へと訪れるコースです。

お問い合わせ：城陽市観光協会

TEL：0774-56-4029　FAX：0774-55-0560
HP：http://www.joyo-kankou.jp/
城陽市観光案内ボランティアクラブ（五里五里のふるさとガイド）

五里五里の

ふるさとガイド

おすすめ !!

緑色の文字は国指定史跡・重文等です。

青色の文字は特産に関するスポットです。
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涌水花き
カラー、花しょうぶ

カキツバタ、花ハス

●城陽市観光協会

　電話：0774-56-4029
●城陽茶まつり実行委員会

　城陽市農政課

　電話：0774-56-4005
●山背古道推進協議会

　事務局／城陽市商工観光課

　　　　　電話：0774-56-4019

と奈良からの双方の旅人がそ

れぞれ一本ずつの松を植えて

里程としました。ところがそ

の二本の松が一本に重なり、

やがて上に伸びるとまた二本

に分かれたと言われ、そこで

神が宿る「旅の守り木」とし

て信仰を集めていました。

雨乞い地蔵

花の小径

　５月にはハウスの花しょう

ぶと路地咲きカキツバタが開

花。

４月　山背古道

　　　～春のは～ふウォーク～

　　　（主催：山背古道推進協議会）

５月　花しょうぶと史跡めぐり

　　　ウォーク（仮称）

　　　（主催：城陽市観光協会）

10月　城陽茶まつり
　　　（主催：城陽茶まつり実行

　　　委員会）

11月　山背古道
　　　とことんウォーキング

　　　（主催：山背古道推進協議会）

長池駅
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コースガイド

山城青谷駅
やましろあおだに

市辺天満神社

西生寺

大谷梅林

城山梅林

中梅林（梅まつり会場）
　梅まつりの

会場となって

おり、期間中

は城州白を中

心とした白梅が咲き誇ります。

中天満神社
　菅原道真を祭神とする旧中

村の産土神で、本殿は江戸時

代初期に築造の一間社流造で

す。拝殿にあ

る「おかげ踊

り絵馬」は慶

応３年（1867）

のもので、「ええじゃないか」

と呼ばれる騒ぎの中での絵馬

です。慶応年間の絵馬は全国

に６面しかありません。

龍福寺
　慶長12年（1607）
に開基の浄土宗の

寺で、本尊は阿弥

陀如来です。元禄

３年（1690）の火災
で本尊を失い、現在の本尊は

奈良の寺から受けたもので、

制作時期は不明です。

　境内の墓地参道に手を左ほ

ほに当てた「歯痛地蔵」が安

置されています。医療が不十

分な頃の拠り所であったので

しょうか。

城陽酒造
　創業は明治28年の造り酒屋
で、今では南山城では唯一とな

山城青谷駅

・ＪＲ京都駅から　約44分
・ＪＲ奈良駅から　約25分

　府下最大の梅の名所、青谷の各梅林に趣き

を訪ねるコースを観光案内ボランティアが案

内します。開花期以外にも社寺、史跡コースがあります。

お問い合わせ：城陽市観光協会

TEL：0774-56-4029　FAX：0774-55-0560
HP：http://www.joyo-kankou.jp/
城陽市観光案内ボランティアクラブ（五里五里のふるさとガイド）

五里五里の

ふるさとガイド

おすすめ !!

!ウォーキング距離　約７km
!所要時間　約３時間

青色の文字は特産に関するスポットです。
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２月下旬～３月中旬　青谷梅まつり（主催：梅まつり実行委員会）

梅まつり期間中の　　青谷史跡めぐり

各日曜日（３月第１週を除く）（主催：城陽市観光案内ボランティアクラブ）

３月　山背古道梅探検（主催：山背古道探検隊）

３月　城陽（青谷梅林）の梅の花をめぐるウォーク（主催：城陽市観光協会）

４月　山背古道～春のは～ふウォーク～（主催：山背古道推進協議会）

８月　鴨谷の滝・高塚林道椎尾ノ滝をめぐるアドベンチャーウォークと

　　　温泉を楽しむ～鴨谷の滝ツアー～（主催：城陽市観光協会）

11月　山背古道とことんウォーキング（主催：山背古道推進協議会）

清酒、梅酒

梅

●梅まつり実行委員会　事務局／城陽市観光協会　　電話：0774-56-4029
　　　　　　　　　　　　　　　城陽市商工観光課　電話：0774-56-4019
●城陽市観光案内ボランティアクラブ

　事務局／城陽市観光協会　電話：0774-56-4029
●山背古道探検隊　事務局／井手町企画財政課　電話：0774-82-6162
●城陽市観光協会　電話：0774-56-4029
●山背古道推進協議会　事務局／城陽市商工観光課　電話：0774-56-4019

りました。地下100ｍから汲み
上げた木津川の伏流水と厳選

された酒米を用いてこだわり

の手法での吟醸酒や青谷梅林

の名産梅「城州白」による梅酒

は定評があります。

山城青谷駅

大
谷
梅
林
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コースガイド

山城多賀駅
やましろたが

高神社

龍王の滝

万灯呂山展望台

山城多賀フルーツライン

井手町農産物直売所
なごやか市

・ＪＲ京都駅から　約47分
・ＪＲ奈良駅から　約21分

!ウォーキング距離　約８km
!所要時間　約６時間　万灯呂山からの絶景と龍王の滝、

観光農園を巡るコース。

　京都府景観資産に登録の万灯呂山展望台や雨乞い神事で知られる龍王の滝を

巡り、観光農園や農産物直売所も立ち寄ることができるコース。健脚には万灯

呂山展望台から東に４キロメートルの大正池周辺のハイキングもおススメです。

＝観光スポット

山城多賀駅

山城多賀駅

お問い合わせ：井手町産業環境課

TEL：0774-82-6168　FAX：0774-82-5055
HP：http://www.town.ide.kyoto.jp/
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【京都府指定文化財】

高神社
　延喜式内社。本殿は三間社流造
で、猿楽奉納の記録としては日本
最古級の鎌倉文書を伝える。府指
定文化財。

【京都府景観資産】

万灯呂山展望台
　京都府景観資産に指定。雨乞い
の儀式の際に灯篭が無数に連なっ
たことから万灯呂山と呼ばれる。
京都タワーや五山の送り火などを
はじめ、奈良方面も見渡せる。

大正池
　京都府景観資産。府内最大級の
農業用ため池で23万トンの水を
湛える。池畔にはキャンプや宿泊
などができる野外施設「大正池グ
リーンパーク」がある。

　万灯呂山より東に約４㎞。

農産物直売所井手町店「なごやか市」

　ＪＡ京都やましろ井手町支店敷地内にある農産物直売

所井手町店「なごやか市」。多くの新鮮野菜や農産物加

工品、花き、米などを販売。

●〒610-0301 綴喜郡井手町大字多賀小字東松ヶ花56-1
●電話　0774-82-2046
●営業時間　AM９：30～PM３：00（年末年始休）

観光ボランティアガイドクラブ
井手町ふるさと

ガイドボランティアの会

ボランティアガイドのお申し込み

〒610-0302
綴喜郡井手町井手二本松3-1
井手町教育委員会社会教育課内

TEL：0774-82-5700
FAX：0774-82-5701

大正池



22

コースガイド

玉水駅
たまみず

山吹の碑

六角井戸

橘諸兄公旧跡

まちづくりセンター
椿坂（石橋瓦窯跡）

小野小町塚

地蔵禅院

玉津岡神社

井手町文化財展示室

井提寺跡

蛙塚

・ＪＲ京都駅から　約50分（快速約30分）
・ＪＲ奈良駅から　約18分（快速約17分）

!ウォーキング距離　約６km
!所要時間　約４時間

お問い合わせ：井手町産業環境課

TEL：0774-82-6168　FAX：0774-82-5055
HP：http://www.town.ide.kyoto.jp/

　奈良時代の左大臣橘諸兄が住んでいた

井手の里を巡るコース。

　山吹の碑や小町塚など、多くの古典文学に登場する歌枕の里の旧跡を巡り

ます。コース中の玉川は平成の名水百選に選定され、桜並木や山吹が咲くこ

とで知られています。諸兄がいた時代の足跡を歩きます。

玉水駅

玉水駅

＝観光スポット

マップは駅又は
ＪＲおでかけネット
で入手できます
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観光ボランティアガイドクラブ
井手町ふるさと
ガイドボランティアの会

ボランティアガイドのお申し込み
〒610-0302
綴喜郡井手町井手二本松3-1
井手町教育委員会社会教育課内
TEL：0774-82-5700
FAX：0774-82-5701

４月上旬　井手町さくらまつり

秋　山背古道とことんウォーキング

【京都府指定文化財】

地蔵禅院のしだれ桜
　京都円山公園の
しだれ桜と、親木
同士が姉妹木とい
われ、京都府の天
然記念物に指定。
境内から、けいはんな学研都市や奈良方
面を一望できる。

【国指定史跡】

石橋瓦窯跡
　その出土瓦の型式から、平城京大安
寺に瓦を供給した窯跡であり、『大安寺
伽藍縁起并流記資材帳』に記された「棚

玉水駅前休憩所 さくら

　井手町の玄関口、ＪＲ玉水駅前で喫茶休憩所を営業し
ています。井手町の観光パンフレットを置いています。
日替わり定食や喫茶など有。
●〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原
●営業時間　９：00～16：00　●定 休 日　毎週日曜日

倉瓦屋」と位置付けられた。平成17年
度に国の史跡指定（史跡大安寺旧境内
附石橋瓦窯跡）。

井手町文化財展示室
（井手町井手二本松自然休養村

管理センター内）
展示内容＜１階展示室＞
町内遺跡出土遺物展示、企画展示

スペース 

＜２階展示室＞
　古文書、民俗資料展示 
●開館時間：平日10時～17時
　（入場16時30分まで）
●入場無料
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コースガイド

棚倉駅
たなくら

涌出宮

神童寺

天神社

稲荷山

蟹満寺

筒井浄妙塚

高倉神社（以仁王御墓）

★以仁王：後白河天皇第２皇

子。1180年源頼政が平家討

棚倉駅

・ＪＲ京都駅から　約53分
・ＪＲ奈良駅から　約14分

!ウォーキング距離　約10km
!所要時間　約５時間

お問い合わせ：（一社）木津川市観光協会

TEL：0774-73-8191　FAX：0774-73-8136
HP：http://www.0774.or.jp

棚倉から１日コース

マップは駅又は
ＪＲおでかけネット
で入手できます
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筍、お茶

　涌出宮で毎年２月に行われる
「居籠祭」は天下の奇祭。同じく
秋の「饗応の相撲（あーえーのす
もう）」・「百味の御食（ひゃくみ
のおんじき）」等の宮座行事は国
の重要無形民俗文化財に指定。
　観光スポットでは、桜がいずれ
も美しい。

観光ボランティアガイドクラブ
山城町ふるさと案内人の会

蟹満寺「蟹供養放生会」

　４月18日13：00～
　娘に助けられた蟹が蛇に求婚さ

れて困っている娘を救うため、蛇

をかみ殺して恩返ししたという縁

起による。
●JR棚倉駅から徒歩約20分

山背古道とことん
　ウォーキング（11月）

【国　宝】

　蟹満寺・釈迦如来坐像

【重要文化財】

　神童寺・蔵王堂

　神童寺・木造不動明王立像

　天神社・十三重石塔

【国重要無形民俗文化財】

　涌出宮の宮座行事

伐のため王を擁立したが戦

いに破れ、奈良に赴く途中

この地で流れ矢に当たり落

命。筒井浄妙は王に従った

三井寺の堂衆。

玉水駅
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コースガイド

上狛駅
かみこま

上狛環濠集落

茶問屋街

　上狛の南部集落には古くか

らの茶商業に関する建物が多

く、茶問屋街の雰囲気を色濃

く残している。

泉橋寺

　石造地蔵菩薩坐像は鎌倉時

代に造られたもので、高さ

4.58ｍあり日本一の石地蔵と

して有名。

高麗寺跡

　府内最古の寺院跡。渡来人

狛氏の氏寺として創建された

と考えられる。

上狛駅

・ＪＲ京都駅から　約57分
・ＪＲ奈良駅から　約10分

!ウォーキング距離　約９km
!所要時間　約４時間

上狛１日コース

お問い合わせ：（一社）木津川市観光協会

TEL：0774-73-8191　FAX：0774-73-8136
HP：http://www.0774.or.jp
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筍、お茶

　毎年、夏には地蔵まつりが、泉

橋寺（７月23日・８月24日－数珠
繰り）と法蓮寺（７月24日）で行わ
れ、沿道には、夜店も出店される。

観光ボランティアガイドクラブ
山城町ふるさと案内人の会

府立山城郷土資料館

常設展、企画展あり
●TEL：0774-86-5199
●開館時間：９時～16時30分
●休館日：月曜日・年末年始
●入館料：一般200円

山背古道とことん
　ウォーキング（11月）

【重要文化財】

　松尾神社・本殿

府立山城郷土資料館

松尾神社

椿井大塚山古墳

上狛駅
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コースガイド

木津駅
きづ

上津遺跡公園

安福寺

ならず柿・首洗池

木津惣墓五輪塔

三柱常夜灯

岡田国神社

木津駅東口

・ＪＲ京都駅から　約61分（快速約37分）
・ＪＲ奈良駅から　約７分（快速約６分）

!ウォーキング距離　約５km
!所要時間　約３時間

奈良街道コース

木津駅西口

お問い合わせ：（一社）木津川市観光協会

TEL：0774-73-8191　FAX：0774-73-8136
HP：http://www.0774.or.jp
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相楽木綿、梅谷の大根・スイカ、鹿背山の柿

　東大寺・興福寺を焼き討ちした

平重衡は、後に源氏に敗れ木津川

の河原で斬首された。その供養塔

といわれる十三重石塔が安福寺境

内にあり、春には桜が美しい。ま

た、近くには重衡ゆかりの“なら

ず柿”・“首洗い池”がある。

大仏鉄道

　奈良－加茂間約10キロ。明治31
年開通、40年廃線。営業期間が短
く「幻の大仏鉄道」と呼ばれる。

梶ヶ谷・鹿背山地区周辺に遺構と

して橋台や遂道が保存状態よく

残っている。前方は現在のJR大
和路線、手前が大仏線の橋台。
●木津駅より大和路線加茂駅下車

木津御輿祭

　10月第４週の土曜日（20日が土曜
日の場合は20日）に御霊神社、日曜
日に岡田国神社、田中神社、それ

ぞれの御輿が町内を練り歩き、午

後に各神社への宮入りが行われる。

山背古道とことん
　ウォーキング（11月）

【重要文化財】

　相楽神社・本殿

【京都府指定無形文化財】

　相楽神社・「御田」「餅花」

　●木津駅より学研都市線西木津

駅下車徒歩約５分

観音寺橋台
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城陽駅～長池駅～山城青谷駅～山城多賀駅
～玉水駅～棚倉駅～上狛駅～木津駅山背古道

コースガイド

JR城陽駅
⬇

鴻ノ巣山
　鴻ノ巣山は海抜117ｍであり、山
頂からは木津川、淀川が一望でき、

遠くには生駒、比叡、愛宕の連山を

はるかに望むことが出来ます。春に

は咲き競う桜やツツジの花が見られ

ます。現在は、散策道や東屋、展望

台、さくら見台が整備されています。

⬇

城陽市総合運動公園
　鴻ノ巣山のふもとに広がる約16ha
の敷地に、体育館、野球場、テニス

コート等のあるスポーツゾーンと大

芝生広場、ローラースライダーなど

のあるレクリエーションゾーンが設

けられています。

⬇

谷川ホタル公園
　ゲンジボタルの生息地として知ら

れる南谷川に親しむ水辺の公園で

す。ホタルが飛び交う時期には幻想

的な光景が見られます。

⬇

まちづくりセンター椿坂
　井手の豊かな里山の景観が広が

り、下帯恋物語の舞台となった椿坂

や石橋瓦窯跡など歴史資源に恵まれ

た上井手の棚田に、まちづくり活動

や住民交流の拠点としてつくられま

した。館内では特産品の販売のほか、

無料でお茶をふるまっています。

⬇

蟹満寺
　白鳳期末期（680年代）に建立された
と伝えられ、「古今著聞集」や「今昔

物語集」に出てくる蟹の恩返しの縁

起と国宝の釈迦如来坐像で有名です。

⬇

椿井大塚山古墳
　全国でも屈指の大きさを誇る前方

後円墳で、出土した30数枚の三角縁
神獣鏡は、卑弥呼の鏡といわれ、「邪

馬台国畿内説」の最大根拠となって

います。

⬇

JR木津駅

!ウォーキング距離　約23km
!所要時間　約７時間

お問い合わせ：山背古道推進協議会事務局（城陽市商工観光課）

TEL：0774-56-4019　FAX：0774-56-3999　HP：http://www.yamashiro-kodo.gr.jp/contents/index.html

　山背古道は京都府南部の城陽市、井手町、

木津川市の３つの市町にまたがり、京都と奈良の間、南山城の山ぎ

わをうねるように続く散策道です。この小径には、沿道には豊富な

歴史遺産や、自然、のどかな里山の風景が広がります。

ルートマップや詳細は
山背古道推進協議会事務局へ

お問い合わせください。
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本ソフトウェアは、京都府と株式会社ATR-Promotionsが共同で提供するサービスです。

「京都ちずぶらり」は、AppStoreで提供してます。

「京都ちずぶらり」でご検索下さい。是非ダウンロードして、京都の観光を楽し

んでおくれやす。

おかげさんで、日本の方だけやなく世界中の方が京都にきてくれはります。
せやけど、お客さんの知ってはる京都だけが京都やあらしまへん。京都はもっと
広いんよ？せやから自分の足で、いろんな所にいかなあきまへんえ。
「京都ちずぶらり」は、京都各地が分かりやすく描かれたイラスト地図に、お客
さんが今いてはる場所を教えてくれはる「iPhone/iPad」のアプリどす。

ようこそ京都へおいでやすようこそ京都へ

京都市内全体地図、

東福寺・伏見稲荷大社周辺地図、

嵐山周辺地図、大原周辺地図、

京都府庁界隈歴史散策マップ

などがこのアプリの中にありますえ。

「京都ちずぶらり」
DOWNLOAD FREE



平成25年３月発行：JR奈良線沿線観光キャンペーン推進協議会（事務局：京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室）
　　　　　　　　〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6　　 TEL：0774-21-2103
　　　　　　　　E-mail：yamashin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp　URL：http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/no-shoko/

ＪＲ奈良線沿線観光キャンペーン推進協議会
［設立経緯］
　ＪＲと連携した観光振興の気運が高まる中、包括的な連携組織として、平成18年３月24
日に「ＪＲ西日本・京都府観光連携推進協議会」（会長：京都府観光連盟会長）が設立され、

この連携組織の地域におけるブロック組織として、ＪＲ奈良線沿線における観光資源等を

活用し、観光誘客の促進、地域の観光振興を図ることを目的として、平成18年８月９日に
「ＪＲ奈良線沿線観光キャンペーン推進協議会」が設立されました。

［参画団体］
●宇治市、城陽市、木津川市、井手町、宇治田原町
●（社）宇治市観光協会、城陽市観光協会、（一社）木津川市観光協会、（公社）京都府観光連盟
●ＪＲ西日本近畿統括本部
●京都府商工労働観光部観光課、京都府山城広域振興局商工労働観光室（事務局）

［事業内容］
●ＪＲ西日本の観光宣伝ツールを活用した観光情報の発信
●管内観光情報の整備・データベースの作成
●観光キャンペーンの実施

沿線市町のご当地キャラクター

山城地域へのアクセス
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