城陽市

京都国立博物館・特別展覧会

南山城 古寺巡礼
の

開催
2014年4月22日（火）
〜6月15日（日）
場所：京都国立博物館 京都市東山区茶屋町527
http://www.asahi.com/event/minamiyamashiro/

城陽市

●めんや たけい

麺屋 たけ井

食べる

サンガタウン城陽

見る

八幡市

●さんとりーしゅるいかぶしきがいしゃ きょうとびーるこうじょう

サントリー酒類（株）京都ビール工場

見る

●ひこうじんじゃ

飛行神社

見る

t0774-55-0900

t075-212-9911 MAP P16B2

t075-952-2020

太めの麺とインパクトのある
スープが絡み合うつけ麺。行
列 必 至 の 人 気 店 。つ け 麺
800円〜。

京都サンガFCの練習グラウ
ンド。オフィシャルグッズの店
もある。

サントリーのビール、ザ・プレミア
ム・モルツを作っている工場。工
場見学の後には試飲もできる。オ
リジナルグッズも購入できる。

飛行の原理をライト兄弟より
早く発見したという二宮忠八
氏が大正４年(1915)に創建
した神社。

K長岡京市調子3-1-1kJR長岡
京駅または阪急長岡天神駅から
無料シャトルバスありG見学無料
J見学は10〜15時i臨時休業
あり

K 八幡市八幡土井44k 京阪
八幡市駅から徒歩4分G拝観無
料（資料館は入館300円）J8
〜17時（閉門）※資料館は9〜
16時i無休pなし

K城陽市久世上大谷89-1kJR
城陽駅から城陽さんさんバスプラ
ムイン城陽行きで11分、
サンガタ
ウン下車、徒歩すぐG見学自由
JHP参照i不定休p20台

K 城陽市観音堂甲田48-2
k J R 長 池 駅から徒 歩 1 6 分
J 1 1 〜 1 5 時 i 第 2・4 火 曜
p25台

禅定寺の十一面観音立像

海住山寺の十一面観音立像

京田辺市

精華町

●おこのみやきてっぱんやき うつみ

お好み焼き鉄板焼 内海

食べる

国立国会図書館 関西館
t0774-98-1200

有名プロスポーツ選手の親
類が経営する店。お好み焼
き、焼きそば580円〜がおい
しい。

国立国会図書館の関西館。建物
がとても近代的でカッコいい。

笠置寺の毘沙門天立像

宇治市

●しゅんさいそばどころ やまぶき

旬菜蕎麦処 山ぶき

MAP

食べる

t0774-64-0137

t 0774-23-2517

宇治の土で焼く独特な風合いの焼き
物が魅力の江戸時代から続く窯元。

神童寺の
愛染明王坐像

︵写真
飛鳥園︶

現光寺の
十一面観音坐像

和束町

●きょうとのおうどんやさん たなかや

食べる

t0774-29-1644

t0774-78-2603

自然の中、テニスコート、フット
サルコートや多目的グラウンドな
どで楽しめる野外活動施設。

︵写真 便利堂︶

寿宝寺の
千手観音立像

岩船寺の普賢菩薩騎象像

木津川市

MAP

城陽市

食べる

遊ぶ

温泉

コカ・コーラウエスト京都工場 エコラ館

蟹満寺の
阿弥陀如来坐像

浄瑠璃寺の多聞天立像

︵四天王立像の一体︶

蕎麦人

天然わかさぎ温泉 笠置いこいの館

向日神社

見る

和束町

見る

P16B1

K向日市向日町北山65k阪急
西向日駅から徒歩10分G境内
自由J9〜16時i無休p10台

大山崎町

●あさかしんのうりょうぼ

安積親王陵墓

MAP

見る

●ほうしゃくじ

宝積寺

見る

t 0774-43-5522（2名以上 要予約）MAP P16B2

t 0774-78-3001（和束町地域力推進課）MAP P16C2

t075-956-0047

茶畑の中にある聖武天皇の
第二皇子、安積親王の墓。

K久世郡久御山町田井新荒見128k近鉄大
久保駅から京阪宇治バス23.25系統で19分、
新タマキ下車、徒歩すぐG入館無料J10時
〜、12時30分〜、14時30分〜（3〜10月初
旬の土・日曜、祝日、春・夏休み期間は16時30
分〜もあり）i月曜（第１月曜、祝日、振替休日
除く）※臨時休館ありp１９台

K 相 楽 郡 和 束 町白栖 大 狭 間
kJR加茂駅から奈良交通バス
和束町小杉行きで18分、和束
山の家下車、徒歩10分GJi
見学自由p和束茶カフェ20台
利用

一寸法師伝説の寺。本堂の十
一面観音像、収蔵庫に安置さ
れる閻魔王像と卷族像は国
の重要文化財に指定されて
いる。

あ

和束町

●なかこうじけじゅうたく

中小路家住宅

宇治市

温泉

見る

●むこうじんじゃ

コカ・コーラの誕生秘話など歴史の展
示があり、工場の見学ができる。

t075-921-2657

●てんねんわかさぎおんせん かさぎいこいのやかた

恭仁宮跡（山城国分寺跡）

K木津川市加茂町例幣kJR加
茂駅からコミュニティバス奥畑行
きで7分、恭仁宮跡下車、徒歩す
ぐGJi見学自由pなし

●こか・
こーらうえすときょうとこうじょう えこらかん

K向日市上植野町下川原48k
阪急西向日駅から徒歩8分、JR長
岡京駅から阪急バス1.3.10.11.49.
77.80系統で13分、一文橋下車、
徒歩3分J 10〜17時i月・火
曜、
イベント開催日pなし

笠置町

見る

向日市

●くにきゅうあと
（やましろこくぶんじあと）

t075-921-0217

K城陽市中芦原25-2k近鉄新田辺駅ま
たはJR京田辺駅から京阪宇治バス国立
病院・緑苑坂行きで20分、一休温泉前下
車、徒歩すぐG1200円J10時〜午前1
時
（受付は〜24時）
i第2火曜
（祝日の場
合はその前後、要問合せ）
p150台

食べる

木津川市

春は桜の参道、秋は紅葉で有
名。本殿は室町時代の建築で、
流れ造り様式の代表例。明治
神宮本殿のモデルとなった。

江戸時代後期の建築で国登
録文化財。ひな人形の展示や
音楽会などが催される。

●そばじん

K綴喜郡宇治田原町禅定寺庄地100
kJR宇治駅から京阪宇治交通バス維
中前行きで25分、維中前下車、徒歩30
分G拝観500円J9〜16時i無休p
50台

社寺はもちろん、サントリー山崎蒸溜所な
どの工場見学や、和束青少年山の家など自
然を生かしたスポットでのレクリェーション
も山城ならではの魅力。グルメスポットの
チェックもお忘れなく。

t 0774-73-8191（木津川市観光協会）MAP P16C3

t 0774-54-1419

精華町

P16C2

おすすめ
お
すす
スポット

天平12年（740）に聖武天
皇が遷都し、5年ほど存在し
た恭仁京の跡。都の中心であ
る大極殿とその後の国分寺
七重塔の礎石が残る。

良質の泉質で、充実の温泉設備と露
天風呂などがあるリラクゼーション施
設。

K木津川市梅谷髯谷15-3k近鉄奈
良駅から奈良交通バス加茂駅・南加
茂台五丁目行きで17分、上梅谷下
車、徒歩3分J11〜15時、18〜23
時（売切れ次第終了）i月曜p36台

MAP

た い！

t075-957-3123（総合案内） MAP P16A1

t0774-73-9060

P16B2

見る

茅葺きの本堂が見ごたえある禅寺。
宝物殿の十一面観音立像や仏像群
は見る者を圧倒する。

●あさひびーるおおやまざきさんそうびじゅつかん

豚骨と水のみの直球ど豚骨
スープ。濃厚な中にも旨さが
ある職人魂が宿る一杯。とん
こつラーメン700円。

MAP

禅定寺

ここ も 行 き

天王山山麓の緑につつまれ
た、庭園のある美術館。モネ
の『睡蓮』や、河井寛次郎、濱
田庄司らの陶芸作品を展示。

向日市

●かみがたおんせん いっきゅう きょうとほんかん

●ぜんじょうじ

t 0774-88-4450

P16A1

アサヒビール大山崎山荘美術館

久御山町

P16C2

上方温泉 一休 京都本館

MAP

見る

K乙訓郡大山崎町銭原5-3kJR
山崎駅から徒歩10分G入館900
円J10〜17時(入館は〜16時
30分)i月曜(祝日の場合は翌日)
※臨時休館ありpなし

K相楽郡和束町白栖kJR加茂駅
から奈良交通バス和束町小杉行き
で18分、和束山の家下車、徒歩5
分G宿泊3300円（素泊）
、
高校生
2800円、中学生2400円、小学生
以下2000円i無休p10台

●むてっぽう ほんてん

無鉄砲 本店

遊ぶ

●わづかせいしょうねんやまのいえ

つるつるとしたのど越しのう
どんを提供する山城の有名
店 。冷 や ぶっかけうど ん 中
420円〜。

サントリー山崎蒸溜所

大山崎町

P16B2

和束青少年山の家

宇治田原町

K 大阪府三島郡島本町山崎
5-2-1kJR山崎駅または阪急大
山 崎 駅から徒 歩 1 0 分 G 無 料
（有料セミナーあり）J 10時〜
16時45分（最終入館16時）i工
場休業日

K宇治市宇治山田11k京阪宇治駅か
ら徒歩７分G1日陶芸体験 土ひねり・
絵付け3150円、
ロクロ体験3675円(す
べて要予約)J10〜17時（10時〜12
時30分、13時30分〜16時の2部制）
i月曜
（祝日の場合予約営業）
p4台

K京田辺市河原御影30-8k近
鉄新田辺駅から徒歩2分J11
時30分〜15時、17〜20時i
水・木曜pあり
（3時間まで無料）

京都のおうどん屋さん たなか家

MAP

t075-982-2329 MAP P16B2

P16B1

日本で最初のウイスキー蒸溜所。工場
見学（要予約）の後はウイスキーの試飲
もでき、ショップでは限定品も買える。

●あさひやき さくとうかん

朝日焼 作陶館

MAP

●さんとりーやまざきじょうりゅうしょ

t075-962-1423

P16B3

石臼で挽く淡緑色の十割蕎
麦の人気の秘密は、店主によ
る徹底した蕎麦の実の温度
管理。ざるそばは８００円。

井手町

見る

K相楽郡精華町精華台8-1-3
k近鉄新祝園駅またはJR祝園
駅から奈良交通バス祝園駅光台
循環線で10分、国立国会図書
館下車、徒歩すぐG 入館無料
J10〜18時i日曜、祝日、第3
水曜p300台

K 京田辺市河原里の内
46-10k近鉄新田辺駅から徒
歩5分J17〜23時
（22時30分
LO）
i水曜、
第2・3木曜pなし
京田辺市

大阪府島本町

●こくりつこっかいとしょかん かんさいかん

t0774-63-1822

K 綴 喜 郡 井 手 町 井 手 玉ノ井
20-1kJR玉水駅から徒歩12
分J11〜14時i日曜p20台

15

長岡京市

●さんがたうんじょうよう

MAP

見る

P16B1

t0774-94-5332

t0743-95-2892 MAP P16C3

t0774-22-2513

香りやのど越しにこだわった
そばや皮ごと挽いた玄そば
が人気。ざるそば850円。

家族で楽しめる、ぬめっとし
たお湯が人気の天然温泉日
帰り入浴施設。

K相楽郡精華町光台4-45-10
kJR祝園駅、近鉄新祝園駅か
ら奈良交通バス36.41系統で15
分、光台4丁目下車、徒歩5分J
11〜14時、17〜19時
（午後は
土・日曜、
祝日のみ）
i水曜p6台

K相楽郡笠置町隅田24kJR
笠置駅から徒歩3分G入浴800
円J10〜21時
（受付は〜20時
30分）i第1・3水曜（祝日の場
合は営業）
p170台

宇治茶師独特の建築物「長屋
門」を記念館として、豊臣秀
吉の手紙や宇治茶製造道具
等を展示。

MAP

P16B2

K宇治市宇治妙楽38kJR宇
治駅から徒歩5分G入館200円
J10〜16時i金曜pなし

宇治市

●わづかてんまんぐう

和束天満宮

見る

●おおばく
しゅうだいほんざん まんぷくじ

黄檗宗大本山 萬福寺

t0774-78-2941 MAP P16C2

t0774-32-3900 MAP P16B1

和束の天満宮。室町時代に建
てられた社がある。

中国式の禅宗の寺で日本の
寺とはまた違った趣がある。
普茶料理で有名。予約をすれ
ば座禅体験もできる。

南山城村

見る

P16A1

K乙訓郡大山崎町大山崎銭原
1kJR山崎駅から徒歩15分G
境内自由、
本堂・閻魔堂拝観400
円J9〜16時i無休p５台

K相楽郡和束町園kJR加茂駅
から奈良交通バス和束町小杉
行きで23分、東和束下車、徒歩
すぐG境内自由J9〜16時i
無休p5台

●うじ
・かんばやしきねんかん

宇治・上林記念館

さか

MAP

K宇治市五ヶ庄三番割34kJR
黄檗駅から徒歩5分G拝観500
円J9〜17時（受付は〜16時
30分）
i無休p50台
宇治市

●こいしだにじんじゃ

恋志谷神社

見る

●こうしょうじ

興聖寺

見る

t 0743-93-0105（南山城村産業生活課）MAP P16C3

t0774-21-2040

名前のとおり恋愛や病気平
癒、安産などにご利益がある
という神社。

道元禅師を開祖とする寺。伏
見城の遺構と伝わる本堂や、
紅葉の名所で知られる参道・
琴坂がある。

K 相楽郡南山城村南大河原
k JR大河原駅から徒歩10分
GJi境内自由p３台

見る

MAP

P16B2

K宇治市宇治山田27-1k京阪
宇治駅から徒歩10分G境内自
由、本堂は志納金300円以上
（団体要予約）
J9時〜16時30
分i無休p20台

14

