
「眼の観音さま」と親しまれる柳谷観音には
約4500株のあじさいがあり、柏葉アジサイ
など和あじさいを楽しめる。同時期に天然記
念物のモリアオガエルの産卵も見られる。
K長岡京市浄土谷堂ノ谷2k阪急西山天王
山駅から車で15分G拝観無料J9～17時i
無休p100台

t075-956-0017 MAP P16 A1

柳谷観音（楊谷寺）
やなぎだにかんのん（ようこくじ）

長岡京市

京都府一の梅の実生産量を誇る梅林。開花期
には約1万本の白梅が咲き、梅の香りが漂う。
毎年梅まつりが開催され、一般開放される。

K城陽市中中山kJR山城青谷駅から徒歩20
分GJi見学自由（梅まつりは10～15時※観
光協会で要確認）pなし（梅まつり期間のみ臨
時駐車場あり※有料）

t0774-56-4029（城陽市観光協会） MAP P16 B2

青谷梅林
あおだにばいりん

城陽市

南山城地域の歴史と文化を紹介する郷土資料館。火おこし
体験や糸くり・綿くり体験などができる。常設展のほか、時
期によってテーマを変える企画展・特別展もいっしょに観覧
したい。

一休禅師が晩年を過ごしたお
寺。重要文化財に指定されてい
る本堂や一休禅師木像、鐘楼な
どがあり、江戸時代初期の代表
的な庭として方丈庭園が国の名
勝に指定されている。

天下分け目の古戦場として知られる天王山
のハイキングコース。秀吉の天下取りの物
語を解説する陶板が全部で6カ所に設置さ
れている。旗立松展望台からは大山崎町が
一望できる。

K京田辺市薪里ノ内102kJR京田
辺駅から徒歩20分、または近鉄新
田辺駅から徒歩25分G拝観500円
J9～17時（宝物殿は9時30分～
16時30分）i無休p50台（有料）

K木津川市山城町上狛千両岩kJR上狛駅から徒歩20分G
常設展・企画展200円　特別展250円J9時～16時30分
i月曜（祝日の場合は翌日）p15台、バス3台

K乙訓郡大山崎町
k阪急大山崎駅から
徒歩10分（1カ所め
の陶板まで）GJi
見学自由pなし

t0774-62-0193 MAP P16 B2

酬恩庵（一休寺）
しゅうおんあん（いっきゅうじ）

京田辺市

大山崎町

木津川市

t075-956-2101（大山崎町経済環境課） MAP P16 A1

t0774-86-5199 MAP P16 B3

天王山ハイキングコース

「秀吉の道」

ふるさとミュージアム山城

京都府立山城郷土資料館

てんのうざんはいきんぐこーす「ひでよしのみち」

ふるさとみゅーじあむやましろ きょうとふりつやましろきょうどしりょうかん

本能寺で織田信長に謀反を起こした
光秀を、信長の家臣であった秀吉が
討ち破った。

羽柴秀吉と明智光秀

とんち話で有名な「一休さん」は一休宗純（いっ
きゅうそうじゅん）という室町時代の僧侶。幼いこ
ろより漢詩の才能があった。

一休禅師

もっと知ろう山城地域！

見晴らしのいい高台にたたずむしだれ桜は、
京都・円山公園と親木が同じで、江戸時代に
植木されたといわれる。近くに流れる玉川沿
いのソメイヨシノも有名。
K綴喜郡井手町井手東垣内16kJR玉水駅から
徒歩30分G拝観無料J9～17時i無休pなし

t0774-82-6168（井手町役場 産業環境課） MAP P16 B2

地蔵禅院
じぞうぜんいん

井手町

市の景観重要樹木・天然記念物に指定される
きりしまつつじが八条ヶ池中堤で見られる。水
上橋を含む一帯は、「八条ヶ池ふれあい回遊の
みち」と親しまれ、真紅のつつじが咲き誇る。
K長岡京市天神2-15-13kJR長岡京駅から
徒歩25分、または阪急長岡天神駅から徒歩10
分G拝観無料J9～18時（10～3月は～17
時）i無休p60台（有料）

t075-951-1025 MAP P16 B1

長岡天満宮
ながおかてんまんぐう

長岡京市

かつて弘法大師（空海）が在住し、最澄と初
めて出会った歴史のあるお寺。ぼたんの寺と
しても有名で、春には約30種2000株のぼ
たんが見られる。
K長岡京市今里3丁目14-7k阪急長岡天神
駅から徒歩20分G入山500円J8～17時i
無休pなし

t075-951-5759 MAP P16 B1

乙訓寺
おとくにでら

長岡京市

山城地域には、四季折々の草花
や歴史上の人物にゆかりのス
ポットがたくさんある。季節ごと
の景色を楽しんだり、教科書にも
載っているあの人物の足跡をた
どったりしてみよう。

都の裏鬼門に位置する男山（おとこやま）に国家
安泰の社として貞観2年（860）に建てられた。
国の重要文化財に指定されている。平清盛が
１２歳のときに神前で舞を捧げた記録がある。境
内には、八幡の竹を使って白熱電球の長時間点
灯を成功させたエジソンの記念碑も立つ。
K八幡市八幡高坊30k京
阪八幡市駅から男山ケーブル
で3分、男山山上駅下車、徒
歩5分G境内自由J6時30
分～18時（季節により変動あ
り）i無休p80台（有料）

t075-981-3001 MAP P16 B2

石清水八幡宮
いわしみずはちまんぐう

八幡市

平安時代後期の武将。保元
の乱で後白河天皇について
崇徳上皇方を破り、平治の
乱で源義朝を破った。

平清盛

明智光秀の娘、玉が苦難の生
活の中キリスト教の洗礼を受けガ
ラシャと名を改めた。

細川ガラシャ

平安時代中期の女流歌人・作家で源氏物語の
作者。小倉百人一首にも歌を残している。

紫式部

平安時代前期の女流歌
人。出身や経歴は不明
であるが才色兼備であっ
たといわれる。

小野小町

さんぽ

&

『源氏物語』の最後の十帖で舞台となった宇治
で開館したミュージアム。復元模型や映像を通
じて平安時代の文化に親しめる。図書室や記
念撮影、クイズなど無料コーナーもあり。
K宇治市宇治東内45-26
k京阪宇治駅から徒歩8
分、またはJR宇治駅から徒
歩15分G入館500円J9
～17時i月曜（祝日の場合
は翌日）p15台（有料）

t0774-39-9300 MAP P16 B1

宇治市源氏物語
ミュージアム
うじしげんじものがたりみゅーじあむ

宇治市

玉（のちの細川ガラシャ）が細川忠興に興入れした城を復元し
た公園。堀跡や土塁跡があり、園内には玉と忠興の銅像が立
つ。城風の建物は管理棟で、2階に資料展示室がある。
K長岡京市勝竜寺13-1kJR長岡京駅から徒歩10分G入園無料
J9～18時（11～3月は～17時）i火曜（4月最終週、5月1週、11
月第2日曜日の前週及び祝日を除く）、12月28日～1月4日p10台

t075-955-9716（長岡京市役所公園緑地課） MAP P16 B1

勝竜寺城公園
しょうりゅうじじょうこうえん

長岡京市

井手町で没したと伝わる小野小町の供養
塔。井手の風景を詠んだ和歌の石碑や説明
文がある。
K綴喜郡井手町井手東垣内kJR玉水駅か
ら徒歩30分GJi見学自由pなし

t0774-82-6168（井手町役場 産業環境課） MAP P16 B2

小町塚
こまちづか

井手町

法然上人が初めて念仏の教えを説かれた地にあ
る西山浄土宗の総本山。秋の特別入山では釈迦堂
や信楽庭（しんぎょうてい）、寺宝が公開される。「も
みじ参道」と呼ばれる参道のもみじが見どころ。
K長岡京市粟生西条ノ内26-1k阪急長岡天神駅
またはJR長岡京から阪急バス20・22号系統で15
分、旭が丘ホーム前下車、徒歩すぐG紅葉時期の特
別入山500円J9～16時i無休pなし ※紅葉時
期は大変混雑するので公共交通機関の利用を

t075-955-0002 MAP P16 A1

光明寺
こうみょうじ

長岡京市

数多くの文化財が存在し、行場めぐりなどで
も知られる笠置寺境内にあるもみじ公園で
は11月ごろ真っ赤な紅葉が見られる。山頂
からは木津川が一望できる。
K相楽郡笠置町笠置山kJR笠置駅から車で
10分G入山拝観300円J9～17時i無休
p30台（有料）

t0743-95-2159（笠置町商工会） MAP P16 C3

笠置山もみじ公園
かさぎやま もみじこうえん

笠置町

あじさい園に約50種1万株のあじさいがあ
り、西洋アジサイや額アジサイ、柏葉アジサ
イのほか、幻のあじさいといわれる七段花な
どがある。「あじさい寺」とも呼ばれている。
K宇治市菟道滋賀谷21k京阪三室戸駅から徒
歩15分G拝観500円（宝物殿別途300円）J8
時30分～16時30分（11～3月は～16時、拝観
受付は30分前まで）i無休p300台（有料）

t0774-21-2067 MAP P16 B1

三室戸寺
みむろとじ

宇治市

約240種類の椿が見られ、椿寺として親しま
れている。毎年2月15日～4月15日は本堂
で椿展が開催され、50種類の椿が展示され
る。住職の奥様による説明があることも。
K久世郡久御山町佐山双置80k近鉄大久保駅から京阪バス淀行き
で10分、佐山下車、徒歩すぐG拝観無料J9～17時i無休p20台

t0774-41-6036 MAP P16 B2

椿寺 浄安寺
つばきでら じょうあんじ

久御山町

きりしま
つつじ
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