
※下記掲載のイベントは今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報等につきましては、各イベントの「問合せ先」にお問い合せ下さい。 令和2年9月23日　現在

（丹後広域振興局記者懇談会発表資料）

月日 時間 イベント名 場所 問合せ先 内容 交通機関

10月10日（土）
～

10月11日（日）

神谷太刀宮大祭
神谷神社及び
久美浜一区

（京丹後市久美浜町）

京丹後市観光協会
久美浜町支部

（久美浜町観光総合案内所内）
TEL:0772-82-1781

5基の太鼓が神谷神社に集結し、迫力ある技を披露。その後町内
を練り歩きます。

丹鉄宮豊線「久美浜」駅から徒歩15
分、又は車で約3分。

10月10日（土）
～

10月11日（日）

金刀比羅神社
秋祭り

金刀比羅神社
・

小西川沿いステージ
（京丹後市峰山町）

峰山伝統芸能振興会
（羽衣ステーション内）

TEL:0772-62-8560

宵宮祭は10日夕方18:00から金刀比羅神社境内で行われ、芸屋台
やよさこい踊り、若杉太鼓・若杉神楽などが披露・奉納されま
す。11日は金刀比羅大神の大神輿が威勢よくかつがれ、町内を
巡行。午後からは小西川沿いステージで子供踊りや若杉神楽・
神社神輿など披露されます。

丹鉄宮豊線「峰山」駅から徒歩約15
分。

10月11日（日）
 受付　8:00～13：00
 祭事　9:00～17：00

赤ちゃん初土俵入り 山王宮日吉神社
（宮津市）

山王宮日吉神社
TEL:0772-22-3356

江戸時代初期から続く山王宮日吉神社境内の摂社・杉末神社の
例祭。化粧まわしをつけた幼児が見えない神様を相手に相撲を
取るという全国でも珍しい神事。

丹鉄宮舞線/宮豊線「宮津」駅から
徒歩約20分。

10月上旬

きものでぶらり♪
ちりめん街道

ちりめん街道一帯
（与謝郡与謝野町）

きものでぶらり♪
ちりめん街道実行委員会
（与謝野町観光協会）

TEL:0772-43-0155
きものが似合う町並み「ちりめん街道」で地元ならではの飲食
ブースをはじめ和装関連小物やきもの販売、ステージショーな
ど楽しい催しが盛り沢山。

・丹鉄宮豊線「与謝野」駅から車で
約15分。
・山陰近畿自動車道「与謝天橋立
IC」から車で約15分。

10月中旬 18:00～21:00

城下町宮津七万石
和火2020

宮津市寺町界隈
金屋谷周辺
（宮津市）

宮津市産業経済部
商工観光課観光係
TEL:0772-45-1625

宮津寺町周辺が、竹やペットボトルによる手作り灯籠でライト
アップされます。
お寺での演奏や模擬店などを楽しみながら散策し、宮津の歴史
文化に触れることができるまち歩きイベントです。

丹鉄宮舞線/宮豊線「宮津」駅から
徒歩約15分。

10月18日（日） 9:00～15:00
細川ガラシャ夫人像

写生会

大手川ふれあい広場
ガラシャ夫人像周辺

（宮津市）

大河ドラマ「麒麟がくる」
宮津市推進協議会

誘客宣伝部会
（天橋立観光協会）
TEL:0772-22-8030

宮津で幸せな日々を過ごした細川ガラシャに思いを馳せて、描
いてみましょう！
※小雨決行　雨天中止
◆参加対象　幼児～高校生（幼児は保護者同伴）
◆募集人数　先着40名
◆参加費　　無料（昼食希望の方は別途有料（1,080円））
◆申込先　　天橋立観光協会（10月4日（日）締切り）

・京都縦貫自動車道「宮津天橋立」
ICから車で約5分。
・丹鉄宮舞線/丹鉄宮豊線「宮津」
駅から徒歩約10分。

10月17日（土）
～

10月18日（日）

17日　10:00～17:00
18日　10:00～16:00

第22回
Tango Good Goods

見本市

宮津市民体育館
（宮津市）

（公財）丹後地域地場産業
振興センター

TEL:0772-72-5261

Tango Good Goodsの認定商品を一堂に集めた見本市展示販売が
開催されます。「うまいもの横丁」（テイクアウトのみ）、お
買い上げお楽しみ抽選、匠の技体験コーナーも行われます。

・丹鉄宮舞線/丹鉄宮豊線「宮津」
駅から徒歩約15分。
・山陰近畿自動車道「宮津天橋立
IC」から車で約5分。

令和２年１０月　丹後広域振興局管内のイベント紹介

開催中止となりました。 

開催中止となりました。(神事のみ実施) 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 
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令和２年１０月　丹後広域振興局管内のイベント紹介

10月中旬

受付　　7:45～
開会式　8:40～

ｽﾀｰﾄ　 9:15
（2.5㎞）

ｽﾀｰﾄ　10:00
（5㎞,10㎞）

第23回
あみの八丁浜

ロードレース大会

網野北小学校周辺から
八丁浜海岸道路

（京丹後市網野町）

京丹後市体育協会
網野支部

TEL:0772-69-0663
田茂井宗一・志水見千子両氏の功績をたたえ、二人の生まれ
育った網野町の豊かな自然の中、健康増進と体力向上に毎年数
多くのランナ－が参加します。

丹鉄宮豊線「網野」駅から車で約10
分。

10月中旬 9:30～14:00

第33回
大内峠紅葉まつり

大内峠一字観公園一帯
（与謝郡与謝野町）

大内峠紅葉まつり実行委員会
（大内峠保勝会）
TEL:0772-46-4056

紅葉が色づき始める頃、日本三景天橋立を横一文字に見られる
絶景地においてカラオケ大会、バザー、宝探し、ボケ封じ祈祷
等多数の行事が行われます。

・丹鉄宮豊線「天橋立」駅から丹海
バスで「弓木」下車、徒歩30分。
・山陰近畿自動車道「与謝天橋立」
ICから車で約15分。

10月中旬 9:00～15:00

第30回
久美浜まるかじりまつり

久美浜浜公園
（京丹後市久美浜町）

久美浜まるかじりまつり
実行委員会事務局
（久美浜市民局）
TEL:0772-69-0716 恒例の地元農産物や飲食物の出店に加え、フリーマーケット、

お馴染みの大鍋、餅つき・餅まきなどがあります。
丹鉄宮豊線「久美浜」駅から徒歩15
分、又は車で約3分。

10月23日（金） 14:00～16:30
丹後食育フォーラム

勤労者総合福祉センター
野田川わーくぱる

（与謝郡与謝野町）

丹後保健所
TEL:0772-62-4312

「地産地消の効果と可能性」をテーマに、丹後の食の魅力を再
認識するとともに、その魅力を次世代へ伝えるための食育につ
いて考える機会とします。
　地産地消における先進事例(講師:彦根市立病院 栄養科 管理
栄養士 大橋 佐智子氏)や、地域に根ざした食育活動をされてい
る「きょうと食いく先生」から今後の食育活動のヒントが得ら
れる貴重な機会です。
■対象：食育関係者、食育に関心がある方　等
■参加費：無料
■お申し込み先：丹後保健所(TEL:0772-62-4312 FAX:0772-62-
4368)
■お申し込み期限:１０月１６日(金)※当日参加不可

・丹鉄宮豊線「与謝野」駅から丹海
バス(病院線)「農協前」下車、徒歩
約5分。
・山陰近畿自動車道「与謝天橋立
IC」から車で約15分。

10月25日（日） 10:00～15:30

2020
丹後きものまつり

in 天橋立
天橋立周辺
（宮津市）

丹後きものまつり実行委員会
（丹後織物工業組合内）

TEL:0772-68-5211 天橋立がきもので染まる１０月恒例の注目イベント。丹後ちり
めんきものショー、遊歩スタンプラリー、野点やきものパレー
ドなど、盛りだくさんです。

丹鉄宮豊線「天橋立」駅から徒歩約
5分。

10月26日（月）
10:00～16:00

（予定）
京丹後ガストロノミカ

アミティ丹後
（京丹後市網野町）

京丹後市商工観光部観光振興課
TEL:0772-69-0450

京丹後市農林水産部農業振興課
TEL:0772-69-0410

料理人、生産者など「食」に携わる事業者らが発表や交流を行
います。

・丹鉄宮豊線「網野」駅から車で約
5分。
・山陰近畿自動車道「京丹後大宮
IC」から車で約30分。

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 
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10月27日（火）
～

11月1日（日）

10:00～15:00

※浜町ギャラリーは
17:00まで

細川ゆかりの地
WEEK in 宮津･天橋立
～見よう！知ろう!
体感しよう！～

ミップル3階浜町ギャラリー
第3コミュニティルーム
第1コミュニティルーム

（※第1については10月31日
～11月1日まで）
（宮津市）

大河ドラマ「麒麟がくる」
推進協議会事務局

（宮津市商工観光課内）
TEL:0772-45-1625

大河ドラマの等身大パネルの展示、細川ガラシャ夫人像写生会
作品展示や丹後宮津桔梗の会展示がされます。10月31日～11月1
日は着座型VR体験や細川忠興･ガラシャのなりきり体験、11月1
日には細川ガラシャ夫人像写生会の表彰式が行われます。
※新型コロナウイルス感染症のため、イベント内容が変更にな
る場合がございます。

・京都縦貫自動車道「宮津天橋立」
ICから車で約5分。
・丹鉄宮舞線/丹鉄宮豊線「宮津」
駅から徒歩約15分。

10月下旬 10:00～15:00

郷土資料館祭り 京丹後市郷土資料館
（京丹後市網野町）

京丹後市教育委員会
文化財保護課

TEL:0772-69-0640 「手機体験」や「勾玉作り体験」紙すきでハガキ作りや組紐ス
トラップなどが体験できます。
入館料・体験料は無料。

丹鉄宮豊線「網野」駅から車で約10
分。

10月下旬
模擬店 16:00～
花火 19:30～

日本三景
天橋立ふゆ花火

丹後海陸交通一の宮駅
駐車場

（宮津市）

天橋立駅観光案内所
TEL:0772-22-8030

冬の訪れを告げるこの花火大会は、今年で16回目を迎えます。
模擬店やライブイベントが開催され、晩秋の澄んだ夜空に打ち
上げ花火が彩ります。

丹鉄宮豊線「天橋立」駅から徒歩5
分の天橋立桟橋から遊覧船で12分、
一の宮桟橋下船、徒歩すぐ。

10月下旬 10:00～14:00

伊根のうみゃーもん祭
伊根町役場周辺

（与謝郡伊根町）
伊根町農林漁業振興会
（伊根町地域整備課）

TEL:0772-32-0505 「伊根マグロの即売」や「うみゃーもん抽選会」の他、農産
物・水産物販売、地元生産者団体の模擬店もあります。

・山陰近畿自動車道「与謝天橋立
IC」から車で約50分。
・丹鉄宮豊線「天橋立」駅から丹海
バス「伊根診療所前」下車徒歩約１
分。

京都府丹後広域振興局　農林商工部　農商工連携･推進課

TEL(0772)-62-4304    FAX(0772)-62-4333

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 


