
開催日時  11 月 15 日（日）
	 9：00 〜 15：00
場　所  綾部市安国寺町		安国寺
問合せ  安国寺もみじ祭り	 	
	 実行委員会
	 TEL：0773-44-1565
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　　ヤギやウサギなど小動物が間近に見ら
れ、バーベキューができる設備も整っている
ふれあい牧場。「秋のふれあい牧場まつり」
では、乗馬体験やツリークライミング®など
の企画が目白押しです。コロッケ、クレープ
などの屋台も出て楽しい1日を過ごせます。

　   たくさんの動物たちとふれあう

開催日時 		11 月 3 日（火・祝）　10：00 〜
場　所 		綾部市位田町　綾部ふれあい牧場
問合せ 	ハイジのキッチン　	 	
	 TEL：0773-48-1000　
アクセス  

	 JR 綾部駅よりあやバス西坂線「下位
田バス停」下車、北へ徒歩20分
		国道 27号「味方北」交差点の北にあ
る綾部消防署先の信号を左折。府道
74号を西へ進む。あやバス「下位田
バス停」先を右折、北へ進む
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 ⑦秋のふれあい牧場まつり

 ⑤コスモスまつり

 ④京都丹州もくもくフェスタ
京都の木について楽しみながら学ぶ

 ②綾部 ｢丹波くり」まつり

8

黒谷和紙と
もみじ祭

⑧⑨もみじ祭り
紅葉の名所として有名な安国寺、
大本には毎年、多数の人が訪れま
す。静かな里山を彩る紅葉は独特
の趣があります。琴の演奏などの
企画のほか、大本では日没後にラ
イトアップも行われます。

　　 紅葉の中で綾部の自然・文化にふれる

やな漁とは、産卵のため川を下る鮎の習性を利用し、川の流れ
に「やな」とよばれる仕掛けを設置して鮎を捕らえる伝統漁法。
期間中、「やな」を見ながら、特設の囲炉裏を囲んで新鮮な鮎
を炭火でじっくりと焼く様子をながめたり、売店や簡易食堂で
鮎ご飯や地元特産品を買い求めたりと、ゆったりとした時を楽
しめます。また、右記の日程で特別イベントが開催されます。

開催期間 	11 月 20 日（金）〜 22日（日）
時　間 	10：00 〜 21：00（20 日のみ日没〜 21：00）
　　　　※夜間はライトアップ
場　所 		綾部市本宮町　大本　※「市街地マップ」参照
問合せ 	綾部市観光協会	 TEL：0773-42-9550
	 綾部もみじまつり実行委員会
	 （綾部商工会議所内）TEL：0773-42-0701

野だてお茶会／コンサート／おみやげ屋台　他催し物（一部）

※掲載イベントは、諸事情により予定が変更になる場合があります。

アクセス   JR山陰本線綾部駅下車、徒歩15分

⑧安国寺もみじ祭り

⑨綾部もみじまつり

   色とりどりの花に囲まれて里山の秋を満喫

白瀬橋のほど近くにある樹木にて、ツリー
クライミング®体験イベントが併催されま
す。専用のロープやサドルを使い、安全に
木登りが楽しめるツリークライミング®。
あなたも挑戦してみませんか？
●時　間／①10：00〜11：30　
　　　　　②12：30〜14：00
　　　　　③14：30〜16：00
●定　員／各回とも 10人
●参加費／大人2,000円、
	 子ども1,000円（保険料を含む）

開催日時  10 月 25 日（日）	　9：30 〜 15：00
場　所  綾部市青野町　由良川花庭園　※「市街地マップ」参照
問合せ  公益社団法人	綾部市シルバー人材センター　
　　　　TEL：0773-42-9030

10 数種類の美しく咲い
たコスモスが由良川花
庭園を彩ります。コス
モスの摘み取りや花苗
の販売のほか、綾部産
みず菜販売、リサイク
ルマーケットなど催し
物多数。

ワンポイント
アドバイス

綾部市菊花会・綾部市民の皆さんが丹
精込めて育てた鮮やかな菊花が多数展
示されます。

秋を彩る菊花を観賞

開催日時  10 月 30 日（金）〜 11月 3日（火・祝）9：00 〜 17：00
場　所  あやべグンゼスクエア	　※「市街地マップ」参照
問合せ  公益社団法人	綾部市シルバー人材センター　
　　　　TEL：0773-42-9030

　　　　秋のバラは香りが豊かで色鮮やかなのが
特徴です。みずみずしい香りと色とりどりに咲くバ
ラをご堪能ください。10/30 〜 11/3の期間はあや
べグンゼスクエア内にて菊花展を同時開催中です。

期　間 	10月17日（土）〜11月15日（日）
　　　　9：00〜 17：00　火曜定休
　　　　			※11月3日（火・祝）は開園、4日（水）は休園

場　所 	綾部バラ園　※「市街地マップ」参照　
問合せ 	あやべ特産館　TEL：0773-43-0811

〜

11
月

　   ①100 種の紙を漉いた匠 福田清展
黒谷和紙の歴史に触れる

9
月

「秋のバラまつり」で賑わう「あやべグンゼスクエア」から
歴史ある大本までの「綾部のまちなか」で、スタンプラリー（プ
レゼントあり）や、工芸展など楽しい催しが盛りだくさん！		
協賛飲食店では、海の京都スペシャルメニューの提供も。

日　時 	10 月 17 日〜	11 月 15 日の土・日、祝日
問合せ 	綾部市観光交流課　TEL：	0773-42-4273

自分たちのまちの魅力を最大限に満喫してもらうため、地元住民が主体
となって造成したコンセプトツアー。綾部では「グンゼから大本にいた
るまちなか」を、名物ガイドの楽しい案内で巡ります。

出発日 	9 月 20 日（日）、27日（日）、10月 18 日（日）、25日（日）、
　　　　31日（土）、11月7日（土）、14日（土）
時　間 	9：50 〜 16：50　 料　金 		7,000 円（大人・子ども同額）
問合せ 	綾部市観光協会　TEL：	0773-42-9550
申込先 	プラスツーリスト株式会社　TEL：0773-42-2055

期　間 	9月1日（火）〜9月30日（水）			
場　所 	下原町由良川河畔
問合せ 	山家地区自治会連合会	TEL：0773-46-0345
														※ 9 月 1日〜 30 日は専用電話
　　　　　080-5704-1484 へ。
アクセス 	

JR山陰本線山家駅下車、徒歩20分

国道 27号 ｢山家｣ 交差点より山家
駅方面へ進み、山家駅手前で右折
し、府道450号を西へ進む

 ③中丹マルシェ10
月

   中丹地域の自然の恵みを味わう

⑥綾部市菊花展

海の京都博参画イベントとして、9月19日〜23日のシルバー
ウィーク中、特別体験プログラムを企画しています。開催日
時や体験料金については、080-5704-1484（9月1日〜 30日
限定）まで。

●	やな漁体験…「やな」の上流で魚を放流。「やな」に上がっ
て漁の手づかみ体験ができます。

● 川釣り体験…地元住民の指導のもと、川釣りにチャレンジ。
●	投網見学＆体験…地元住民による鮎の網漁実演を見学するほ

か、網にかかった魚を外す体験も。

９/13 は綾部駅北口から無料シャトルバス運行
（あやべグンゼスクエア連携イベント会場経由）

日　時
内　容

開催日時  10月10日（土）10：00〜 16：00
場　所  京都丹州木材市場
主　催  京都丹州もくもくフェスタ
　　　　実行委員会
問合せ  綾部市農林課
　　　　TEL：0773-42-4267
アクセス  あやバス西坂線「かじや（里山交
　　　　流研修センター前）」下車、
　　　　徒歩５分　

丹州材や丹州材製品を、一般の方によ
り広く使ってもらうことを目的とした
イベント。木材市場でのセリ子体験や
林業機械の実演・試乗体験、チェンソー
アート、木製品の展示販売コーナーな
ど、木材に触れ合う企画が盛り沢山で
す。当日は木材市場 12 周年創業市お
よび記念式典も同時開催。

綾部駅北口から無料シャトルバス運行
（あやべグンゼスクエア連携イベント会場経由）

100 このあかり展
会場では 17:30 〜 20:00 ま
で、黒谷和紙をつかった 100
このあかりをともし、幻想的
な雰囲気を演出します。9月
19日（土）・20日（日）はあ
かりを作るワークショップ（参
加料 700円）を開催します。

同時開催

開催日時  10 月 3日（土）11：00 〜 15：30
場　所  あやべグンゼスクエア　※「市街地マップ」参照
問合せ  京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室　
　　　　TEL：0773-62-2506

秋の味覚に彩られる収穫
シーズンに、中丹地域なら
ではのご当地グルメをはじ
め、今話題のジビエなど魅
力ある食材が味わえるブー
スが集まります。

9 月下旬〜 10月中旬ごろまで、ふれあい牧場の敷地一面にコスモス
が咲き誇ります。（今回の観光ガイドの表紙写真は昨年の様子です）

ワンポイント
アドバイス
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里山ねっと・あやべ

489

―2― ―3――1―

　　　綾部の秋を彩る一大イベント。綾部各地
の特産品や地元企業の製品の展示、即売など多
くの出店で賑わいます。また、11/7 には、地
域食材を使用した選りすぐりのメニューが並ぶ
「あやべ B級グルメフェア」が開催されます。

開催日時  11月 8	日（日）	10：00〜 15：00
場　所  西町アイタウン		※「市街地マップ」参照

催し物 ● ビンゴゲーム大会／一般参加のパフォー
マンス／似顔絵大会		ほか

出　店 ● 地場農林産物の展示・即売／環境・省
エネルギーの展示／リサイクルマー
ケット／商工業者の地域産品の販売／
企業製品の展示		ほか

綾部の秋の代表的味覚

開催日時  9 月 26 日（土）　
																	10：00 〜 14：00
場　所  綾部市宮代町　JA京都にのくに本店前			※「市街地マップ」参照
問合せ  綾部市農林課　TEL：0773-42-4267

今年で 21回目を迎える綾部 ｢丹
波くり」まつり。綾部の名産 ｢丹
波くり｣ の品評会が行われるほ
か、クリやクリご飯、クリぜんざ
いなどの販売も行われます。ビン
ゴゲームや丹州材を使った木工
教室など楽しい企画も満載。多く
の人でにぎわいます。

綾部市の文化的シンボル・私市円山古墳公
園を守り、PRするお祭り。各種模擬店の出
店のほか、野外ステージでは子ども太鼓や近
隣高校のジャズバンドの演奏が催され、地元
の踊りやご当地ヒーローによるキャラクター
ショーも行われます。

開催日時  11 月 3日（火・祝）	
　　　　10：00 〜 15：00
場　所  綾部市私市町　私市円山古墳公園
問合せ  綾部市観光協会
																		TEL：0773-42-9550
アクセス  

	JR山陰本線高津駅下車、徒歩20分

あやバス「湯殿（私市円山古墳公園前）」下車すぐ

国道27号「味方」交差点から府道8号に入り直進。「鳥ヶ坪」交差点か
ら府道9号を北上。「栗町」	交差点で左折。
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私市円山古墳まつり

9 1

1017
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9 30〜

　　      鮎まつり＆ふれあいコンサート

9月13日（日）11：00〜15：00
魚つかみ、悠々太鼓演奏、音楽ショーなど多
彩なプログラムで大いに盛り上がります。
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あやべ産業まつり

　　　　　　黒谷和紙で有名な黒谷町で鮮やか
に色づいた紅葉を愛でる祭りを開催。屋台の出
店や和紙の販売、ワークショップなどが催され、

地域の伝統が
感じられる秋
の１日です。

開催日時  11 月 15 日（日）10：00 〜 15：00
場　所  綾部市黒谷町
問合せ  黒谷和紙協同組合		TEL：0773-44-0213
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開催日時  9 月 21 日（月・祝）
　　　　　　22日（火・祝）
　　　　10：00 〜 17：30
場　所  黒谷和紙工芸の里
料　金  大人 300 円
	　　　				高校生以下無料
　　　　（紙漉き等の体験料は別途）

問合せ  黒谷和紙協同組合　
　　　　TEL：0773-44-0213
　　　　黒谷和紙工芸の里
　　　　TEL：0773-45-1056
アクセス  あやバス上林線「十倉
																	（黒谷和紙工芸の里前）」
																		下車、徒歩 3分

　　綾部が誇る伝統工芸・
黒谷和紙の発展に尽力した
黒谷和紙協同組合前理事
長・福田清氏の数々の作品
や功績を協会創立 20 周年
を記念して展示します。展
示会のほかにも、神楽のパ
フォーマンスや手すき和紙
体験など参加型イベントも
多数催されます。
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問合せ  あやべ産業まつり実行委員会（綾部市農林課内）
　　　　TEL：0773-42-4266

B 級グルメフェア
開催日時  
11月 7日（土）
10：00〜 15：00
場　所  
あやべグンゼスクエア		
※「市街地マップ」参照

9 19 9 23〜 特別体験プログラム
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