●その他のイベント、地域のお祭りなど（一般の参加者として参加する催し）
市町村

名称

京丹後市

丹後王国「食のみやこ」 月例祭

京丹後市

水無月祭

京丹後市

峰山金刀比羅神社大祭

神輿を始め、芸屋台、山車の巡航に加
え、太刀振り、神楽、太鼓など奉納芸能 10月7日（土）～8（日）
団体が巡航し、伝統芸能を披露。

京丹後市

弥栄町あしぎぬ顕彰祭

京丹後市

開催場所

問い合わせ先（主催者等）

ホームページ等

丹後王国「食のみやこ」
（京丹後市弥栄町鳥取123）

一般財団法人丹後王国食のみやこ
0772-65-4461

http://www.pref.kyoto.jp/t
ango/no詳細はこちら
shoko/20151225.html

京丹後市網野町浅茂川 八丁浜

水無月祭典委員会
0772-72-0009

http://www.kyotango.gr.
詳細はこちら
jp/event/%E6%B5%85%E
8%8C%82%E5%B7%9D%E

峰山金刀比羅神社周辺
（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）
0772-62-8560

http://www.konpirasan.
詳細はこちら
com/02/0101.html

顕彰祭の神事の式典後に、境内での抽
選会やゲーム、くじ引き等が行われ、夜
7月2日（日）
には花火打ち上げや露天の出店があ
る。

京丹後市弥栄町字鳥取八ヶ崎 毘沙門天境内

京丹後市商工会（弥栄支所）
0772-65-3137

http://www.pref.kyoto.j
詳細はこちら
p/gyoji/t02.html

こまねこまつり

金比羅神社に祀られる養蚕の神をお守
りする「狛猫」をモチーフに、アート展や
9月17日（日）
創作飲食メニュー等の「ねこ企画」が行
われます。

京都丹後鉄道峰山駅～京丹後市役所～金比羅
神社～御旅商店アーケードを結ぶエリア
（京丹後市峰山町泉1165-2 周辺）

こまねこまつり実行委員会事務局
0772-62-8560

http://www.kyotango.gr.
jp/event/%E3%81%93%E
詳細はこちら
3%81%BE%E3%81%AD%E
3%81%93%E3%81%BE%E3
%81%A4%E3%82%8A/

京丹後市

千日会観光祭

兜山の大文字の点灯に始まり、打ち上
げ花火や3,000個の灯篭流しなど、夏の 8月9日（水）
夜を鮮やかに彩ります。

久美浜公園
（京丹後市久美浜町3137）

千日会観光祭実行委員会事務局
0772-82-1781

詳細はこちら
http://www.pref.kyoto.j
p/gyoji/t07.html

京丹後市

フェスタ飛天

京丹後市に伝わる「羽衣伝説・七夕伝
説」をイベントコンセプトとして、市民自 8月6日（日）
らが企画・運営・参加するイベントです。

京丹後市役所駐車場
（京丹後市峰山町杉谷889）

フェスタ「飛天」実行委員会
0772-69-0470

京丹後市

夕日ヶ浦納涼花火大会

浜詰海水浴場周辺
（京丹後市網野町浜詰）

夕日ヶ浦観光協会
0772-74-9350

宮津市

文殊堂出船祭

宮津市天橋立廻旋橋付近

天橋立文珠繁栄会
0772-22-8030

宮津市

宮津燈籠流し花火大会

宮津市字島崎、本町・駅前通り、浜町地先宮津
湾一帯

宮津燈籠流し花火大会実行委員会
（宮津商工会議所内）
0772-22-5131

https://www.kyo.or.jp/
詳細はこちら
miyazu/hanabi/

宮津市

天橋立ツーデーウォーク

宮津湾周辺

天橋立ツーデーウォーク実行委員会
0772-45-1624

詳細はこちら
http://www.city.miyazu.
kyoto.jp/

丹後広域振興局
農林商工部商工労働観光室
連絡先：0772-62-4304

宮津市街地、寺町周辺

宮津市観光定住課
0772-45-1625

詳細はこちら
http://www.city.miyazu.
kyoto.jp/

丹後広域振興局
農林商工部商工労働観光室
連絡先：0772-62-4304

宮津市

内容

開催日時

各月の月例祭の内容については、右記
毎月第３日曜日
アドレスをご確認願います。
昼間の神輿巡行から夜の花火大会ま
でたくさんの人で賑わう夏祭り。神輿巡 7月30日（日）
行の最大の見せ場は海上渡御。

夕日が美しいことで知られる浜詰海水
浴場で行われる花火大会です。

8月15日（火）

「九世戸縁起」伝説を再現し、松明が灯
された海上舞台の上で金銀２頭の龍が ７月24日（月）
舞う。クライマックスには打上花火。
海上は精霊船と９千個余りの燈籠で埋
8月14日（月）～16日
め尽くされ、夜空には花火が咲き乱れ
（水）
る。
６kmから30kmまでの７コース。ケーブル
カーや観光船に乗れるコースもあり、2 9月30日（土）
日目は全てのコースで天橋立股のぞき 10月1日（日）
が楽しめる。要参加費。

宮津寺町を竹やペットボトルなど約1万
城下町宮津七万石 和火（やわ 個の手作り灯籠でライトアップ。郷土芸 10月6日（金）～8日
らび）2017
能や演奏会などの催し物を楽しみなが （日）
ら散策する。

その他（備考）

http://www.kyotokankou.or.jp/event/?id=
詳細はこちら
2621&r=1500551690.33
24
http://www.kyotokankou.or.jp/info_search
詳細はこちら
/?event_id=2844&r=150
0551723.7866
http://www.amanohashi
詳細はこちら
date.jp/blog/724%e3%80
%80%e5%a4%a9%e6%a9%8

宮津市

丹後きものまつりin天橋立

着物の良さと日本三景・天橋立を全国
に発信。着物ファッションショー、お茶
席、抽選会、着物パレードほか。

10月15日（日）

天橋立周辺

丹後きものまつり実行委員会
0772-68-5211

http://www.tanko.or.jp/
詳細はこちら
kimonomaturi/

丹後広域振興局
農林商工部商工労働観光室
連絡先：0772-62-4304

宮津市

宮津ええもん市

宮津産の食材など宮津の逸品を集め
たええもん市。

11月19日（日）

宮津市民体育館

宮津市農林水産課
0772-45-1626

詳細はこちら
http://www.city.miyazu.
kyoto.jp/

丹後広域振興局
農林商工部商工労働観光室
連絡先：0772-62-4304

綾部市

あやべ夏あかり

綾部の特色を表現したさまざまなテー
マの創作あかりを設置

8月11日(金・祝)～15
日（火）午後7時～9時

あやべグンゼスクエア(綾部市青野町)

あやべ盆おどり大会実行委員会（綾部市観
光協会）
TEL：0773-42-9550

詳細はこちら
http://ayabekankou.net/

綾部市

あやべ山家観光やな漁

伝統漁法を再現し、鮎などを捕える。鮎
9月1日（金）～30日
の塩焼きや鮎めしの販売のほか、やな
（土）
漁体験もできる（要予約）。9/10には鮎
午前10時～午後3時
まつり＆ふれあいコンサートも開催

由良川特設会場（綾部市下原町野毛）

山家地区自治会連合会
TEL：0773-46-0345

綾部市

由良川マルシェ

ご当地グルメのブース出店

あやべグンゼスクエア(綾部市青野町)

綾部市

コスモスまつり

10数種類の美しいコスモスが咲き誇る 10月22日（日）
コスモスの摘み取りや花苗の販売など

綾部市

綾部市菊花展

丹精込めて育てられた菊花が多数展示 10月29日（日）～11月
される
3日（祝・金）

綾部市

綾部市民平和祈願のつどい

終戦の日の8月15日に、国旗と市旗、
世界連邦旗を掲揚し、市民憲章の唱
和、戦没者への黙とう、市歌や世界連
邦の歌の合唱などを行います。

9月30日（土）

8/15(火) 午前７時～

由良川花庭園（綾部市青野町）

あやべグンゼスクエア(綾部市青野町)

中丹広域振興局農林商工部商工労働観光
http://www.pref.kyoto.j
詳細はこちら
室
p.chutan/syoukan/
TEL：0773-62-2506
公益社団法人綾部市シルバー人材セン
詳細はこちら
ター
http;//ayabe-sjc.jp/
TEL：0773-42-9030
公益社団法人綾部市シルバー人材セン
詳細はこちら
ター
http;//ayabe-sjc.jp/
TEL：0773-42-9030

藤山山頂（綾部市上野町）

綾部市企画政策課
TEL：0773-42-4215

http://www.city.ayabe.l
詳細はこちら
g.jp/kikaku/

綾部市

水源の里 市志「どんぐりの森」で里山
子どものための森林学習教室 の役割、遊び方を学ぶ。ツリークライミ 7月29日（土）
ング体験、カブトムシの採集など。

水源の里 市志

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

http://www.ayabe詳細はこちら
suigen.com/

綾部市

9/3（日）, 9/6（水）,
毎年人気のボランティア体験イベント。 9/9（土）, 9/10（日）,
水源の里 古屋 とちの実拾い 参加者には、大人気おばあちゃんの作 9/13（水）, 9/16（土）,
るとち餅ぜんざいも有り。
9/18（月・祝）,9/23
（木・祝）の全8回

水源の里 古屋

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

http://www.ayabesuigen.com/

※現地集合、現地解散です

※現地集合、現地解散です

詳細はこちら

綾部市

水源の里 市志 稲刈り体験

実った稲を手刈りして、稲木干しの仕方
9/16（土）
を学ぶ体験

水源の里 市志

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

詳細はこちら
http://www.ayabesuigen.com/

※現地集合、現地解散です

綾部市

水源の里 草壁 稲刈り体験

手刈りによるもち米の収穫と稲木干し
体験。合わせて、もちつき大会も実施

10/7（土）

水源の里 草壁

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

http://www.ayabe詳細はこちら
suigen.com/

※現地集合、現地解散です

綾部市

光野峠交流会

水源の里 市志と水源の里 光野の間
10月予定
にある峠を活用した交流会。

水源の里 市志

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

http://www.ayabe詳細はこちら
suigen.com/

※現地集合、現地解散です

綾部市

水源の里 古屋
とち餅づくり講習会

古屋のおばあちゃん直伝の
とち餅作り講習会

水源の里 古屋

上林いきいきセンター
電話：0773-54-0095

http://www.ayabe詳細はこちら
suigen.com/

※現地集合、現地解散です

10/21（土）

6/24、7/22、8/26、
和知地域で伝承されている人形浄瑠
9/23、10/14、11/25、
璃、和知太鼓、小畑万歳等の定期公演
1/27、2/24、3/24
（月１回開催）
各回13時30分～

道の駅 和（なごみ）道路情報センター内
伝統芸能常設館

京丹波町

京丹波町伝統芸能定期公演

京丹波町

梅田納涼大会

京丹波町

京たんば花火大会

町内唯一の花火大会。旧丹波地区の
夏祭りとして定着。

8月5日（土） 夕方～

須知川水辺公園（道の駅丹波マーケス隣）及び
須知区文化センター前周辺

京丹波町

鉄道開通記念 ふるさと祭り

鉄道開通を祝う祭りとして開催され、旧
和知地区の夏祭りとして定着。

8月26日（土） 15時

JR和知駅前広場

京丹波町

ばち供養2017

京丹波町

梅田地域振興会・梅田公民館主催の夏
8月19日（土）夕方～ 旧明俊小学校グラウンド、梅田振興センター周辺
祭り。

和知太鼓保存会のイベント。他の和太
8月12日（土） 夕方頃
鼓とのコラボ等例年多くの参加がある。

道の駅 和（なごみ）広場

みずほ夕涼み大会

地域住民手づくりの夏祭り。旧瑞穂地
区の夏祭りとして定着。

8月11日（金） 夕方

京丹波町瑞穂支所周辺

京丹波町

森のｴｸｽｶｰｼｮﾝ・森林散策

森の京都事業として28年度から開催。
森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰとの森林散策。今年度
は和音祭にも参加予定。

10月15日（土） 9時

丹波広域基幹林道およびアグリパークわち周辺

京丹波町

和音祭

都市農村交流的イベント。音楽と地元
食が楽しめます

10月15日（日） 10時

アグリパークわち

京丹波町

わちふれあい祭り

歌謡ショーや模擬店出展など、地域の
手づくりイベント。

10月14日（土） 10時

道の駅 和（なごみ）特設会場

京丹波町

上和知中部村まつり

地域住民の交流イベント。

10月29日（日） 10時
頃

京丹波町わち地域交流拠点施設（わち夢広場）

道の駅 和 道路情報センター
＜問い合わせ先＞
京丹波町和知支所 0771-84-0200
梅田地域振興会
＜問い合わせ先＞
京丹波町瑞穂支所 0771-86-0150
ふれあい祭り実行委員会
＜問い合わせ先＞
京丹波町商工会 0771-82-0575
わちふるさと祭り実行委員会
＜問い合わせ先＞
京丹波町和知支所 0771-84-0200
和知太鼓保存会
＜問い合わせ先＞
京丹波町和知支所 0771-84-0200
みずほ夕涼み大会実行委員会
＜問い合わせ先＞
京丹波町瑞穂支所 0771-86-0150

http://www.kyotamba.o
rg/%E4%BA%AC%E4%B8
詳細はこちら
%B9%E6%B3%A2%E7%94%
BA%E4%BC%9D%E7%B5%
B1%E8%8A%B8%E8%83%
http://www.town.kyota
mba.kyoto.jp/chiikishien
詳細はこちら
/joho/event.html
https://hanabi.walkerpl
詳細はこちら
us.com/detail/ar0726e0
0488/
http://www.kyotokankou.or.jp/event/?id=
詳細はこちら
9643&r=1500554817.63
http://www.kyotamba.o
詳細はこちら
rg/%E3%81%B0%E3%81%
A1%E4%BE%9B%E9%A4%
http://www.kyotokankou.or.jp/info_search
詳細はこちら
/?event_id=9451&r=150

京丹波町農林振興課 0771-82-3808
和音祭実行委員会
＜問い合わせ先＞
京丹波町和知支所 0771-84-0200
梅田地域振興会
＜問い合わせ先＞
京丹波町瑞穂支所 0771-86-0150
上和知中部村おこし委員会
＜問い合わせ先＞
京丹波町和知支所 0771-84-0200

http://www.kyotamba.o
詳細はこちら
rg/event/
http://morinokyotohaku
.jp/festival/3747/
詳細はこちら
http://www.kyotamba.o
詳細はこちら
rg/event/

●その他のイベント、地域のお祭りなど（一般の参加者として参加する催し）
市町村

名称

内容

開催日時

亀岡市

郷土の伝統芸能である「丹波音頭」の
保存継承と普及を図るとともに、亀岡平
和祭協賛事業として、恒久平和を祈念
し、大踊り大会を開催します。
当日は「丹波音頭」のほか、「亀岡音
頭」「湯の花小唄」「光秀音頭」の4曲が
亀岡平和祭「亀岡大踊り大会」 踊られます。
8月6日
市内の各町自治会・各種団体・事業
所等をはじめ、多数の市民参加があ
り、真夏の亀岡観光の風物詩として定
着しています。昨年、初開催し、好評
だった「丹波音頭踊りコンテスト」を今年
も実施します。

亀岡市

世界の恒久平和とふるさと亀岡の平和
を祈念する亀岡平和祭の一大行事とし
て、平和祈念式典で採火した火に、「平
和」への願いを込めて、花火を点火して
打ち上げています。
亀岡平和保津川市民花火大会
8月7日
熟練花火師が腕を競い合う芸術花火
シリーズや市民花火シリーズ、スターマ
インなどの豪快な花火が夏の夜空を彩
り、毎年、市内外から多数の観光客を
集めています。

亀岡市

井手町

アグリフェスタ

地元産の新鮮野菜やスイカ、かき氷等
の販売やスーパボールすくい、吹き矢
ＪＡ京都やましろ井手町支店夏
等のお子様体験コーナー。
8／5（土）
祭り
また、千円以上お買上げのお客様には
空くじなしのお得な抽選会を行います。

井手町

いでちょう百縁商店街

宇治田原町

やんたん灯りまつり

精華町

観月の夕べ

南山城村

2017 京・村まつり

八幡市

「食」と「農」について多くの人に理解し
てもらえるよう様々な情報発信の一環と
して、生産者と消費者をつなぎ、信頼関
係の構築と地産地消の促進を目的に
開催するイベントです。
10月9日
●イベント内容
アグリ体験（いもほりや菜園教室な
ど）や地元産農産物直売、
ふるさと特産品の販売、アグリクイ
ズ、ステージプログラムなど

商店街全体を１００円ショップに見立
て、各店舗で１００円商品を提供。参加
店５店舗を巡るスタンプラリーや抹茶
10／21（土）
アート、チョークアート等の体験イベント
も実施。

日本遺産・宇治田原町湯屋谷に江戸時
代から続く伝統行事に新しいあかりが ８月２０日（日）
加わり、夏の夜を幻想的に彩る「やんた 13:00 ～ 22:00
ん灯りまつり」が同時開催されます。
日本庭園「水景園」内の「観月楼」「観月
橋」をライトアップし、庭園から月を眺め
ながら、夕べの風景を楽しむ。水景園を
10／7（土）～8（日）
無料開放し、月の音楽会や月の天体観
測、月のアート展など、月をテーマにし
たイベントを開催。
・特産品販売・模擬店
・工作体験、カヌー体験
・バンド演奏

国宝指定記念 特別展
石清水八幡宮の本社が国宝に指定さ
石清水八幡宮をめぐる８つのエ
れたことを記念した特別展、日曜茶席
ピソード

八幡市

Chazz in 石清水八幡宮

八幡市

健康フェスタ

7／30（日）

10／29（土）～12／11
（日）

お茶（Cha）とジャズ（Jazz）を融合させた
「新たなお茶の楽しみ方」を提案するイ
ベント。国宝石清水八幡宮を舞台に、
10月9日（月・祝）
八幡市産のお茶をいただきながら、関
西で活躍するアーティストのジャズ演奏
を楽しめます。
疾病予防や健康づくりのきっかけとなる
ことを目的とする。体力テストやニュー 10／21（土）
スポーツ等の各種イベント実施。

開催場所

追分町 市道紺屋停車場線路上
（西友亀岡店南側路上）

問い合わせ先（主催者等）

ホームページ等

丹波音頭・踊り保存会
（亀岡市観光戦略課 0771-25-5034）

http://www.kyotokankou.or.jp/info_search
詳細はこちら
/?event_id=2347&r=150
0549717.933

https://hanabi.walkerpl

保津橋上流一帯

亀岡平和祭保津川花火大会実行委員会
詳細はこちら
us.com/detail/ar0726e0
（亀岡商工会議所内 0771-22-0053）

0781/

亀岡市農業公園

ＪＡ京都やましろ井手町支店

アグリフェスタ実行委員会
（亀岡市農林振興課 0771-25-5035）

ＪＡ京都やましろ井手町支店 井手町直売
http://ochahaku.kyoto/
所「なごやか市」運営委員会
詳細はこちら
event/detail.php?eid=21
電話：0774-82-2613

井手町内商店街（玉川・南北石垣・多賀各エリ
ア）

井手町商工会
電話：0774-82-4073

http://www.shokokai.or.
詳細はこちら
jp/chiiki/26/263431000
0/index.htm

宇治田原町湯屋谷上西谷9

湯屋谷地蔵盆実行委員会
宇治田原町産業観光課
電話：0774 - 88 - 6638
宇治田原町企画財政課

http://ochahaku.kyoto/
event/detail.php?eid=10
詳細はこちら
0

けいはんな記念公園

けいはんな記念公園
〒619-0238
京都府相楽郡精華町精華台6-1
TEL 0774-93-1200
FAX 0774-93-2688

http://www.kyotokankou.or.jp/event/?id=
詳細はこちら
8510&r=1500549215.09
1

南山城村文化会館（やまなみホール）及び隣接
河川公園

南山城村商工会
0743－93－0100

http://concierge.kyotoiju.com/event/muramat
詳細はこちら
suri2017

八幡市立松花堂庭園・美術館 展示室

八幡市立松花堂庭園・美術館
（公益財団法人やわた市民文化事業団）

http://www.yawata詳細はこちら
bunka.jp/syokado/

石清水八幡宮境内

八幡市政策推進部政策推進課
連絡先：075-983-1111（内線398）

http://www.kyotokankou.or.jp/event/?id=
詳細はこちら
9969&r=1494728736.87
68

八幡市健康推進課
（075-983-1111）

www.city.yawata.kyoto.j
詳細はこちら
p/

八幡市民スポーツ公園・八幡市民体育館
（八幡市野尻正畑１２）

その他（備考）

亀岡商工会議所
0771-22-0053

●その他のイベント、地域のお祭りなど（一般の参加者として参加する催し）
市町村

名称

内容

開催日時

開催場所

問い合わせ先（主催者等）

ホームページ等

その他（備考）

岡山工芸

京都市

コトキャリ2019「京のまち企業訪 ○手書きの京友禅を京都から世界へ
問ツアー編」
○定員:15名
京都企業10社のシゴト場をツ ○会場:岡山工芸
アー
＊地下鉄「くいな橋駅」から徒歩10
分、京阪「深草駅」から徒歩15分

8/24(木) 13:30～15:30

京焼・清水焼窯元陶あん

京都市

コトキャリ2019「京のまち企業訪 ○京都発、心に残るきれいな「うつわ」
問ツアー編」
○定員:10名
京都企業10社のシゴト場をツ ○会場:陶あん 本店
アー
＊JR・京阪「東福寺駅」から徒歩10
分、市バス「東福寺駅」から徒歩5分

9/6(水) 13:30～15:30

京都紋付
京都市

コトキャリ2019「京のまち企業訪
○黒く染めるのもまた匠の技
問ツアー編」
○定員:15名
9/21(木) 13:30～15:30
京都企業10社のシゴト場をツ
○会場:陶あん 本店
アー
＊JR「丹波口駅」から徒歩10分、阪急
「四条大宮駅」から徒歩15分
渡月亭

京都市

コトキャリ2019「京のまち企業訪 ○京都の国際観光旅館へ
問ツアー編」
○定員:10名
9/27(水) 13:30～15:30
京都企業10社のシゴト場をツ ○会場:渡月亭
アー
＊阪急・京福「嵐山駅」から徒歩7分、
JR「嵯峨嵐山駅」から徒歩15分
岩井製菓

京都市

コトキャリ2019「京のまち企業訪 ○京都の飴は伝統的で新しい
問ツアー編」
○定員:6名
10/4(水) 14:00～16:00
京都企業10社のシゴト場をツ ○会場:岩井製菓 本社・工房本店
アー
＊京阪「宇治駅」「三室戸駅」から徒歩
3分

京都市わかもの就職センター
キャンパスプラザ京都6階

京都市わかもの就職センター
電話：075ｰ746-5086

京都の企業を訪問して、社内見学をした
り、社員とトークをするイベントです。伝統
産業から最先端のものづくり企業まで、
様々なシゴト場を訪ねます。どこもキラリと
光るオンリーワン企業ばかり。採用選考と
は関係のない場で、ホンネで語り合えま
す。ぜひ、奥が深くて、かっこいい京都の
シゴト場へお越しください。

https://kyoto詳細はこちら
wakamono.org/event/1
646/
＊予約制、申込順

＊参加無料
＊全学年対象(既卒者も含む)
【お願い】定員がございますので、変更・
キャンセルの際は速やかにお手続き願い
ます。

