
※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。 平成30年9月26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5日（金）
　～7日（日）

18:00～21:00

※6日(土)のみ
22:00まで

城下町宮津七万石
2018 和火（やわらび）

宮津市街地
・寺町周辺
（宮津市）

和火実行委員会事務局
（宮津市企画部観光定住課

観光振興係）
 TEL:0772-45-1625

宮津寺町を竹やペットボトル、LEDなどの約１万個の手作り燈籠
とLED照明によりライトアップ。郷土芸能、プロアマ問わず出演
する演奏会、ダンスや地元の歴史展示などの数多くの催し、府
北部・海の京都エリアの名店が出店する模擬店などを楽しみな
がら散策し、宮津市街地の歴史文化に触れることができる、市
民参加型の手作りイベントです。

丹鉄宮舞線/宮豊線「宮津」駅から
徒歩約5分

10月6日（土）
　～7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6日（土）
　～7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。7
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20
分、又は車で約5分

10月8日（月・祝）

　＜受付＞
　9:00～13:00

　10:00～　　開始

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

化粧廻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
う全国でも珍しく、可愛らしい神事。神聖な土俵の砂を身体に
付けることで、健康でたくましく育ちますようにとの願いが込
められています。６ヶ月～２才くらいの幼児が対象で、地域や
男女問わず参加できます。（参加料5,000円）

丹鉄宮舞線/宮豊線「宮津」駅から
徒歩20分、又は車で約5分

10月13日（土）
　～14日（日）

13日 10:00～17:00
14日 10:00～16:00

第20回
Tango Good Goods

見本市

(丹後の ええもん うまいもん
展)

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

丹後地域の優良な地場産品が勢揃い。
・TANGO GOOD GOODS 認定品見本市（商談・即売会）
・TANGO GOOD GOODS 認定者「うまいもの横丁」
・お買い上げお楽しみ抽選会
・”匠の技”体験コーナー
・全国地場産フェア
・地元団体ステージショーやせんべい汁（青森県）のふるまい
等

丹鉄宮舞線/宮豊線「宮津」駅から
徒歩約15分、又は車で約5分

10月14日（日） 10:00～15:00
海の京都

グルメ合戦
～宮津浜町の乱～

島崎公園
多目的スペース

（宮津市）

宮津商工会議所
TEL:0772-22-5131

海の京都エリアの「ご当地グルメ」が集合し、来場者の投票で
ナンバー１を決定します。

・丹鉄宮舞線/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8分

10月14日（日）

受付 　 7:45～
開会式　8:40～

スタート  9:15
(2.5km)

スタート 10:00
（5km,10km）

第21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。

※申込終了

丹鉄宮豊線「網野」駅から車で約10
分

10月20日（土）
　～21日（日）

20日 13:00～17:00
21日 10:00～16:00

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。今年は２日にわたり開催します。

・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

平成３０年１０月　丹後広域振興局内のイベント紹介



※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。 平成30年9月26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

平成３０年１０月　丹後広域振興局内のイベント紹介

10月21日（日） 10:00～15:30
2018

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
FAX:0772-68-5300

当日きものを着て参加していただける方なら誰でも参加OK！き
ものファッションショ－や、豪華海外旅行・高級きものが当た
る大抽選会、無料で利用可能な野点や人力車、観光船乗船ほ
か、似顔絵、郷土芸能の披露など、多彩な催しがあります。
＊イベント参加は要事前申込：10/5締切（必着）

丹鉄宮豊線「天橋立」駅から徒歩約
5分

10月21日（日）  10:00～16:00
第９７回
月例祭

丹後王国
「食のみやこ」

（京丹後市弥栄町）

丹後王国
「食のみやこ」

TEL:0772-65-4461

地元高校生による「高校生レストラン」やサツマイモ収穫体
験、ハロウィンモチーフのお菓子作り体験など、作って食べ
て、グルメな秋を満喫できるイベントです。恒例の山野草観察
ツアーもお楽しみください。
アニメキャラクターのコスプレ＆「痛車※」展示イベント、Ｇ
Ｏ－ＴＡＮ ｉｎ 丹後王国ほか、本格的なドローンの操縦体験
もできるドローンシンポジウムも同時開催します。
その他、障害者アート展示会及び即売会、消費者月間にちなん
だ消費者コーナー、木質の質感に触れていただく木質コーナー
などもあります。

※アニメやゲームのキャラクターなどが描かれた車

・丹鉄宮豊線「峰山」駅から、車で
約15分。
・山陰近畿自動車道「京丹後大宮
IC」から約15km、約20分。

10月21日（日）
9:00～15:00
（予定）

第28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21日（日） 9:30～14:00 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（峰山方面行き）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9分

10月27日（土）
※雨天・荒天の場合は

28日（日）
10:00～15:00

経ヶ岬灯台
一般公開

経ヶ岬灯台
（京丹後市丹後町）

舞鶴海上保安部 
TEL:0773-76-4120

経ヶ岬灯台の内部を見学していただき、海上保安業務の重要性
について理解を深めていただきます。貴重な日本最大級の第一
等フレネルレンズを間近で見ることが出来ます。

丹鉄宮豊線「峰山」駅から車で約50
分

10月27日（土）
　～28日（日）

10:00～16:00 京丹後商工祭
丹後王国

「食のみやこ」
（京丹後市弥栄町）

京丹後市商工会
TEL:0772-62-0342

スイーツの試食・販売や豪華商品が当たるビンゴ大会のほか、
地元事業者の出店・展示などを行います。

・丹鉄宮豊線「峰山」駅から、車で
約15分。
・山陰近畿自動車道「京丹後大宮
IC」から約15km、約20分。

10月28日（日） 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

10月28日（日）

16:00～
 模擬店、催しｽﾀｰﾄ
19:30～
 花火打ち上げ

日本三景
天橋立ふゆ花火

天橋立阿蘇海
＜府中側＞
（宮津市）

天橋立駅観光案内所
TEL:0772-22-8030

冬の訪れを告げる花火大会で、晩秋の澄んだ夜空を約2,000発の
打上げ花火が彩る様は見る者を魅了します。夕方から模擬店や
LIVEなどのイベントも開催予定です。

丹鉄宮豊線「天橋立」駅から徒歩5
分の天橋立桟橋→遊覧船で12分、一
の宮桟橋下船、徒歩すぐ


