
令和3年9月22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

7月1日（木）
～

10月31日（日）

※店舗によって
異なります

京丹後フルーツトレイル

国道178号沿い
網野町浜詰～久美浜甲山

（京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅まで）

（京丹後市）

株式会社　田園紳士
TEL:080-1832-8912

https://www.facebook.com/fru
itsfun/

夏は、桃、スイカ、メロン。秋は、ぶどう、梨、さつまいも。
彩り豊かな久美浜フルーツ街道では、旬のフルーツを贅沢に
使用したスイーツ、フローズンスムージーが楽しめる「フルー
ツトレイル」を展開しています。その時期ならではのとれたてフ
ルーツとフレッシュ・デザート。生産者の笑顔とおいしい体験
が連なる「フルーツトレイル」があなたを元気にします！

・京都丹後鉄道「久美浜」駅下車、
タクシーで約10分。
・京都縦貫道、舞鶴若狭道方面か
ら京丹後大宮ICで高速道路を降
り、国道312号線を豊岡方面へ約
25km。

7月22日（木･祝）
～

10月24日（日）の期間中
・7月25日～10月24日の

毎週日曜日
・7月22日（木・祝）、

8月16日（月）、9月24日（金）

20：30～約5分間 宮津天橋立エール花火

天橋立（文珠、府中）
宮津市街地
（宮津市）

宮津天橋立エール花火
実行委員会（天橋立観光協会）

TEL:0772-22-8030 宮津湾内から約75発の花火を約5分間打ち上げ、夜空と海面
を鮮やかに彩ります。

丹鉄宮豊線「天橋立」駅から徒歩
約5分。

8月上旬～10月上旬
9：00～16：00

※要予約
久美浜町果樹観光協会加盟の

観光農園（ぶどう狩り）

京丹後市久美浜町平田・箱石
・

久美浜町果樹観光協会加盟の
観光農園

久美浜町果樹観光協会
（久美浜町観光総合案内所内）

TEL:0772-82-1781

フルーツの宝庫・久美浜町で自然の恵みと生産者の思いが詰
まった美味しいフルーツをご自身で収穫し、ご家族やご友人と
旅の思い出に楽しんでみませんか。また、各農園の直売所に
て旬のフルーツを販売しておりますので、お土産もお買い求
めいだたけます。
品種：ロザリオ
時間：2時間食べ放題
料金：中学生以上1,650円、小学生以下1,430円、園児1,320円
※要予約

・京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」
駅下車、徒歩約20分。
・京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」
駅から車で約5分。

8月中旬～10月中旬 10：00～、14：00～
フルーツ狩り体験

（ぶどう狩り）
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」
(丹後フルーツガーデン体験受付)

TEL:0772-65-4193

京丹後はフルーツが豊富！甘くてジューシーなフルーツを味
わってみては。
品種：ぶどう（藤稔、ピオーネ、紅伊豆）
※収穫していただいた果物は量り売りです。詳しくは丹後王国
「食のみやこ」へお問い合わせください。

・京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅
から丹後海陸交通バスで「丹後王
国「食のみやこ」」下車。
・京都山陰近畿自動車道（野田川
大宮道路）「京丹後大宮」ICから約
25分。

9月上旬～10月下旬
9：00～16：00

※要予約
久美浜町果樹観光協会加盟の

観光農園（梨狩り）

京丹後市久美浜町平田・箱石
・

久美浜町果樹観光協会加盟の
観光農園

久美浜町果樹観光協会
（久美浜町観光総合案内所内）

TEL:0772-82-1781

フルーツの宝庫・久美浜町で自然の恵みと生産者の思いが詰
まった美味しいフルーツをご自身で収穫し、ご家族やご友人と
旅の思い出に楽しんでみませんか。また、各農園の直売所に
て旬のフルーツを販売しておりますので、お土産もお買い求
めいだたけます。
品種：二十世紀梨、新興梨（10月上旬～）
時間：2時間食べ放題
料金：中学生以上880円、小学生770円、園児550円
※要予約

・京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」
駅下車、徒歩約20分。
・京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」
駅から車で約5分。

9月中旬～10月下旬 10：00～、14：00～
フルーツ狩り体験

（梨狩り）
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」
(丹後フルーツガーデン体験受付)

TEL:0772-65-4193

京丹後はフルーツが豊富！甘くてジューシーなフルーツを味
わってみては。
品種：梨（9月：豊水、10月中旬～：新興梨）
※収穫していただいた果物は量り売りです。詳しくは丹後王国
「食のみやこ」へお問い合わせください。

・京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅
から丹後海陸交通バスで「丹後王
国「食のみやこ」」下車。
・京都山陰近畿自動車道（野田川
大宮道路）「京丹後大宮」ICから約
25分。

9月24日（金）
～

11月7日（日）の期間中
※金・土・日・祝日のみ公開
（11/4(木)は臨時公開）

18：00～21：00

光のアトリエ
オーディオビジュアル

インスタレーション
《 Altered Perspectives 》
（原 摩利彦氏、白木良氏）

元伊勢籠神社
（宮津市）

天橋立観光協会
TEL:0772-22-8030

宮津・天橋立エリアの変遷と、参道の延長線が天橋立と交差
することから着想を得た音楽家・原 摩利彦とプログラマー・白
木良によるオーディオビジュアルインスタレーション。

京都丹後鉄道「天橋立」駅より観
光船・バス等で約20分。

9月24日（金）
～

11/7（日）

・日没後〜21:00は
作品ライトアップ

・18:00から不定期で
《ラッキードラゴン》による

パフォーマンスを実施

光のアトリエ
大型機械彫刻

《 The Dragon Bridge(龍の橋立) 》
（ヤノベケンジ氏）

丹後国分寺跡
（宮津市）

天橋立観光協会
TEL:0772-22-8030

国分寺跡地に《ラッキードラゴン》を新型コロナウイルス感染症
の流行終息を願って設置します。最終週には龍の口から火を
噴き出し、七重塔と天橋立のオマージュとして「炎の塔」「炎の
橋」をつくるパフォーマンスを試みます。また、同じく 2009 年に
制作された《黒い太陽》を「金堂」に見立てて設置し、伽藍を形
成します。

京都丹後鉄道「天橋立」駅より観
光船・バス等で約25分。

令和３年１０月　丹後広域振興局管内のイベント紹介

緊急事態宣言発令のため9月30日まで中止



令和3年9月22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
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10月上旬 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月上旬 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9日(土)
～

10月10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。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、又は車で約5分。

10月15日（金）
～

11月7日（日）
17：00～21：00

光のアトリエ
オーディオビジュアルアート
《 data.flux [LED version] 》

（池田亮司氏）

天橋立公園内
小天橋広場
（宮津市）

天橋立観光協会
TEL:0772-22-8030

日本を代表する作曲家／アーティスト、池田亮司による、不可
視なデータを知覚化させ、映像と音響の奔流に身を委ねるサ
イト・スペシフィックなオーディオビジュアルインスタレーション
作品、《data.flux [LED version]》を展示。

京都丹後鉄道「天橋立」駅より徒
歩５分。

10月16日（土）
～

10月17日（日）

10月16日（土）
10:00～17:00

10月17日（日）
10:00～16:00

第23回
Tango Good Goods 見本市

京丹後市大宮社会体育館
(京丹後市大宮町)
TEL:0772-69-0662

公益財団法人
丹後地域地場産業振興センター

京都丹後ブランド産品会
（京丹後市網野町網野）
TEL:0772-72-5261

Tango Good Goods認定品（丹後ブランド認定商品）を一堂に
展示し、広くアピールすることと併せ、商談の機会を提供する
ことにより、販路の拡大と販売促進を図り、丹後地域地場産業
の活性化の一助とします。

・京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅
下車、徒歩約25分。

10月中旬
城下町宮津七万石

和火2021

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月中旬 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
網野町支部

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向
け、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 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。

新型コロナウイルスのため巡行中止（神事のみ実施）

新型コロナウイルスのため中止になる可能性がございます。詳しくは
丹後地域地場産業振興センター京都丹後ブランド産品会へお問い合わせください

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため巡行中止（神事のみ実施）
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10月中旬 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:0772-46-3307

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、徒歩約30分。
・山陰近畿自動車道「与謝天橋
立」ICから車で約15分。

10月下旬 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
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、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
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月下旬
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」で和装関連小物やきも
の販売、ちりめんに関する展示物などが行われます。

・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。

10月下旬
2021

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

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止

新型コロナウイルスのため中止


