
令和3年10月13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

9月24日（金）
～

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

18：00～21：00

もうひとつの京都
～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」駅から観
光船・バス等で約20分。

9月24日（金）
～

11月7日（日）

・日没後〜21：00は
作品ライトアップ

・11/5～7の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

もうひとつの京都
～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」駅から観
光船・バス等で約25分。

10月1日（金）
～

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

10：00～17：00
(16：30最終受付)

もうひとつの京都 in京丹後
《風景泥棒 3 -Landscape Rippers 3-》

浅茂川地区周辺
三津漁港周辺

（京丹後市網野町）

Re-Search実行委員会事務局
TEL:075-414-4287

3年目を迎える京丹後では、「風景泥棒 3 -Landscape Rippers
3-」を開催。実際に何かを盗むのではなく、アートを通じて「風
景の見え方を変化させてしまう」という意味での「風景泥棒」。
実際に京丹後の多様な風土を巡りながら、アーティストそれぞ
れが京丹後で盗んだ風景を鑑賞する構成にて展開します。

丹鉄宮豊線「網野」駅から浅茂川
会場まで車で約8分、三津漁港ま
で約15分。

10月1日（金）
～

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

10：00～17：00
(16：30最終受付)

もうひとつの京都 in与謝野
《シルクロード‐Boundaries‐ 》

（アーティスト：ANOTHER FARM）

旧加悦町役場庁舎
（与謝野町）

与謝野町観光協会
TEL:0772-43-0155

アーティスト尾崎ヒロミ（スプツニ子！）と串野真也とのコラボ
レーションからうまれたユニットANOTHER FARMが遺伝子組
み換えされた蚕から作られる「光るシルク」を織り込んだ綿織
で能装束を制作し、インスタレーションとして展示。伝統的な技
術と最新のテクノロジーを駆使した実験的な作品を発表しま
す。

・丹鉄宮豊線｢与謝野」駅から車で
約10分。
・山陰近畿自動車道｢与謝天橋立
IC｣から車で約15分。

10月15日（金）
～

11月7日（日）
16：30～21：00

もうひとつの京都
～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」駅から徒
歩5分。

10月23日（土）
～

11月23日（火・祝）
17：00～22：30 引原峠大銀杏ライトアップ

引原峠
中央子午線塔付近
（京丹後市網野町）

夕日ヶ浦観光協会
TEL:0772-74-9350

京都丹後鉄道の脇に樹齢約50年のイチョウの木があります。
イチョウが色づくこの時期だけの期間限定のライトアップで
す。

京都縦貫道「京丹後大宮」ICから
車で約30分。

11月3日(水・祝)
※詳細は決定次第、

京丹後市ホームページに
掲載されます。

第70回京丹後ちりめん祭

網野庁舎
・

アミティ丹後周辺
（京丹後市網野町）

京丹後市商工観光部
商工振興課

TEL:0772-69-0440

きものレンタル・着付、ちりめん小唄踊り、ワークショップ、まち
あるきなどを実施します。

丹鉄道宮豊線「網野」駅から車で
約6分。
または徒歩で約25分。

11月上旬 11：00～14：00 着物まつり
与謝野町立古墳公園

（与謝野町）
与謝野町立古墳公園
TEL:0772-43-1992

参加料一人1,000円（入園料含む）の中に手打ち蕎麦、お茶席
代が含まれております。また、人力車の乗車ができます（別途
乗車料：1,000円）。是非着物を着て、古墳公園内を散策してみ
てください。

・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。

11月上旬 10：00～17：00
第17回

きもの古～いマーケット

京丹後市
峰山総合福祉センター

（京丹後市峰山町）
羽衣ステーション事務局

TEL:0772－62－8560

きもの他和装呉服製品のリサイクル・リニューアルを通して、
きものを見直し、ひいては絹織物業界の活性化を期して、毎
年1回開催しています。捨てられていく着物や帯などが洋服や
小物となって甦ることが、この古〜いマーケットの大きな目的
の一つです。

丹鉄宮豊線「峰山」駅から車で約3
分。

令和３年１１月　丹後広域振興局管内のイベント紹介

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



令和3年10月13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

令和３年１１月　丹後広域振興局管内のイベント紹介

11月上旬 10：00～15：00 天女の里　もみじ祭り
天女の里

（京丹後市峰山町）
京丹後市天女の里
TEL:0772-62-7720

紅葉に染まるのどかな里山の風景を楽しめる天女の里で　に
ぎやかなもみじ祭りが開催されます。

丹鉄宮豊線「峰山」駅から車で約
20分。

11月上旬 10：00～14：00 大宮生き活きフェスタ
京丹後市

大宮庁舎前駐車場
（京丹後市大宮町）

大宮生き活きフェスタ
実行委員会

（大宮市民局）
TEL:0772-69-0712

村づくり委員会・商工団体等による屋台村、フリーマーケット、
おおみや共同作業所ふれあいバザー、文化協会による作品
展示会、ステージイベントなどの催しが行われます。

丹鉄宮豊線「京丹後大宮」駅から
車で約3分。

11月上旬 10：00～14：30 弥栄・丹後 秋の祭典
弥栄病院南側駐車場
（京丹後市弥栄町）

京丹後市弥栄市民局
TEL:0772-69-0715

お楽しみ抽選会、新鮮な地元の農産物などの即売コーナー、
各種露店等楽しい催しがいっぱいでに賑わいます。ふるまい
汁もあります。

丹鉄宮豊線「峰山」駅から車で約
20分。

11月中旬 17:00～20:00
与謝野町明石大師山

もみじライトアップ
慈徳院

（与謝野町）
慈徳院

TEL:0772-42-2585

イベント期間中、夜間ライトアップされ大師山（国指定史跡）と
紅葉が楽しめます。皆様お揃いで、きれいに色づいたもみじ
の鑑賞にお越しください。

・丹鉄宮豊線「与謝野」駅から車で
約10分。
・山陰近畿自動車道「与謝天橋立
IC」から車で約10分。

11月中旬 15:00～21:00
雲岩公園

「紅葉ライトアップ」
岩屋雲岩公園
（与謝野町）

Facebookページ
「雲岩創生塾」

雲岩公園内のライトアップを含め、模擬店の出店や日本遺産
に認定を受けている「岩屋踊り」のステージなど楽しめる催し
が盛りだくさんです。

・丹鉄宮豊線｢与謝野」駅から車で
約10分。
・山陰近畿自動車道｢与謝天橋立
IC｣から車で約10分。

11月13日（土）
・

11月14日（日）
17：20～21：00 成相寺紅葉ライトアップ

成相寺
（宮津市）

天橋立駅観光案内所
TEL:0772-22-8030

美しい紅葉で知られる西国二十八番礼所・成相寺を昨年に引
き続きライトアップを実施します。境内の紅葉や本堂・五重塔
などが幻想的に彩られ、いつもと違った表情の成相寺を堪能
できます。

山陰近畿自動車道「与謝天橋立
IC」から車で約20分。

11月20日（土）
　ｽﾀｰﾄ　7：45
　ｺﾞｰﾙ　12：15（予定）

丹後大学駅伝
（第83回関西学生対校駅伝競走大会）

京丹後市～宮津市

関西学生陸上競技連盟
TEL:06-6442-8770

・
京丹後市教育委員会事務局

生涯学習課
TEL:0772-69-0630

前回大会上位のシード校10校と記録審査を通過した関西の
大学が、久美浜町の浜公園から宮津市役所までの8区間、
84.1㎞を激走します。

〈ｽﾀｰﾄ地点:久美浜浜公園〉
丹鉄宮豊線「久美浜」駅から徒歩
約14分。

〈ｺﾞｰﾙ地点:宮津市役所〉
丹鉄宮舞線/丹鉄宮豊線「宮津」
駅から徒歩約7分。

11月28日（日） 10：30～15：30
第10回与謝野町

蕪村顕彰全国俳句大会

与謝野町立
生涯学習センター知遊館

（与謝野町）
与謝野町立江山文庫
TEL:0772-43-2180 丹後を訪れた文人たちが培ってきた俳句文化の振興と、与謝

蕪村の顕彰を目的とした俳句大会です。

・丹鉄宮豊線｢岩滝口」駅から車で
約8分。
・丹後海陸交通バス｢岩滝｣下車、
徒歩約3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急遽中止になる可能性がございます。
（詳しくは与謝野町立江山文庫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


