
北近畿 1月のイベントガイド 

1月 2日 （月） ～ 4月 3日 （月） 

京都・久美浜雛祭 

京丹後市 

久美浜一区の豪商稲葉本家を中心とした民家や

お店、公共施設の玄関先や窓口で竹雛等のお雛様

が飾られ、各方面からの観光客をお迎えします。 

【豪商稲葉本家】1月 2日（月）～4月 3日（月） 

【街並み】2月初旬～4月 3日（月） 

場  所：豪商稲葉本家を中心とした城下町久美

浜の街並み（京丹後市久美浜町） 

時  間：9：00～16：00 

アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅から

車で約 3分 

問合せ先：豪商稲葉本家 0772-82-2356（休館日

毎水曜日） 

2日 （月） 

ハチ高原新春花火大会 

養父市 

轟音とともに、次から次へと暗闇に開く花火が白

銀のゲレンデを鮮やかに彩ります。新年の夜空と

白銀のゲレンデを彩る花火をお楽しみください。

料金無料。 

場   所：ハチ高原交流促進センター付近（養父

市ハチ高原） 

時  間：19：00～ちびっ子タイマツ滑降 

19：30～花火大会 

料  金：無料 

アクセス：北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山 ICよ

り約 30分 

問合せ先：ハチ高原観光協会 079-667-8535 

9日 （月・祝） ～ 10日 （火） 

あやべ初えびす大祭 

綾部市 

商売繁盛、家内安全等を祈願する祭礼です。多く

の参拝者が吉兆笹、熊手等の縁起物を買い求めに

訪れます。 

場  所：綾部恵比須神社（綾部市並松町・熊野

新宮神社境内） 

時  間：9日  宵えびす 正午～21：00 

10日 本えびす  10：00～16：00 

アクセス：JR山陰本線「綾部」駅からあやバス上

林線・黒谷線・西八田線・紫水ヶ丘線

で「綾高東分校前」下車、徒歩約 5分 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550 

15日 （日） 

鳴滝目指して雪上ハイキング 

新温泉町 

雪国ならではの「雪上探索、ハイキング」を計画

しました。「かんじき」「スノーシュー」で、鳴滝

を目指して冬季の自然体験に参加してみません

か。 

※大雨、大雪などの場合、コース変更または中止

もあります。

※要予約。持ち物・詳細はお問い合わせください。 

参加費：大人 1,500円、小中学生 1,000円、別

途、かんじき等使用料 300円 

定 員：先着 10名（小学 5年生以上対象） 

締 切：1月 8日（日） 

場  所：上山高原ふるさと館・新温泉町青下 

時  間：9：00～15：00 

アクセス：北近畿自動車道 八鹿氷ノ山 IC より

約 1時間 10分 

問合せ先：上山高原ふるさと館 0796-99-4600 



 

21日 （土） 

楞厳寺・弘法大師法要 （初弘法） 

綾部市 

1 年の最初の弘法大師の縁日である初弘法。楞厳

寺の初弘法は京都府北部で唯一の初弘法として

知られています。本堂では、四国八十八ヶ所の砂

の上を巡道して弘法大師の霊徳を授かる「四国八

十八ヶ所霊場お砂踏」が行われます。続いて修験

者（山伏）による「柴燈不動護摩祈願」が行われ

ます。護摩木に自分の名前を書いて火中に投入し

願をかければ、1 年の厄除けになるといわれてい

ます。 

※12月に入ってから決定。中止の可能性もあり 

場  所：楞
りょう

厳寺
ご ん じ

（綾部市舘町） 

時  間：10：00～ 

アクセス：JR山陰本線「綾部」駅からあやバス志

賀南北線で「舘」下車、徒歩約 20分 

問合せ先：楞厳寺 0773-47-0043 

 

25日 （水） 

綾部天満宮・初春大祭 （初天神） 

綾部市 

天満宮の祭神である菅原道真の命日である 25 日

には各地の天満宮で祭礼が行われており、綾部天

満宮でも 1 月 25 日は初天神として盛大に祭礼が

催されます。多数の参拝者が訪れ、学業成就や家

内安全などを祈願します。 

※状況により、実施形態の変更の可能性あり 

 

場  所：綾部天満宮（綾部市天神町） 

時  間：10：00～ 

アクセス：JR 山陰本線「綾部」駅から徒歩約 3

分 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550 

 

29日 （日） 

正暦寺・不動明王大祭 

綾部市 

正暦寺は、天慶 5年（942年）に空也上人が開山

したとされる古刹です。不動明王大祭の本尊・不

動明王立像は、平安時代後期の覚緵上人の作で、

江戸時代に綾部藩主より寄進され、参勤交代の際

に道中の安全を願い守り本尊にされたといわれ

ています。大祭当日は、大護摩供養、修験者によ

る交通安全祈願祭があります。 

 

場  所：正暦寺（綾部市寺町） 

時  間：10：00～ 

アクセス：JR山陰本線「綾部」駅からあやバス志

賀南北線「大本長生殿前」下車、徒歩

約 10分 

問合せ先：正暦寺 0773-42-0980 

 

2022年 11月 13日 （日）  

～ 2023年 4月 18日 （火）  

第 88回企画展 ｢モンゴルの古代 

『岩画』 １万年の世界 

～漢字のルーツと原初の美を求めて～｣ 

豊岡市 

古代の北方アジアの生活様式やモンゴルの雄大

な自然環境の様子を伝える古代｢岩画｣の世界を

紹介する。 

 

場  所：日本･モンゴル民族博物館（豊岡市但

東町中山 711） 

アクセス：JR山陰本線「豊岡」駅下車、全但バス  

    『出石』行き、「出石」で乗換え、『奥藤』

行きに乗り「モンゴル博物館前」で下

車 

問合せ先：日本･モンゴル民族博物館 

0796-56-1000 

 

2022年 11月 20日 （日）  

～ 2023年 2月 28日 （火） 

若狭路パスポート 

若狭路 

若狭路の観光スポット満載のデジタル・スタンプ

ラリー「若狭路パスポート」。カード取得スポッ

トは全部で 30 箇所。若狭路の観光スポットをめ

ぐりながら、デジタルカードを集めて、旅の思い

出をコレクションしませんか。カードを集めて応

募すると抽選で若狭路の特産品が当たります。 

詳細は若狭路パスポートサイト

（wakasajipassport.jp）にてご確認ください。 

 

問合せ先：運営者：福井テレビコンテンツ事業部 

0776-21-2235 （平日 9：30～17：30） 

kikakubu@fukui-tv.co.jp 

詳細 URL：wakasajipassport.jp 



 

2022年 9月 16日 （金）  

～ 2023年 1月 25日 （水） 

若狭路フォトミッション２０２２ 

若狭路 

「若狭路フォトミッション」はミッションに挑戦

するフォトコンテストです。 

今年のミッションは若狭路が好きな人と繋がる

こと。若狭路（敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・

おおい町・高浜町の６市町）で撮影した、スポッ

ト・景色・グルメ・体験などの写真や動画を指定

のハッシュタグを付けてインスタグラムに投稿

してください。 

厳正な審査のうえベストショット 100 を選定し、

入選者の中から抽選で若狭路の詰め合わせなど

をプレゼントします。 

投稿方法など詳細はインスタグラムの公式アカ

ウント（@wakasaji_photomission_official）、ま

たは公式 HP（https://wakasaji.jp/）にてご確認

ください。 

 

問合せ先：若狭路フォトミッション事務局（fu

プロダクション）0776-60-2000 

（平日 10：00～17：00） 

詳細 URL：https://wakasaji.jp/ 

 

2022年 11月 1日 （火）  

～ 2023年 2月 18日 （土） 

丹波大納言小豆ぜんざいフェア 

丹波市 

丹波市内の約 30 店舗で、王道のぜんざいや創作

ぜんざいなどお店自慢のぜんざいがいただけま

す。各案内所や各店舗で「ぜんざいＭＡＰ」をも

らってスタンプラリーを楽しもう。 

場  所：丹波市内の各店舗 

問合せ先：丹波大納言小豆ぜんざいフェア事務局 

㈱シティライフＮＥＷ 06-6338-0640 

Mail：info@tamba-zenzai.com 

詳細 URL：https://tamba-zenzai.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 4日 （日） ～ 1月 4日 （水） 

生野イルミネーションロード 

朝来市 

「生野イルミネーションロード」は住民の皆さま

からの寄付金により運営されており、点検・飾付

けをすべてボランティアで行なっております。生

野マインホール周辺の建物や街路樹など、約 500

ｍの区間に5万個のイルミネーションが彩られま

す。 

 

場  所：生野マインホール周辺（朝来市生野町

口銀谷 594） 

時  間：17：30～21：00 

アクセス：JR 播但線「生野」駅から徒歩で約 10

分 

播但連絡自動車道路「生野ランプ」よ

り約 5分 

問合せ先：生野イルミネーションロード実行委員

会 079-679-2240 

 

11月 9日 （水）  

～ 2023年 2月 12日 （日） 

水分れフィールドミュージアム  

冬季特別展「植物が生み出す自然の色」 

丹波市 

京都で江戸時代より続く染職工房「染司よしお

か」で染められた美しい「自然の色」を、植物染

料と共にご紹介します。また、丹波市の伝統的な

植物染織である丹波布も展示しています。 

 

場  所：氷上回廊水分れフィールドミュージア

ム（丹波市氷上町石生 1155） 

時  間：10：00〜17：00（最終入館は 16：30） 

入 館 料：大人 210円 小中学生 100円（ココロ

ンカード提示で入館料無料） 

休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末

年始（12/29～1/3） 

アクセス：JR 福知山線「石生」駅より徒歩約 10

分 

舞鶴若狭自動車道 春日ICより南へ約

10分 

問合せ先：丹波市立氷上回廊水分れフィールドミ

ュージアム 0795-82-5912 

詳細 URL:https://www.tamba-hikamikairo.com/ 

fieldmuseum/ 

 

https://tamba-zenzai.com/


 

12月 2日 （金）  

～ 2023年 4月 11日 （火） 

第 55回企画展「雪と人のくらし」 

豊岡市 

1923年（大正 12）2月に神鍋高原でスキーの初滑

りが行われてから、ちょうど 100年という歴史的

な節目を記念して、スキー場や冬に関する歴史を

紹介する。 

 

場  所：豊岡市立歴史博物館｢但馬国府・国分

寺館｣ （豊岡市日高町祢布 808番地） 

アクセス：JR 山陰本線「江原」駅より徒歩約 10

分 

北近畿豊岡自動車道 日高神鍋高原 IC

下車東へ約 500ｍ 

問合せ先：豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分

寺館」 0796-42-6111 

 

24日 （土） ・ 25日 （日）  

31日 （土） ～ 1月 3日 （火） 

久美ナリエ 

京丹後市 

かぶと山では、山の西側に大文字の電飾が灯りま

す。大文字は、如意寺の境内、浜公園、アメニテ

ィ久美浜公園から眺めるのがおすすめです。 

 

場  所：久美浜町かぶと山「大文字」（京丹後

市久美浜町） 

時  間：12月 24日・25日 18:00～24:00 

12月31日     18:00～翌朝6:00 

1月 1日～3日   18:00～22:00 

アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅から

徒歩で約 15分 

山陰近畿自動車道「京丹後大宮 IC」か

ら国道 312号経由、車で約 40分 

問合せ先：京丹後市観光公社久美浜町支部（久美

浜町観光総合案内所内） 

0772-82-1781 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 3日 （木・祝）  

～ 2023年 1月 29日 （日） 

2022冬期特別展「恐竜の復元模型展」 

丹波市 

丹波竜化石工房に、古生物復元模型作家徳川広和

氏による恐竜などの復元模型が多数やってきま

す。最新の研究成果をもとに制作された復元模型

には、骨格や筋肉、皮膚、色、息遣いなど徹底的

な「リアル」が追求されており、まるで絶滅動物

がよみがえったかのような生き生きとした姿を

垣間見ることができます。ぜひ、この機会に足を

運んでみてください。 

 

場  所：丹波市立丹波竜化石工房「ちーたんの

館」（丹波市山南町谷川 1110番地） 

時  間：10：00〜16：00（入館は 15：30まで） 

入 館 料：大人 210円 小中学生 100円（ココロ

ンカード提示で入館料無料） 

休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末

年始（12/29～1/3） 

アクセス：JR 福知山線「谷川」駅からタクシー

で 5分（徒歩約 20分） 

舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口 IC よ

り 30分 

問合せ先：丹波市立丹波竜化石工房「ちーたんの

館」0795-77-1887 

詳細 URL: https://www.tambaryu.com 

 

 

5月 28日（土）～2023年 3月 26日（日） 

黒豆スイーツフェア 

丹波篠山市 

丹波篠山市産の黒豆を使ったパンやスイーツ 27

店舗、33商品が参加。美味しいだけではなく栄養

価も高い黒豆を使ったスイーツが勢ぞろい。 

街歩きのカフェ選びや、お土産選びの参考にご利

用ください。 

https://tourism.sasayama.jp/kuromamefair/ 

  

場  所：丹波篠山市内 

問合せ先：丹波篠山観光協会 079-506-1535 

 

 

 

 

 

 



 

通年 

４つの歴史館で体験ワークショップ！ 

丹波篠山市  

  丹波篠山の歴史を感じることができる 4つの文化

施設では、さまざまな体験メニューがあります。

すべて予約制です。なお、4 館共通入館券がお得

です。大人 600円、大高 300円、中小 150円。 ※

都合によりお引き受けできない場合があります。 

 

【篠山城大書院】 

〇甲冑着付体験 大人 1,000円、子ども 500円 

★1日 1組限定、予約制（当日予約可） 

入 館 料：大人 400円、大高 200円、中小 100円 

  場  所：篠山城大書院（丹波篠山市北新町） 

  時  間：10：00～15：00 

  アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス

篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩

約５分 

休 館 日：月曜日(祝祭日の場合は開館・翌日休

館) 

問合せ先：篠山城大書院 079-552-4500 

 

【歴史美術館】 

〇箸置きづくり 700円 

〇まが玉を作ろう！ 500円 

 

入 館 料：大人 300円、大高 200円、中小 100円  

  場  所：歴史美術館（丹波篠山市呉服町） 

  時  間：10：00～15：00 

  アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス

篠山営業所行き「春日神社前」下車、

徒歩約１分 

休 館 日：月曜日(祝祭日の場合は開館・翌日休

館) 

  問合せ先：歴史美術館 079-552-0601 

 

【青山歴史村】 

〇香り遊び体験 1,500円（1グループ 4名様まで）  

〇香りづくり体験 1,000円（1グループ 4名様まで） 

 

入 館 料：大人 300円、大高 200円、中小 100円 

場  所：青山歴史村（丹波篠山市北新町） 

時  間：10：00～15：00 

アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス

篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩

約 5分 

休 館 日：月曜日（祝祭日の場合は開館・翌日休

館） 

問合せ先：青山歴史村 079-552-0056 

 

【安間家資料館】 

〇お抹茶体験（干菓子付き 400円、生菓子付き 600

円） 

〇カエルの鳴き声づくり 350 円（1 グループ 5

名様まで） 

 

入 館 料：大人 200円、大高 100円、中小 50円 

場  所：武家屋敷安間家史料館（丹波篠山市西

新町） 

時  間：10：00～15：00 

アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス

篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩

約 15分 

休 館 日：月曜日（祝祭日の場合は開館・翌日休

館） 

問合せ先：武家屋敷安間家史料館 079-552-6933 

 

※ワークショップは新型コロナウイルス感染予

防のため予告なく中止する場合があります。 

※甲冑着付け体験の 1日 1組限定は、新型コロナ

ウイルス感染症の収束状況によって解除されま

す。 

 

 

通年 

海軍ゆかりの港めぐり遊覧船 

舞鶴市 

心地よい潮風を感じながら、護衛艦や造船所など

海軍にゆかりのあるスポットを海からめぐる満

喫コースです。運行時間については「まいづる観

光ネット」をご確認ください。乗船券の WEB予約

も便利です！ 

 

場  所：舞鶴赤れんがパークすぐ（舞鶴市字北

吸 1039番地の 2） 

料  金：大人 1,300円 小人 700円 

アクセス：JR舞鶴線・小浜線「東舞鶴」駅より徒

歩約 10分 

問合せ先：【一般】舞鶴赤れんがパーク 

（遊覧船窓口）090-5978-8711 

【団体】 合同会社まいづる広域観光公

社   0773-77-5400 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通年 

漆と絵付け体験 

福知山市 

約 1,300年もの歴史があり、江戸時代には福知山

藩が産物帰省をするほど主要な特産品であった

「丹波漆」の工芸作品や日常用品までの作品展示

や漆の資料研究などを紹介しています。館内では

誰でも簡単に漆絵付け体験などができます。様々

な体験メニューを用意しています。 

 

場  所：やくの木と漆の館（福知山市夜久野町

平野 2199） 

料  金：入館料 大人 330円、中学生以下無料 

体験料別途。 

 ※事前要予約、木曜のみ体験休 

休 館 日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日休、年

末年始 12/29～1/3） 

アクセス：JR山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩

約 20分 

北近畿豊岡自動車道 山東ICから福知

山方面へ約 10分 

舞鶴若狭自動車道福知山ICから国道9

号鳥取方面へ約 40分 

問合せ先：やくの木と漆の館 0773-38-9226 

 

通年 

段ヶ峰 （だんがみね） 標高 1106ｍ 

朝来市 

段ヶ峰の登山コースが、関西の登山愛好家に広く

紹介されたのは、昭和 30 年代の中頃。以来、山

登りが楽しめる身近な山となりました。山頂まで

のコースは、見晴しのいい尾根道や滝登りなど、

醍醐味も満点。自然の営みや四季の彩りも満喫で

きるコースです。 

 

登 山 口：兵庫県朝来市生野町栃原 

     （生野 IC から約３ｋｍ、生野カント

リークラブから東へ約 600ｍ） 

アクセス：JR播但線「生野」駅下車、神姫グリー

ンバス生野学園線「ゴルフ場口」下車 

参  考：登山口から段ヶ峰山頂まで３時間 30

分 

問合せ先：朝来市観光情報センター 

 079-679-2222 

 

 

 

 

通年 

東床尾山 （ひがしとこのおさん） 標高 839.1ｍ 

朝来市 

大きな山塊で、かつて金山として栄え、現在も植

林が行われている区域が広いので、道は多く、踏

み跡もあちこちにあります。付近には、国指定天

然記念物の糸井の大カツラや不動の滝、床尾の三

滝などがあり、見どころも多いコースです。 

 

登 山 口：兵庫県朝来市和田山町竹ノ内 

     （和田山 ICから約 20ｋｍ、糸井の大

カツラ付近） 

アクセス：JR播但線・山陰本線「和田山」駅下車、

全但バス「竹ノ内」終点下車（竹ノ内・

与布土線） 

参  考：糸井の大カツラから東床尾山山頂まで

１時間 10分 

問合せ先：情報館天空の城 079-674-2120 

 

毎週日曜日 

ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴハイキング 

光秀ゆかりの福知山城と 

御霊神社を訪ねて 

福知山市 

丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知山城と御

霊神社を訪ね、近畿最大の母なる川である由良川

を見ながら治水の歴史を学ぶ。 

 

集合場所：福知山観光案内所 

アクセス：JR山陰本線「福知山」駅、または京都

丹後鉄道「福知山」駅北口すぐ 

料  金：無料（但し、福知山城 入城料 330円

は参加者負担） 

問合せ先：福知山観光案内所 0773-22-2228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

毎週土曜日 

ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴハイキング 

元伊勢内宮皇大神社の謎と伝説を巡る 

福知山市 

古来より内宮皇大神社は、伊勢神宮と深い関わり

を持ち元伊勢と呼ばれ、元伊勢の御神体である日

室ヶ嶽や天岩戸神社などを訪ね元伊勢の謎に迫

る。 

 

集合場所：元伊勢観光センター（京都丹後鉄道 

「大江山口内宮」駅隣） 

アクセス：京都丹後鉄道「大江山口内宮」駅すぐ 

料  金：無料 

問合せ先：福知山観光案内所 0773-22-2228 

 

毎週日曜日 

久美浜朝市 

京丹後市 丹鉄「久美浜」駅からすぐ 

  毎週日曜日、駅朝市を開催しております。地元農

家さんが作った野菜や美味しい手作り惣菜を販

売しています。なくなり次第終了ですのでお早め

に！（1・2月はお休みです） 

場  所：京都丹後鉄道久美浜駅舎内（久美浜町） 

時  間：9：00～11：00 

問合せ先：京丹後市観光公社久美浜町支部  

（久美浜町観光総合案内所内）0772-82-1781 

 

第 3日曜日 

こんぴら手づくり市 

京丹後市  丹鉄「峰山」駅から車で約５分 

     の～んびり、ゆっくり。手づくり市は、みんなで

作る市です。自分で作ったモノを売る人、作品を

展示だけしたい人。販売よりも、話すのが楽しい

人 etc・・・お散歩がてら、見に来てください。 

（1・2月はお休みです） 

 

場  所：金刀比羅神社境内（峰山町泉） 

問合せ先：こんぴら手作り市実行委員会 

0772-62-0225 

 

 

 

 

 

 

第 4日曜日 

福知山ワンダーマーケット 

福知山市  JR「福知山」駅から、徒歩約 10分 

  福知山や関西圏を中心とした、こだわりを持って

製作・セレクトされた日用雑貨や、食品販売をさ

れているお店など、約 50 店舗が揃います。ノス

タルジックな雰囲気の残る商店街で過ごす、少し

だけ特別な定期市です。 

 

場  所：新町商店街 

問合せ先：福知山ワンダーマーケット実行委員会 

  Mail：wonderfukuchiyama@gmail.com 

 

 

※ イベントの日程等は予定であり、中止・変更とな

る場合があります。掲載情報の詳細は、お出かけ

前にお問合せ先へご確認くださいますようお願

いいたします。 

 

最新情報はこちらから↓ 

https://kitakinki.gr.jp/event 

ホームページ  まるごと北近畿 で検索 

 

 


	北近畿 1月のイベントガイド
	1月2日 （月） ～　4月3日 （月）
	京都・久美浜雛祭
	京丹後市
	久美浜一区の豪商稲葉本家を中心とした民家やお店、公共施設の玄関先や窓口で竹雛等のお雛様が飾られ、各方面からの観光客をお迎えします。
	【豪商稲葉本家】1月2日（月）～4月3日（月）
	【街並み】2月初旬～4月3日（月）
	場　　所：豪商稲葉本家を中心とした城下町久美浜の街並み（京丹後市久美浜町）
	時　　間：9：00～16：00
	アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅から車で約3分
	問合せ先：豪商稲葉本家 0772-82-2356（休館日毎水曜日）
	場  　所：ハチ高原交流促進センター付近（養父市ハチ高原）
	時　　間：19：00～ちびっ子タイマツ滑降
	19：30～花火大会
	料　　金：無料
	アクセス：北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山ICより約30分
	問合せ先：ハチ高原観光協会　079-667-8535
	問合せ先：綾部市観光協会　0773-42-9550
	15日　（日）
	場　　所：上山高原ふるさと館・新温泉町青下
	時　　間：9：00～15：00
	アクセス：北近畿自動車道　八鹿氷ノ山ICより約1時間10分
	問合せ先：上山高原ふるさと館 0796-99-4600
	問合せ先：楞厳寺 0773-47-0043
	問合せ先：綾部市観光協会　0773-42-9550
	問合せ先：正暦寺　0773-42-0980
	場　　所：日本･モンゴル民族博物館（豊岡市但東町中山711）
	アクセス：JR山陰本線「豊岡」駅下車、全但バス
	『出石』行き、「出石」で乗換え、『奥藤』行きに乗り「モンゴル博物館前」で下車
	問合せ先：日本･モンゴル民族博物館
	0796-56-1000
	2022年11月20日 （日）
	～ 2023年2月28日 （火）
	若狭路パスポート
	若狭路
	若狭路の観光スポット満載のデジタル・スタンプラリー「若狭路パスポート」。カード取得スポットは全部で30箇所。若狭路の観光スポットをめぐりながら、デジタルカードを集めて、旅の思い出をコレクションしませんか。カードを集めて応募すると抽選で若狭路の特産品が当たります。
	詳細は若狭路パスポートサイト（wakasajipassport.jp）にてご確認ください。
	2022年9月16日 （金）
	～ 2023年1月25日 （水）
	若狭路フォトミッション２０２２
	若狭路
	「若狭路フォトミッション」はミッションに挑戦するフォトコンテストです。
	今年のミッションは若狭路が好きな人と繋がること。若狭路（敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・おおい町・高浜町の６市町）で撮影した、スポット・景色・グルメ・体験などの写真や動画を指定のハッシュタグを付けてインスタグラムに投稿してください。
	厳正な審査のうえベストショット100を選定し、入選者の中から抽選で若狭路の詰め合わせなどをプレゼントします。
	投稿方法など詳細はインスタグラムの公式アカウント（@wakasaji_photomission_official）、または公式HP（https://wakasaji.jp/）にてご確認ください。
	2022年11月1日 （火）
	～ 2023年2月18日 （土）
	丹波大納言小豆ぜんざいフェア
	丹波市
	丹波市内の約30店舗で、王道のぜんざいや創作ぜんざいなどお店自慢のぜんざいがいただけます。各案内所や各店舗で「ぜんざいＭＡＰ」をもらってスタンプラリーを楽しもう。
	場　　所：丹波市内の各店舗
	12月4日 （日） ～ 1月4日 （水）
	生野イルミネーションロード
	朝来市
	「生野イルミネーションロード」は住民の皆さまからの寄付金により運営されており、点検・飾付けをすべてボランティアで行なっております。生野マインホール周辺の建物や街路樹など、約500ｍの区間に5万個のイルミネーションが彩られます。
	場　　所：生野マインホール周辺（朝来市生野町口銀谷594）
	時　　間：17：30～21：00
	アクセス：JR播但線「生野」駅から徒歩で約10分
	播但連絡自動車道路「生野ランプ」より約5分
	問合せ先：生野イルミネーションロード実行委員会　079-679-2240
	11月9日 （水）
	～ 2023年2月12日 （日）
	水分れフィールドミュージアム
	冬季特別展「植物が生み出す自然の色」
	丹波市
	京都で江戸時代より続く染職工房「染司よしおか」で染められた美しい「自然の色」を、植物染料と共にご紹介します。また、丹波市の伝統的な植物染織である丹波布も展示しています。
	場　　所：氷上回廊水分れフィールドミュージアム（丹波市氷上町石生1155）
	時　　間：10：00〜17：00（最終入館は16：30）
	入 館 料：大人210円　小中学生100円（ココロンカード提示で入館料無料）
	休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
	アクセス：JR 福知山線「石生」駅より徒歩約10分
	舞鶴若狭自動車道　春日ICより南へ約10分
	問合せ先：丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム　0795-82-5912
	詳細URL:https://www.tamba-hikamikairo.com/
	fieldmuseum/
	12月2日 （金）
	～ 2023年4月11日 （火）
	第55回企画展「雪と人のくらし」
	豊岡市
	1923年（大正12）2月に神鍋高原でスキーの初滑りが行われてから、ちょうど100年という歴史的な節目を記念して、スキー場や冬に関する歴史を紹介する。
	場　　所：豊岡市立歴史博物館｢但馬国府・国分寺館｣　（豊岡市日高町祢布808番地）
	アクセス：JR山陰本線「江原」駅より徒歩約10分
	北近畿豊岡自動車道 日高神鍋高原IC下車東へ約500ｍ
	問合せ先：豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」 0796-42-6111
	24日 （土） ・ 25日 （日）
	31日 （土） ～ 1月3日 （火）
	久美ナリエ
	京丹後市
	かぶと山では、山の西側に大文字の電飾が灯ります。大文字は、如意寺の境内、浜公園、アメニティ久美浜公園から眺めるのがおすすめです。
	場　　所：久美浜町かぶと山「大文字」（京丹後市久美浜町）
	時　　間：12月24日・25日　18:00～24:00
	12月31日　　　 　18:00～翌朝6:00
	1月1日～3日　 　18:00～22:00
	アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅から徒歩で約15分
	山陰近畿自動車道「京丹後大宮IC」から国道312号経由、車で約40分
	問合せ先：京丹後市観光公社久美浜町支部（久美浜町観光総合案内所内）
	0772-82-1781
	11月3日 （木・祝）
	～ 2023年1月29日 （日）
	2022冬期特別展「恐竜の復元模型展」
	丹波市
	丹波竜化石工房に、古生物復元模型作家徳川広和氏による恐竜などの復元模型が多数やってきます。最新の研究成果をもとに制作された復元模型には、骨格や筋肉、皮膚、色、息遣いなど徹底的な「リアル」が追求されており、まるで絶滅動物がよみがえったかのような生き生きとした姿を垣間見ることができます。ぜひ、この機会に足を運んでみてください。
	場　　所：丹波市立丹波竜化石工房「ちーたんの館」（丹波市山南町谷川1110番地）
	時　　間：10：00〜16：00（入館は15：30まで）
	入 館 料：大人210円　小中学生100円（ココロンカード提示で入館料無料）
	休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
	アクセス：JR 福知山線「谷川」駅からタクシーで5分（徒歩約20分）
	舞鶴若狭自動車道　丹南篠山口 ICより30分
	問合せ先：丹波市立丹波竜化石工房「ちーたんの館」0795-77-1887
	詳細URL: https://www.tambaryu.com
	5月28日（土）～2023年3月26日（日）
	黒豆スイーツフェア
	丹波篠山市
	丹波篠山市産の黒豆を使ったパンやスイーツ27店舗、33商品が参加。美味しいだけではなく栄養価も高い黒豆を使ったスイーツが勢ぞろい。
	街歩きのカフェ選びや、お土産選びの参考にご利用ください。
	https://tourism.sasayama.jp/kuromamefair/
	場　　所：丹波篠山市内
	問合せ先：丹波篠山観光協会　079-506-1535
	通年
	４つの歴史館で体験ワークショップ！
	丹波篠山市
	丹波篠山の歴史を感じることができる4つの文化施設では、さまざまな体験メニューがあります。すべて予約制です。なお、4館共通入館券がお得です。大人600円、大高300円、中小150円。　※都合によりお引き受けできない場合があります。
	【篠山城大書院】 〇甲冑着付体験　大人1,000円、子ども500円 ★1日1組限定、予約制（当日予約可）
	入 館 料：大人400円、大高200円、中小100円
	場　　所：篠山城大書院（丹波篠山市北新町）
	時　　間：10：00～15：00
	アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩約５分
	休 館 日：月曜日(祝祭日の場合は開館・翌日休館)
	問合せ先：篠山城大書院　079-552-4500
	入 館 料：大人300円、大高200円、中小100円
	場　　所：歴史美術館（丹波篠山市呉服町）
	時　　間：10：00～15：00
	アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス篠山営業所行き「春日神社前」下車、徒歩約１分
	休 館 日：月曜日(祝祭日の場合は開館・翌日休館)
	問合せ先：歴史美術館　079-552-0601
	入 館 料：大人300円、大高200円、中小100円
	場　　所：青山歴史村（丹波篠山市北新町）
	時　　間：10：00～15：00
	アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩約5分
	休 館 日：月曜日（祝祭日の場合は開館・翌日休館）
	問合せ先：青山歴史村　079-552-0056
	入 館 料：大人200円、大高100円、中小50円
	場　　所：武家屋敷安間家史料館（丹波篠山市西新町）
	時　　間：10：00～15：00
	アクセス：JR「篠山口」駅から神姫グリーンバス篠山営業所行き「二階町」下車、徒歩約15分
	休 館 日：月曜日（祝祭日の場合は開館・翌日休館）
	問合せ先：武家屋敷安間家史料館　079-552-6933
	※ワークショップは新型コロナウイルス感染予防のため予告なく中止する場合があります。
	※甲冑着付け体験の1日1組限定は、新型コロナウイルス感染症の収束状況によって解除されます。
	通年
	海軍ゆかりの港めぐり遊覧船
	舞鶴市
	心地よい潮風を感じながら、護衛艦や造船所など海軍にゆかりのあるスポットを海からめぐる満喫コースです。運行時間については「まいづる観光ネット」をご確認ください。乗船券のWEB予約も便利です！
	場　　所：舞鶴赤れんがパークすぐ（舞鶴市字北吸1039番地の2）
	料　　金：大人1,300円　小人700円
	アクセス：JR舞鶴線・小浜線「東舞鶴」駅より徒歩約10分
	問合せ先：【一般】舞鶴赤れんがパーク
	（遊覧船窓口）090-5978-8711
	【団体】 合同会社まいづる広域観光公社   0773-77-5400
	通年
	漆と絵付け体験
	福知山市
	約1,300年もの歴史があり、江戸時代には福知山藩が産物帰省をするほど主要な特産品であった「丹波漆」の工芸作品や日常用品までの作品展示や漆の資料研究などを紹介しています。館内では誰でも簡単に漆絵付け体験などができます。様々な体験メニューを用意しています。
	場　　所：やくの木と漆の館（福知山市夜久野町平野2199）
	料　　金：入館料 大人330円、中学生以下無料
	体験料別途。
	※事前要予約、木曜のみ体験休
	休 館 日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日休、年末年始12/29～1/3）
	アクセス：JR山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩約20分
	北近畿豊岡自動車道 山東ICから福知山方面へ約10分
	舞鶴若狭自動車道福知山ICから国道9号鳥取方面へ約40分
	問合せ先：やくの木と漆の館 0773-38-9226
	通年
	段ヶ峰 （だんがみね）　標高1106ｍ
	朝来市
	段ヶ峰の登山コースが、関西の登山愛好家に広く紹介されたのは、昭和30年代の中頃。以来、山登りが楽しめる身近な山となりました。山頂までのコースは、見晴しのいい尾根道や滝登りなど、醍醐味も満点。自然の営みや四季の彩りも満喫できるコースです。
	登 山 口：兵庫県朝来市生野町栃原
	（生野ICから約３ｋｍ、生野カントリークラブから東へ約600ｍ）
	アクセス：JR播但線「生野」駅下車、神姫グリーンバス生野学園線「ゴルフ場口」下車
	参　　考：登山口から段ヶ峰山頂まで３時間30分
	問合せ先：朝来市観光情報センター
	079-679-2222
	通年
	東床尾山 （ひがしとこのおさん）　標高839.1ｍ
	朝来市
	大きな山塊で、かつて金山として栄え、現在も植林が行われている区域が広いので、道は多く、踏み跡もあちこちにあります。付近には、国指定天然記念物の糸井の大カツラや不動の滝、床尾の三滝などがあり、見どころも多いコースです。
	登 山 口：兵庫県朝来市和田山町竹ノ内
	（和田山ICから約20ｋｍ、糸井の大カツラ付近）
	アクセス：JR播但線・山陰本線「和田山」駅下車、全但バス「竹ノ内」終点下車（竹ノ内・与布土線）
	参　　考：糸井の大カツラから東床尾山山頂まで１時間10分
	問合せ先：情報館天空の城　079-674-2120
	毎週日曜日
	ＤＩＳＣＯＶＥＲ　ＷＥＳＴハイキング
	光秀ゆかりの福知山城と
	御霊神社を訪ねて
	福知山市
	丹波を平定した明智光秀ゆかりの福知山城と御霊神社を訪ね、近畿最大の母なる川である由良川を見ながら治水の歴史を学ぶ。
	集合場所：福知山観光案内所
	アクセス：JR山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道「福知山」駅北口すぐ
	料　　金：無料（但し、福知山城　入城料330円は参加者負担）
	問合せ先：福知山観光案内所　0773-22-2228
	毎週土曜日
	ＤＩＳＣＯＶＥＲ　ＷＥＳＴハイキング
	元伊勢内宮皇大神社の謎と伝説を巡る
	福知山市
	古来より内宮皇大神社は、伊勢神宮と深い関わりを持ち元伊勢と呼ばれ、元伊勢の御神体である日室ヶ嶽や天岩戸神社などを訪ね元伊勢の謎に迫る。
	集合場所：元伊勢観光センター（京都丹後鉄道　「大江山口内宮」駅隣）
	アクセス：京都丹後鉄道「大江山口内宮」駅すぐ
	料　　金：無料
	問合せ先：福知山観光案内所　0773-22-2228
	毎週日曜日
	久美浜朝市
	京丹後市　丹鉄「久美浜」駅からすぐ
	毎週日曜日、駅朝市を開催しております。地元農家さんが作った野菜や美味しい手作り惣菜を販売しています。なくなり次第終了ですのでお早めに！（1・2月はお休みです）
	場　　所：京都丹後鉄道久美浜駅舎内（久美浜町）
	時　　間：9：00～11：00
	問合せ先：京丹後市観光公社久美浜町支部
	（久美浜町観光総合案内所内）0772-82-1781
	第3日曜日
	こんぴら手づくり市
	京丹後市　　丹鉄「峰山」駅から車で約５分
	の～んびり、ゆっくり。手づくり市は、みんなで作る市です。自分で作ったモノを売る人、作品を展示だけしたい人。販売よりも、話すのが楽しい人etc・・・お散歩がてら、見に来てください。
	（1・2月はお休みです）
	場　　所：金刀比羅神社境内（峰山町泉）
	問合せ先：こんぴら手作り市実行委員会
	0772-62-0225
	第4日曜日
	福知山ワンダーマーケット
	福知山市　　JR「福知山」駅から、徒歩約10分
	福知山や関西圏を中心とした、こだわりを持って製作・セレクトされた日用雑貨や、食品販売をされているお店など、約50店舗が揃います。ノスタルジックな雰囲気の残る商店街で過ごす、少しだけ特別な定期市です。
	場　　所：新町商店街
	問合せ先：福知山ワンダーマーケット実行委員会
	Mail：wonderfukuchiyama@gmail.com
	最新情報はこちらから↓
	https://kitakinki.gr.jp/event
	ホームページ　 まるごと北近畿 で検索

