
    

北近畿 2月のイベントガイド 

 

3日 （金） 

茗荷祭 

綾部市 

清水の湧く囲いの中にあるお宝田の茗荷の上が

り方で、その年の早稲・中稲・晩稲の出来栄えや

風雨日照りの様子を占います。 

 

場  所：阿須々岐神社（綾部市金河内町） 

時  間：10：30～ 

アクセス：JR 山陰本線「綾部」駅から車で約 30

分 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550 

 

4日 （土） 

筍 祭 

綾部市 

石組み囲いの中にあるお宝田の筍の上り方で、そ

の年の早稲・中稲・晩稲の出来栄えやその他の作

物の出来不出来を占います。筍は耕作の吉事を祈

り神前にお供えされます。 

 

場  所：篠田神社（綾部市篠田町） 

時  間：10：30～ 

アクセス：JR 山陰本線「綾部」駅から車で約 30

分 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550 

 

3日 （金） ・ 4日 （土） 

大本節分大祭 

綾部市 

全国から大勢の参拝者が訪れる、大本の祭礼の中

で最大の祭典。一枚一枚大祓が行われた人型・型

代をいったん素焼きの壺に納め、2 回に分けて綾

部大橋中央まで運びます。由良川の清流に向けて

放たれた人型・型代が、ヒラヒラと舞った後、ス

ーと川面に吸い込まれる風景は神秘的です（河川

の環境を守るため、人型・型代は水溶性の用紙が

使われています）。 

 

場  所：大本本部長生殿（綾部市本宮町） 

時  間：3日（金） 

18：30～福引･甘酒の接待 

     19：30～23：00 節分大祭 

（人型大祓いなど） 

4日（土）～4：30 節分大祭 

（瀬織津姫行事、豆まきなど） 

※いずれも詳細な時間は未定です。 

 アクセス：JR山陰本線「綾部」駅から徒歩約 15

分またはあやバス（志賀南北線）で 6

分「大本神苑前」下車すぐ 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550  

大本本部 0773-42-0187 

 

3日 （金）、 4日 （土）、 6日 （月）  

中川絢音／水中めがね∞＋Von・no ズ

＋浜田純平 ｢1991～隣の芝生は ヨク 

見える～(仮)｣地域交流プログラム 

豊岡市 

中川絢音が主宰するダンスカンパニー｢水中めが

ね∞｣による、同年代のダンスアーティスト間の

交流を目的としたシリーズ企画｢1991｣の滞在制

作 地域交流プログラム。 

 

場  所：城崎国際アートセンター 

（豊岡市城崎町湯島 1062） 

アクセス：JR山陰本線「城崎温泉」駅から徒歩約

20分 

問合せ先：城崎国際アートセンター 

0796-32-3888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11日 （土・祝）  

八木西宮ゑびす祭り 

養父市 

2月 11日は但馬で年始めのお祭りとして、家内安

全、商売繁盛、交通安全などの祈願に多くの人が

訪れます。また、拝殿には色とりどりの吉兆やお

守りを取り揃えています。（詳しい内容は未定） 

 

場   所：八木西宮ゑびす神社（養父市八鹿町八

木） 

時  間：早朝～ 

アクセス：JR山陰本線「八鹿」駅下車、全但バス

（鉢伏・湯村・秋岡方面）「上八木」下

車徒歩約 1分 

北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山 IC

から約 5分 

問合せ先：やぶ市観光案内所 079-663-1515 

 

11日 （土・祝） 

かまくらまつり 

新温泉町 

雪国ならではの「かまくら」体験。かまくらの中

でお餅を焼いて食べられます。かんじきレース、

親子ソリレースや雪玉的落としなど雪上アトラ

クションのほか、もちつき体験やぜんざい無料サ

ービスもあります。ソリ遊びや雪だるま作りも楽

しめます。 

※積雪量によって内容が変わる場合があります。 

※参加費無料・申し込み不要・当日参加可能 

 

場  所：上山高原ふるさと館（新温泉町石橋） 

時  間：12：30～15：00 

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 

 

12日 （日） 

かんじきハイキング 

新温泉町 

「かんじき」をはいて自然観察をしながら、滝を

目指して歩きます。そこは動物たちの楽園でテン、

イタチ、ウサギなど多くの動物たちが自由に歩き

回り足あとを残します。また、冬でも活動する小

さな昆虫を観察することも出来ます。 

 

※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 2,000円、小中学生 1,000円、別

途、かんじき等使用料 300円 

 定 員：先着 30名（小学 5年生以上対象） 

 締 切：2月 5日（日） 

 

場  所：新温泉町海上 

時  間：9：30～15：00 

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 

 

17日 （金） ～ 18日 （土） 

綾部厄除大祭 

綾部市 

「綾部の厄神さん」として親しまれ、例年、丹波

地方全域から参拝者が訪れます。厄除けの門をく

ぐって厄除、開運、家内安全などを祈願した後、

開運の門を通って参拝を終えます。 

 

場  所：厄除神社（綾部市上野町･若宮神社境

内） 

時  間：17日（金）宵宮 9：00～21：00 

18日（土）本宮  7：00～21：00 

アクセス：JR山陰本線「綾部」駅からあやバス志

賀南北線で「上野町合同宿舎前」下車、

徒歩約 4分 

問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550 

 

25日 （土）  

鉢伏雪まつり 

養父市 

ハチ高原の冬の一大イベント『鉢伏雪まつり』！ 

ぜひお越しください。（詳しい内容は未定） 

 

場   所：ハチ高原スキー場（養父市ハチ高原） 

アクセス：JR山陰本線「八鹿」駅下車、全但バス

「湯村・鉢伏・秋岡行」でハチ北口下

車（約 40分）、福岡横町（徒歩約 3分）

より全但バス「ハチ北行」に乗り換え

ハチ北下車徒歩約 12分 

北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山 IC

から約 30分 

問合せ先：ハチ高原観光協会 079-667-8535 

 

 

 



 

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（日） 

【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「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月 5日 （日） ～ 3月 5日 （日） 

第 6回ひな人形展 

京丹後市 

寄付していただいたお雛様を雛段に飾り展示し

ます。歌人で有名な世界三大美女のひとり「小野

小町」ゆかりの小町公園にて開催します。 

 

場  所：小町公園内「小町の舎」（京丹後市大

宮町五十河） 

時  間：9：30～15：30 

休 館 日：毎水曜日 

アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅

から車で約 10分 

京都縦貫道 京丹後大宮 IC から車で

約 6分 

問合せ先：大宮地域を活性化する会 0772-64-5533 

 

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 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/  

 

 

 

 

 

https://tamba-zenzai.com/


 

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 

 

 

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 

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 

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 

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 2月のイベントガイド
	問合せ先：綾部市観光協会　0773-42-9550
	問合せ先：綾部市観光協会　0773-42-9550
	問合せ先：綾部市観光協会 0773-42-9550
	大本本部 0773-42-0187
	場　　所：城崎国際アートセンター
	（豊岡市城崎町湯島1062）
	アクセス：JR山陰本線「城崎温泉」駅から徒歩約20分
	問合せ先：城崎国際アートセンター
	0796-32-3888
	2月11日は但馬で年始めのお祭りとして、家内安全、商売繁盛、交通安全などの祈願に多くの人が訪れます。また、拝殿には色とりどりの吉兆やお守りを取り揃えています。（詳しい内容は未定）
	場  　所：八木西宮ゑびす神社（養父市八鹿町八木）
	時　　間：早朝～
	アクセス：JR山陰本線「八鹿」駅下車、全但バス（鉢伏・湯村・秋岡方面）「上八木」下車徒歩約1分
	北近畿豊岡自動車道　八鹿氷ノ山ICから約5分
	問合せ先：やぶ市観光案内所　079-663-1515
	11日　（土・祝）
	場　　所：上山高原ふるさと館（新温泉町石橋）
	時　　間：12：30～15：00
	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
	12日　（日）
	場　　所：新温泉町海上
	時　　間：9：30～15：00
	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：綾部市観光協会　0773-42-9550
	ハチ高原の冬の一大イベント『鉢伏雪まつり』！
	ぜひお越しください。（詳しい内容は未定）
	場  　所：ハチ高原スキー場（養父市ハチ高原）
	アクセス：JR山陰本線「八鹿」駅下車、全但バス「湯村・鉢伏・秋岡行」でハチ北口下車（約40分）、福岡横町（徒歩約3分）より全但バス「ハチ北行」に乗り換えハチ北下車徒歩約12分
	北近畿豊岡自動車道　八鹿氷ノ山ICから約30分
	問合せ先：ハチ高原観光協会　079-667-8535
	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（日）
	【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「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月5日 （日） ～ 3月5日 （日）
	第6回ひな人形展
	京丹後市
	寄付していただいたお雛様を雛段に飾り展示します。歌人で有名な世界三大美女のひとり「小野小町」ゆかりの小町公園にて開催します。
	場　　所：小町公園内「小町の舎」（京丹後市大宮町五十河）
	時　　間：9：30～15：30
	休 館 日：毎水曜日
	アクセス：京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅から車で約10分
	京都縦貫道　京丹後大宮ICから車で約6分
	問合せ先：大宮地域を活性化する会0772-64-5533
	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
	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
	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
	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
	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
	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）
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	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
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