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テーマで巡る

＃パワースポット／＃いちおしグルメ／＃花の名所／＃郷土芸能

日本全国の小京都 40市町を巡る
東北ブロック 岩出山／村田／湯沢／角館／棚倉
関東・甲信越ブロック 古河／足利／栃木／佐野／嵐山／小川／加茂／飯山

小京都……。
わずか三文字の短い言葉に、

中部ブロック 城端／郡上八幡／森／西尾

私たちは不思議な懐かしさと

近畿ブロック 伊賀上野／京都／出石／丹波篠山／龍野

憧憬を覚えます。

中国ブロック 倉吉／松江／津和野／津山／高梁／尾道／山口／萩
四国ブロック 大洲／安芸／中村

悠久の歴史と豊かな自然に培われた伝統や文化、
季 節 を 彩 る 風 物 詩 、そ こ に 住 ま う 人 々 の 暮 ら し … … 。

九州ブロック 朝倉／小城／山鹿／日田／杵築／日南／知覧

そんな文化を守り伝える小京都を
訪ねてみませんか。

日々の暮らしのなかで忘れかけていた
懐かしい日本の原風景に
きっと出会えるはずです。
昭和60年5月、全国に散在する小京都と呼ばれる26市町と京都が参加して「全国京都会議」が結成されました。
京都とゆかりのまちが互いに手を携え、悠久の歴史と豊かな自然に培われた伝統や文化の魅力を広く全国に発信し、
それぞれのまちのイメージアップと観光客誘致の相乗効果を図ることを目的としています。
全国京都会議への加盟は、次のような条件に一つ以上あてはまることを基準にしています。

京都に似た
自然景観、町並み、
たたずまいがある

京都と歴史的な
つながりがある

伝統的な産業、
芸能がある

令和 4 年 8 月現在、加盟は 40 市町となり、共同宣伝パンフレット・ポスターの作製・配布など、
広域観光キャンペーンを展開するほか、年 1 回の総会を加盟市町持ち回りで開催しています。

発

行

事務局

全国京都会議
公益社団法人京都市観光協会

075-213-1717
※本誌のデータは、令和4年8月現在のものです。お出かけの前には、公式サイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
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1907 年（明治 40 年）に創建された、

国宝瑠璃光寺五重塔がある香山公

問の神として信仰が厚く、境内には

すべりの木から、松の木が生えて

吉田松陰を祭神とする松陰神社。学
松陰ゆかりの史跡などが点在。世界

いる、とても珍しい光景を見ること

田松陰幽囚ノ旧宅」があります。見

して、この珍しい木を見に来る受験

文化遺産登録の「松下村塾」と、
「吉

た目の可愛いカラフルな「傘みくじ」

は、
「傘が開く」に「運が開く」をかけ
た開運おみくじとして大人気です。
▶ P21

3

園には、猿もすべるといわれるさる

雨が降ると山肌を白い滝が流れて

いるように見えることからその名
がついた“白滝山” 。山頂に祀られ

ている「恋し岩」は、悲恋の愛を貫

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三

英傑に仕え、数々の武功を上げた

堀尾吉晴が築城した国宝松江城は、

開運・勝負運アップのパワースポッ

ができます。
「すべりどめ」を祈願

いた力士の伝説があり、遠く離れ

ト。豊臣秀吉から賜った家紋 “ 分銅

生もいます。

れると恋が叶うといわれるパワー

記号と同じ形の為、触るとお金が

▶ P20

た人へ幸せを与えてくれます。触

スポットです。

▶ P20

紋 ”が刻まれた石垣は、銀行の地図
貯まるかもと密かに人気です。

▶ P19

貴船の地は、古くから「氣生根（き

忍者にまつわるパワースポット・伊

の地」という意味があり、触れるこ

場をめぐって忍者修行を体験。修

ふね）
」と記され、
「気の生じる根源

賀城下町エリアに開設する忍者道

とで気が満ちるとされてきました。

行の合計得点によって道場本部で

遣わし、雨乞いや雨止みなどの祈願

「上忍級」認定者にはオリジナルピ

貴船神社は、歴代の朝廷が勅使を

をされてきた神聖な場所であり、和
泉式部の夫婦円満伝説など、縁結

びのご利益もあるとされています。

三河湾に浮かぶ佐久島は、自然と

アートが織りなす癒しのパワース
ポットです。森や海など美しく豊

かな自然に包まれた島内には至る

伊賀忍者の認定が受けられます。

ところにアート作品が点在してい

ンバッジをプレゼント！

ようで、時間を忘れてリフレッシュ

▶ P17

ます。島全体がひとつの美術館の
できる場所です。

▶ P16

創建 726 年、加茂山に鎮座する加

馬場都々古別神社は都々古別三

賀茂御祖神社の三社御本殿が合殿

たり、東北の神社のなかでも最高

姫命（たまよりひめのみこと）は安

くから信仰を集めました。石段を

上 杉 謙 信の母が月参りしたと伝

え神秘的な空間が広がるパワース

茂の鎮守社。青海神社・賀茂神社・

され祀られています。祭神の玉依

産・子育ての神として信仰を集め、

わっています。

▶ P15

社または近津三社の「上宮」にあ
位の格式をもつ陸奥一宮として古

上ると、樹齢数百年の古木がそび

ポットです。

▶ P12

▶ P17
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南九州市はお茶の生産量が市町

村単位で日本一。市内で生産さ

れる「知覧茶」は、これまでに農

日南市公認のご当地グルメであ
るカツオ炙り重は、日南市で水

揚げされた一本釣りカツオ、宮

ひたん寿司は、目と心で味わう

西日本一の生産量を誇る熊本県

物を使っており、とてもヘルシー

ア」が開催されます。郷土菓子の

▶ P24

しむことができます。

▶ P24

れた彩り鮮やかな旬な野菜や果

です。

▶ P23

生まれた「なすのたたき」
。2022

供する「山鹿和栗スイーツフェ

ド」にも認定されました。素揚げ

「栗だんご」やモンブランなど個

くほぐした焼き魚の身とミョウガ、

性あるスイーツをお楽しみくだ

さい！

▶ P23

大葉などの薬味をたっぷりのせ、

ゆずポン酢をかけて食べます。

▶ P21
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級グルメで有

てできた津和野の里芋は絶品で

名な津山ホル

輪で炙ってご飯の上にのせて食

べます。日南の食材や旬にこだ

います。材料は小鯛のあぶりと

したとろとろのナスの上に、細か

品質も折り紙付きです。鹿児島

わった各店オリジナルの味を楽

が郷土料理と

して、地 域 の

から 1 1 月には「山鹿和栗」を使用

したスイーツを約 30 店舗が提

の伝統料理「あくまき」との相性

の牛肉食文化

年 3 月に、文化庁の「100 年フー

お寿司です。日田発祥の元祖「た

か菜巻」を中心に、日田近郊で採

は抜群。ぜひ味わってください。

でもまれな養

を誇る安芸市で家庭料理として

崎県産のお米を使用しており、2

種類の味付けをしたカツオを七

古くから全国

山鹿市の「山鹿和栗」
。毎年 9 月

林水産大臣賞や全国茶品評会産

地賞を数多く受賞するなどその

国内トップクラスのナスの生産量

究極の日田をコンセプトにした

生食いの本場

て い ま す。B

干し肉・そずり
新たな地域ブ

ま 和 牛」が 加

で、津 山 独 特

生活に根付い

モンうどんや

肉などに加え、

ランドに「つや
わりました。

秋になると「芋煮の季節になった

鳥取県中部で有名な「牛骨ラー

白磁の小皿に盛り付けられた「出

スープにはコクがあり、しっかり

のそば店が軒を連ねており、各

周辺に店舗が多く、行列ができ

を競い合っています。そば本来

したスープに、青竹で打った不

豊かな薬味を順番に加えて味変

いちおしグルメです。

ねえ」という言葉がまちの中を舞

メン」
。牛骨を煮込んでとった

里芋が主流で、火山灰土壌によっ

旨味のある味です。特に倉吉駅

す。日本三大芋煮に数えられ、客

る人気店もあり遠方からこの味

欠かせない秋の風物詩です。

です。

人への振る舞いや楽しみの場に
▶ P19

を求めて来る方もおられるほど
▶ P18

佐野市を代表するグルメの「佐

村田町の特産品そら豆。村田町

石皿そば」が名物です。約 40 軒

野らーめん」
。市 内には 150 店

のそら豆はパウダー状に加工さ

店舗がそばやダシにこだわり腕

地元の良質な水で作るあっさり

など、さまざまな食品に使われ

揃いのちぢれ麺が絶妙にからむ

まつりが開催され、炭火焼きや

の味わいはもちろん、バラエティ

を楽しむのもおすすめです。

舗ほどのラーメン店があります。

▶ P14

れ、米粉麺、まんじゅう、アイス

ています。また、初夏にはそら豆
袋詰め放題が行われています。
▶ P11

▶ P17

▶ P19
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城下町から車で 30 分ほどの山

間にある「るるパーク」
。春には

鮮やかなブルーが美しい「ネモ

フィラ」
、夏から秋にかけては、
緑〜赤〜金色と色を変える、ま

んまるで可愛い「コキア」が一面

に咲き誇り、来た人の目を楽しま
せます。
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▶ P23

小城藩初代藩主鍋島元茂から二

秋月城跡へと続く杉の馬場通り

トンボ自然公園は世界初のトン

が並び、春には約 500m「桜のト

が 81 種見つかり、同規模面積の

が桜を照らし、日中とは異なる幻

誇っています。公園内では、睡蓮

代藩主直能によって作られた名

の両側には、約 200 本の桜の木

「日本の歴史公園 100 選」にも認

ンネル」となります。夜は裸電球

庭園で、
「日本さくら名所 100 選」

定されています。毎年 3 月下旬

〜 4 月上旬には約 3,000 本の桜

が咲き誇り、県内外から多くの
観光客で賑わいます。

▶ P22

想的な光景を楽しめます。▶ P22

西日本有数のつつじの名所であ

龍野公園の桜

は、
「一目三千

が満開になると、冨士山山頂が

祭が開催さ

れ ます。龍 野

澄んだ青空と

満開の桜のコ

ボ保護区で、これまでにトンボ

る冨士山。約 6 万 3 千本のつつじ

環境としては種類密度日本一を

ピンク色に染まり、春の大洲の

が 5 月から 9 月にかけて毎朝約

3,000 の色とりどりの花を咲か
▶ P22
せ、園内を彩ります。

風物詩となっています。

▶ P21

本」といわれ、
公園近くの

ントラストは
毎年多くの方

に 訪 れ ま す。

4 月下旬〜 5 月上旬にかけ、見渡

春にはさくら

す限り一面が菜の花の鮮やかな

龍野城の白壁、

の花と共に眼下に千曲川、その

絶 景 で あ り、

よっては桜も一緒に楽しむこと

が桜を楽しみ
▶ P18

地元の熱心な保護活動により「カ

季折々の花など、年間を通じて

下旬には薄紫色の可憐で美しい

の敷地に約 15 品種、2 万株以上

春は大藤や白藤、きばな藤など

にはニリンソウが純白で小さな

ダーの香りに包まれた園内で「ら

クリの群生が復活しました。3 月

先に関田山脈を眺望でき、年に

花を咲かせます。また、4 月上旬

▶ P15

樹 齢 160 年におよぶ 大 藤 や 四

た「千年の苑ラベンダー園」
。6

黄色で覆われる菜の花公園。菜

ができます。

嵐山町に 2019 年にオープンし

タクリとニリンソウの里」にカタ

花を咲かせます。

▶ P14

月上旬からの開花期には、6.5ha

のラベンダーが咲き誇り、ラベン
んざんラベンダーまつり」が開催

されます。

▶ P14

歴史と自然が融合した公園とし

て花桃を満喫することができる

楽しめる「花と光の楽園」
。特に

「古河公方公園」
。矢口、源平、菊

350 本以上の藤が咲き誇ります。
秋から冬にかけては日本三大イ
ルミネーション認定の「光の花の
▶ P13
庭」も見どころです。

き誇ります。毎年 3 月下旬から 4

桃などの多くの花桃が美しく咲

月上旬に古河を代表する祭りの

ひとつ、
『古河桃まつり』の開催
会場でもあります。

▶ P13

6

岡山県下最大の規模を誇る盆踊り

伝統の生きるまち丹波篠山で江戸

天宮神社例大祭に奉納される十二段

民謡「デカンショ節」
。今では、歌

とされており、延舞・色香・庭小鳥・鳥・

である「備中たかはし松山踊り」
。毎

時代から 200 年以上育まれている

中高梁駅前大通りを会場に開催さ

詞が 400 以上になり、8 月 15 日・16

年 8 月 14 日〜 16 日の 3 日間、ＪＲ備

れます。だれでも自由に踊りの輪に

日 の民謡の祭典「デカンショ祭」で

で、期間中は多くの老若男女でにぎ

ています。

加わることができる参加型の盆踊り

わいます。

▶ P20

は、節に合わせて踊られ、親しまれ
▶ P18

舞楽は、文武天皇の時代に伝来した

太平楽・志んまく・安摩・二の舞・陵王・

の宿場町として栄えた栃木市。往

城下町郡上八幡で歌い踊り続けら

どを模した庵屋台の中から、各町内

の町並みを舞台に、2 年に一度、11

地元民観光客を問わず、ひとつの

前で披露します。唄、三味線、篠笛、

では、豪華絢爛な 9 台の人形山車

郡上おどりは、430 年にわたって

社と曲目が共通ですが、小國神社の

輪になって踊ることができる参加

舞楽道具は、明治時代にほぼ焼失し

江戸との舟運や、日光例幣使街道

た）
』は、江戸端唄の流れを汲む曲

れてきたものです。老若男女また

たため、古い面、装束は天宮神社に

城端曳山祭の華、
『庵唄（いおりう

らぬに袖しぼる」の歌詞で知られる

抜頭・納蘇利・獅子の十二段が伝承さ

れています。同じ森町にある小國神

だけ伝わっています。

9

「郡上の八幡出てゆく時は、雨も降

型の盆踊りとして有名です。 ▶ P16

で、京都の一力茶屋や吉原の料亭な

の若連中が祝儀を出した所望宿の
太鼓で出来上がった粋で典雅な音
律が祭りを彩ります。

▶ P15

時のたたずまいを残す巴波川や蔵

月に開催される「とちぎ秋まつり」

と一対の獅子頭が華やかに市内を
練り歩きます。

▶ P13

角館祭りのやま行事で、曳山が運行

湯沢の「七夕絵どうろうまつり」は、

伊達政宗公にゆかりがある大崎市

秋田藩佐竹南家七代目義安公に、京

岩出山で毎年 9 月第 2 日曜日に開

でいます。角館城下の能や長唄を嗜

された姫君が、京都への郷愁やるか

行列は、今から約 430 年前の文禄

げられ、囃子のほかに曳山の狭い舞

竹に飾りつけたのが始まりといわれ

する際に奏される囃子を総称して

「飾山囃子（おやまばやし）
」と呼ん

んだ武士、町人たちによって築きあ
台という制約のなかで美しく見せる
工夫の凝らされた「秋田おばこ」の
手踊りが賑わいを添えます。 ▶ P12

都の公卿鷹司家から「おこし入れ」

催される「政宗公まつり」伊達武者

たなき想いを五色の短冊に託し、青

元年、3,000 人もの大勢を率いて

ています。

を再現した動く戦国絵巻そのもの

▶ P12

岩出山を出発し、上洛する武者姿

です。

▶ P11

▶ P16

8

仙台より北西へ 50㎞、奥羽山脈より流れ

12 年間、血気盛んな青年期を過ごした城下
町。城の防備を兼ねて開削された用水路「内
川」は、400 余年の歴史を刻み、水と緑の調
べを滔々と今に伝えています。岩出山伊達
家・3 代敏親公と 4 代村泰公には、京都冷泉

行事

4 月15・16日、11月15・16日／互

9 月第 2日曜日とその前日／政宗公ま

市

つり 11月下旬／大崎バルーンフェスティ
パル
工芸品

竹細工

味・グルメ

家より御輿入れがなされ、郷学「有備館」や、
廻遊式池泉庭園をはじめ、しの竹細工・酒ま
んぢうといった地場産品にも、京文化のなご
りを偲ぶことができます。

旧有備館および庭園・岩出山城

凍豆腐・かりんとう・酒まんぢう

交通

JR 陸羽東線岩出山駅下車
問い合わせ

大崎市岩出山総合支所 地域振興課
0229-72-1215
https://www.city.osaki.miyagi.jp
至新青森
陸羽東線

豪勢な店蔵や門が数多く残る村田は、
古くから山形と仙台を結ぶ街道の商都と

見どころ

蔵の町並み・龍島院・村

田町歴史みらい館・白鳥神社奥州

して栄えてきました。紅花といえば山形県

の蛇藤・スポーツランドＳＵＧＯ

が有名ですが、宮城県南部でも栽培が盛

小牛田

至石巻

至仙台

10 月第 3 土曜日を

布袋まつり

手によって関西方面や江戸に送られまし

石巻線
古川

10 月体育の日の前日／

行事

んで、これらは村田に集められ村田商人の

岩出山

線
幹
新
北
東

山。伊達政宗公が仙台青葉城へ移るまでの

見どころ

跡・内川遊歩道・陸奥上街道

線
本
北
東

出す江合川がまちを潤す山紫水明の地岩出

含む金・土・日曜日の 3日間／み

た。この紅花取引で財を築いた商家の蔵

やぎ村田町蔵の陶器市

が今も通りに面してたち並ぶ景観は、訪れ

味・グルメ

る人々を魅了します。また、町内には龍島

そらまめ製品（米粉

麺・うどん・アイス・菓子類など）
・
地酒・味噌・納豆

院や白鳥神社境内に悠然とそびえる巨木
など見どころがたくさんあります。四季の
自然がまばゆい蔵のまちへぜひおいでく
ださい。

交通

JR 東北本線大河原駅下車、
ミヤコーバス村田・川崎行きで 20 分
問い合わせ

村田町まちづくり振興課
0224-83-2113
http://www.town.murata.miyagi.jp/
至仙台
線
本
北
東

村田
大河原

至福島
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古河市は関東のほぼ中央に位置し、東京都心から電車で

三方を緑濃い山々に囲まれた静かな盆地

約 1 時間の好立地にあり、利根川と渡良瀬川の水利に恵ま
れ、2012 年（平成 24 年）には、ラムサール条約湿地に登録

に位置する角館は、1620 年（元和 6 年）に角

古河歴史博物館・古河文

見どころ

学館・篆刻美術館・古河街角美術館・

館地方を領していた芦名義勝によって造ら

鷹見泉石記念館・古河公方公園（古

となった渡良瀬遊水地を有するなど貴重な自然が残る街
です。室町時代には関東公方の足利成氏が「古河公方」と
して本拠地を古河に置き、その後 130 年の間、関東一円の
政治の中心となり、江戸時代には古河城の城下町日光街道

火大会

まつりは、江戸時代の古河藩主土井利勝が領地に桃を植え

深い木立が覆い今も落ち着きある佇まいのな

パーク

かに、往時の姿を見ることが出来ます。また

3 月下旬～ 4 月上旬／古河

南側には町人町（外町）があり、商家の蔵や

8 月第1土曜日／古河花

桃まつり

みと多くの寺社が点在しています。例年開催される古河桃

た。まちの北側に位置する武家町（内町）は、

晴湖画室・お休み処 坂長・ネーブル
行事

の宿場町として栄えました。現在も当時の面影を残す街並

れ、その後佐竹北家の城下町として栄えまし

河総合公園）
・永井路子旧宅・奥原

座敷が公開されています。町割りから 400

10 月下旬～11月下旬／古
12 月第 1土曜日／古

河菊まつり

年余、その形は大きく変わらず文化財も数多

させたことに由来し、会場の古河公方公園（古河総合公園） 河提灯竿もみまつり

く残る角館は、今もなお歴史の息づくまちで

は、歴史と自然が融和した公園として 2003 年（平成 15 年）

もあります。現存する武家屋敷と商家の屋敷

にメリナ・メルクーリ国際賞を受賞しました。

問い合わせ

を見比べながら歴史散策が楽しめます。

しま茶・古河七福カレーめん

至宇都宮

古河

鮒 甘 露 煮・和 菓

クラ・桧木内川堤の桜並木・天寧寺
2月14日／火振りかまくら

行事

20日～5月5日／桜まつり
り盆

9月7日～9日／角館祭りのやま行事

工芸品

樺細工・白岩焼・イタヤ細工
生もろこし・かりんとう・おば

味・グルメ

こ餅・なると餅・いぶり漬・キリタンポ鍋・
しょっつる鍋・稲庭うどん・御狩場焼

交通

JR 秋田新幹線「こまち」および
田沢湖線角館駅下車
問い合わせ

仙北市観光情報センター
0187-54-2700
「角館駅前蔵」
https://tazawako-kakunodate.com/

宇都宮線
（上野東京ラインおよび
湘南新宿ライン）

至秋田

至上野

奥
羽
本
線

至盛岡
秋田新幹線
田沢湖線

角館
大曲

足利市は栃木県の南西部の県境に位置し、
市の中央を渡良瀬川が東西に流れ、北部に
は日光連山へと続く美しい山並み、南部には
肥沃な関東平野が広がるなど、豊かな自然
に恵まれたまちです。古くから文化が花開
き、足利一門の氏寺「鑁阿寺」や、日本最古の
学校「史跡足利学校」
、600 畳敷の藤棚をも
つ「あしかがフラワーパーク」など、
「歴史と
文化と花のまち」として知られています。か
つては織物のまちとして栄え、その歴史は奈
期にかけて一世を風靡した足利銘仙により
日本一の銘仙の産地と称されました。現在も
「足利まちなか遊学館」では着物の着付けが

酒造業が盛んなところでもあります。郊外に

群・あしかがフラワーパーク・
「ココ・ファー

は温泉地帯があり、日本三大霊地として名高い

ム・ワイナリー」
・渡良瀬橋の夕日ほか
1月1日～5日／鑁阿寺初詣

「川原毛地獄」や天然露天風呂「川原毛大湯滝」
、

1月

2月3日／節分鎧年越

4 月中旬～5 月中旬／大藤まつり

「小安峡大噴湯」など必見の名所があります。

6 月1日

／初山祭（ペタンコまつり） 8 月第1土曜
日／足利花火大会

交通

JR 奥羽本線湯沢駅下車

10 月中旬～ 2 月中旬

問い合わせ

／イルミネーション「光の花の庭」 11月中
旬／足利灯り物語
比寿講

（一社）湯沢市観光物産協会
0183-73-0415

11月19日～20日／恵

11月23日／釋奠

12 月31日／

悪口（あくたい）まつり
工芸品

至秋田

解し織・藍染め・草木染め

味・グルメ

和菓子・ワイン・蕎麦・足利しゅ

湯沢

うまい・ポテト入り焼きそば

至福島

済、文化の中心として栄えた商都であ
り、今なお商人町の姿を残しています。
川面に影をおとして並ぶ蔵屋敷と白壁
の家並み、清流と掘割に群れ遊ぶ鯉、四

8 月上旬／蔵の街

サマーフェスタ

11月中旬／とち

ぎ秋まつり（2年に一度）
工芸品

桐下駄

味・グルメ

太平山名物（焼き鳥、た

まご焼、太平だんご）
・出流そば・夕顔
らーめん・じゃがいも入り焼きそば

平山、樹木につつまれた出流山満願寺、

新栃木
両毛線

東北本線

に潤いと安らぎを与えてくれる街です。

至福島

栃木

東
日 武
光 鉄
線 道

至高崎

至新宿

交通

至浅草

問い合わせ

（一社）栃木市観光協会
0282-25-2356
https://www.tochigi-kankou.or.jp/

10 月

中旬／川連塗りフェア

10 月上旬／まるごとうどん

EXPO
こけし（木地山系など）曲木家具・まなぐ凧・

川連漆器
日本酒・みそ・しょうゆ・漬物・さくらんぼ・

至東京

東北地方の玄関口にあり、八溝山をはじ
めとする山々に囲まれている棚倉町。春には
桜、夏はさわやかな新緑、秋はもみじ、冬の
雪景色、四季折々の風景を楽しむことができ
ます。平安時代に建立された流廃寺跡や、陸
宮である八槻都々古別神社の二つの一宮が
現存するなど多くの神社仏閣が残っていま
す。また、江戸幕府成立後、初めて棚倉藩を
治めたのが立花宗茂です。その後、丹羽長重

見どころ

棚倉城跡・山本不動尊・

赤館公園・馬場都々古別神社・八槻
都々古別神社・花園しだれ桜・流廃
寺跡・八溝山・ルネサンス棚倉
行事

旧暦1月6日／八槻都々古

別神社 御田植祭
つり

8 月14日／棚

10 月上旬／棚倉秋ま

倉夏まつり

12 月第 2 土・日曜日／八槻

都々古別神社霜月大祭
味・グルメ

米・ブルーベリー・イチ

ゴ・和菓子など

家十六代の居城となって栄えてきた、情緒あ
ふれる城下町です。

至仙台
東北
新幹
線

東武鉄道日光線栃木駅および
新栃木駅下車 JR 両毛線栃木駅下車

13

東武
伊勢崎線

によって棚倉城が築城されました。以来、八

小山

8月

9 月下旬／大名行列

至福島

奥一宮である馬場都々古別神社と、奥州一

季折々の彩りをみせる県立自然公園太
そのほか多くの名所が点在し訪れる人々

足利
足利市

小山

わい、見世蔵や土蔵が軒を連ね政治、経

／百八燈流し

8 月第1日曜日

8 月5日～7日／七タ絵どうろうまつり

8日／雄勝大花火大会

東北新幹線

た巴波川の舟運により商人町として賑

／あじさいまつり

小山

かけ日光例幣使街道の宿場町として、ま

ら、カタクリ） 6 月中旬～7月上旬

至高崎

東北本線

ずまいの街です。幕末から明治年間に

つり

3 月第

6 月第 2 土・日曜日／小町ま

稲庭うどん・三梨牛・せり

問い合わせ

線
毛
両

市内中央に巴波川が流れる静かなたた

4 月上旬／花まつり（さく

行事

2 月第 2 土・日曜日／犬っこまつり

行事

0284-43-3000
（一社）足利市観光協会
https://www.ashikaga-kankou.jp/
至伊勢崎

・太平山県立自然公園・満願寺
西に太平山、北に日光連山にかこまれ、 八島）

川原毛地獄・川原毛大湯滝・力水・造り酒

3日曜日／凧あげ大会

味・グルメ

交通

JR 両毛線足利駅および東武伊勢崎線足利市駅下車

栃木県の南部にあって、東に筑波山、 三ふるさと記念館・大神神社（室の

見どころ

屋・秋の宮温泉郷・小安峡温泉・稲庭城・湯乃華芸妓

工芸品

体験できます。

とちぎ山車会館・山本有

や「大名行列」
、冬の「犬っこまつり」をはじめ、
もあります。また、
「東北の灘」と称されるほど

利織姫神社・下野國一社八幡宮・名草の巨石

行事

羽富士と呼ばれる鳥海山を望む風光明媚なとこ
ろです。夏の雅やかな「七夕絵どうろうまつり」
小京都らしさが息づいており、秋田美人の里で

（鑁阿寺）
・浄因寺・徳蔵寺・大岩毘沙門天・足

13日／まゆ玉市

湯沢市は佐竹南家の城下町として栄えてき
ました。市内の南北を雄物川が貫流し、西に出

奥羽本線

良時代まで遡りますが、特に大正から昭和初

至福島

史跡足利学校・史跡足利氏宅跡

見どころ

見どころ

4月

8 月15日／送

秋田内陸
縦貫鉄道

（一社）古河市観光協会
0280-23-1266
0280-23-3088
http://www.kogakanko.jp/

竹工画

味・グルメ

子・地酒・どぶろく・御家寶・さ

交通

JR 宇都宮線（上野東京ラインおよび
湘南新宿ライン）古河駅下車

工芸品

国の重要伝統的建造物群保存地

見どころ

区の武家屋敷・角館樺細工伝承館・シダレザ

交通

JR 水郡線磐城棚倉駅下車
問い合わせ

0247-33-7886
棚倉町観光協会
http://www.town.tanagura.fukushima.jp

新白河

至東京

郡山

JR バ
関東 ス

水郡線

磐城棚倉
至水戸
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加茂市は新潟県のほぼ中央に位置し、

私たちのふるさと佐野は、詩情あふれる

古くから北越の小京都といわれています。

三毳山、藤原秀郷公ゆかりの唐沢山と豊か

青海神社・加茂山公園・

見どころ

粟ヶ岳県民 休 養 地・下条 川ダム・

三方を山に囲まれた加茂のまちを、県立自

な自然に恵まれ、歴史と文化の香り高いま

加茂七谷温泉 美人の湯・冬鳥越ス

然公園粟ヶ岳を水源とする加茂川の清流

ちです。特に日本名水百選に選ばれた出

キーガーデン

が縦貫し、信濃川に注ぎます。市街地の近

行事

く、市民の憩いの公園として親しまれる自

4 月上旬～ 5 月上旬／加

下旬／雪椿まつり

「ユキツバキ」の群生地として知られ、春に

して多種、販売されています。かつては日

5 月21日／加

光例幣使街道の宿場町として栄えてきた

6 月15日／上条まつり

茂まつり

は加茂山全体でおよそ五万本の花を咲か

さまざまな食品に利用され自慢の逸品と

4 月中旬～

茂川を泳ぐ鯉のぼり

然豊かな加茂山公園は、豪雪地帯に咲く

流原弁天池の湧き水に代表される名水は、

佐野は、自然と時代のドラマに出逢える感

8 月14日／越後加茂川夏祭り

せます。また、
「桐箪笥」の産地としても有

工芸品

桐箪笥・屏風・建具

味・グルメ

名で、
「桐箪笥」といえば加茂といわれる

動の旅が味わえます。

地酒（加茂錦・雪椿・マ

JR 両毛線および東武鉄道佐野線佐野駅下車

し）
・日本なし・桃・ぶどう

を受けています。

問い合わせ

主と人々の深い信仰心の下、20 余の寺社が点
在しています。長野県史跡指定「正受庵」
、島崎
藤村の名作『破戒』の舞台となった蓮華寺のモ
デル「真宗寺」をはじめ趣きあるたたずまいの
寺社を寺めぐり遊歩道が結んでいます。千曲川
のゆるやかな流れ・四季折々の花と緑に囲まれ
た自然と歴史ある町並みは、映画『阿弥陀堂だ
より』のロケ地にもなり、多くの映画ファンに
も訪れていただいています。

5 月上旬／いいやま菜の花

8 月上旬／いいやま灯篭まつり

タ

加茂

7 月上旬／飯山仏壇体験フェス

まつり

月14日／千曲川河畔納涼花火大会

8

東
佐 武
野 鉄
線 道

7 月中旬／八坂神社夏祭り
旬／浅間火祭り

7 月下

8 月上旬／さの秀

8 月18日／み魂まつり

郷まつり

11

月1日～23日／関東菊花競技大会
工芸品

ひな人形・天明鋳物・土鈴・

味・グルメ

佐野らーめん・いもフラ

イ・佐野黒から揚げ・かき菜まんじゅ
う・佐野名水豆腐・しんこまんじゅう・
耳うどん・桜あんぱん

至新宿

至浅草

至長岡

10

月上旬／いいやま寺町花街道＆寺宝展
工芸品

周囲を豊かな自然と外秩父の山々に囲まれ、

飯山仏壇・内山紙（ともに国伝

統的工芸品）
味・グルメ

まちの中央に槻川が清らかに流れる小川町は、

笹ずし・富倉そば・地酒（水

1300 年の歴史を誇る小川和紙をはじめ、酒造、

尾・北光正宗）
・アスパラガス・みゆきポー

建具、裏絹などの伝統産業で古くから栄え「武蔵

ク・バナナボート

の小京都」と呼ばれています。歴史を秘めてたた
ずむ史跡や往時の面影をとどめる建物などが、か
つての風情を今に伝えています。小川町観光協

交通

JR 飯山線および
JR 北陸新幹線飯山駅下車

会が行う散歩ツアーにより、古き良き時代の町並
みを深く味わうことができます。郊外には、
「埼玉

問い合わせ

信越自然郷 飯山駅観光案内所
0269-62-7000
http://www.iiyama-ouendan.net

楽しめます。また、7 月には和紙をふんだんに使っ
た七夕まつりも開催されます。3 月下旬には、仙

線
山
飯

しなの鉄道
北しなの線

至新潟

伝統工芸会館」があり、埼玉県伝統工芸士による

元山のふもとでカタクリの可憐な花が咲き誇り、

飯山
豊野

埼玉伝統工芸会館・仙元山

見どころ

見晴らしの丘公園・下里分校
行事

7 月第 4 土・日曜日（予定）／

小川町七タまつり

穏やかな春の訪れを告げてくれます。

北陸
新幹線

酒蔵めぐり（年により開催日は異なる）
工芸品

小川和紙・絹織物・建具

味・グルメ

忠 七めし・地 酒（晴 雲 酒

造・松岡醸造・武蔵鶴酒造）
・のらぼう
菜・地粉うどん

交通

東武鉄道東武東上線および
JR 八高線小川町駅下車
問い合わせ

小川町観光案内所「むすびめ」
0493-74-1515
http://www.kankou-ogawa.com
至高崎

端曳山会館・じょうはな織館・縄ケ池・城端伝

城端は富山県の南西部に位置し、世界遺産「五箇
山」のふもと「善徳寺」の寺内町として栄えました。
屏風のように連なった山並みやまちを挟む二つの
川、散居村と呼ばれる独特の農村風景など豊かな

2 月28日／つごもり大市

4 月／

5 月4・5日／曳山祭

7 月22日～28日／善徳寺虫干法会

9月

10・11月／なんと彩菜まつり

むぎや祭

ています。また、古くは加賀藩の一部として、城端

工芸品

城端蒔絵・絹製品

味・グルメ

塗り、絹織物などの独自の伝統文化を育んできま

かや焼・富山干柿・どじょうの蒲

焼・かぶら寿し

した。なかでも曳山祭は城端人が作り出す文化芸

至八王子

の中核部を占めており、山・渓谷・台地
至東京
池袋

至新宿

山手線

ありと変化にとんだ自然の宝庫で、しか
も木曽義仲や畠山重忠などの平安末期
から鎌倉時代にかけて日本史に名をと
どめた坂東武者ゆかりの地でもありま
す。昭和の初め、この地を訪れた林学博
士の本多静六博士が槻川の渓谷を見て
「京都の嵐山に似ている」と感動したと
いわれている武蔵嵐山は、その後町制
施行時に町名となり緑と清流のまち「嵐
山」を代表する景勝地になっています。

見どころ

嵐山渓谷・国指定史跡菅

谷館跡・杉山城・鎌形八幡神社・オオ
ムラサキの森蝶の里公園・都幾川桜
堤・千年の苑ラベンダー園
行事

2月3日／節分祭

6 月中

旬／らんざんラベンダーまつり
月上旬／嵐山夏まつり

8

11月上旬

／嵐山まつり（時代まつり） 11月
中旬／嵐山渓谷紅葉まつり
味・グルメ

地酒（おおむらさき）
・

小麦農林 61号の肉汁うどん・嵐丸
焼き（焼菓子）
・芋ようかん（紅東）
（紫芋）
・Ｂ級グルメ（嵐山辛モツ焼
そば）
・嵐山プリン（洋菓子）

交通

東武鉄道東武東上線武蔵嵐山駅下車

術の結集で、2016 年（平成 28 年）12 月にユネスコ

問い合わせ

無形文化遺産に登録されました。近年はアニメの

0493-62-0720
嵐山町企業支援課
http://www.town.ranzan.saitama.jp/

舞台として訪れる人も多く、古さと新しさの調和
が新たな魅力となっています。

至小川町

武蔵嵐山

氷見線
高岡

新高岡

北陸新幹線
富山

城端線

金沢

道 線
鉄 上
武 東
東 武
東

問い合わせ

行事

敬老の日（第 3 月曜）直前の土・日曜日／城端

ノスタルジックな町並みは越中の小京都と称され

JR 城端線城端駅下車

統芸能会館じょうはな座・向野の桜
城端しだれ桜まつり

自然に恵まれ、古い蔵や石畳、路地や坂道の残る

交通

桜ケ池公園・城端別院善徳寺・城

都心より 60㎞圏にあります。比企丘陵

道 線
鉄 上
武 東
東 武
東
八高線

見どころ

嵐山町は埼玉県のほぼ中央に位置し、

八高線

小川町

（一社）南砺市観光協会
0763-62-1201
http://tabi-nanto.jp

12 月第 2日曜日

／小川和紙マラソン大会 小川町3蔵

紙漉きの職人技を見たり、手すき和紙体験などが

至長野
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3 月下旬／かたくりの花まつり
4 月25日／唐澤山神社春季大祭

至新潟

2月中旬／いいやま雪まつり・か

行事

まくら祭り

1月／佐野厄よけ大師大祭

線
本
越
信

によって築城された飯山城を中心に歴代の城

公園・鍋倉山のブナ林

小山

飯山駅が開業しました。北信州飯山は「雪国の
小京都」と呼ばれる寺の多い城下町。上杉謙信

園・仏壇通り・高橋まゆみ人形館・菜の花

佐野

至福島
東北新幹線

2015 年（平成 27 年）3 月 14 日に北陸新幹線

0256-52-0080
加茂市商工観光課
https://www.city.kamo.niigata.jp/

正受庵・真宗寺・飯山城址公

見どころ

両毛線

小山

問い合わせ

東北本線

JR 信越本線加茂駅下車

至高崎

行事

3 月上旬／一瓶塚稲荷神社初午祭

栃木鬼瓦

（一社）佐野市観光協会
0283-21-5111

交通

出流原弁天池

10 月 25日／唐澤山神社例祭

交通

スカガミ）
・菓子・ル レクチエ（洋な

ほど、その技術と品質は全国的に高い評価

佐野厄よけ大師・万葉自

見どころ

然公園「かたくりの里」
・唐澤山神社・

至新宿

至東京
池袋 山手線

城端
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三重県の北西部、周囲を山で囲まれた伊賀盆地。このほぼ

遠州森町は三方を小高い山々に囲まれ、中央

中央に位置しているのが伊賀市です。江戸時代、藤堂高虎に

を「太田川」が流れる風情豊かなまち。かつて

より碁盤目状に整備された城下町は、現在でもその面影が

は火伏せの神「秋葉神社」へ通ずる街道の宿場

見どころ

残っており、その景観は千年の都、京都をイメージさせます。

町として、江戸時代中期頃からは「古着のまち」

さらに伊賀上野は、歴史の陰で活躍した伊賀忍者・伊賀流忍

として葛飾北斎の「栄える都市の番付」の前頭

術発祥の地であるほか、漂泊の詩人として各地を旅し、紀行

に、その名が掲げられるほどの盛況をみせてい

文や数々の名句を生んだ松尾芭蕉の生誕地でもあります。

ました。1923 年（大正 12 年）7 月、森町を訪れ

伊賀流忍者博物館・伊

賀上野城・俳聖殿・だんじり会館
行事

中秋／お城まつり（薪
10

月／上野天神祭
伊賀くみひも・伊賀焼

木津

たやき

上野市

お茶・治郎柿・とうもろこし・

和菓子

交通

天竜浜名湖鉄道遠州森駅下車
問い合わせ

至名古屋

伊賀肉・豆腐田楽・か

独自の文化を創出してきました。
伊賀鉄道

味・グルメ

森山焼

味・グルメ

点在し、そこに伝承される舞楽や祭りは、森町

伊賀上野

加茂

線
本
西
関

工芸品

人々の信仰を集めている神社や仏閣も数多く

至京都

奈良線

能） 10 月12日／芭蕉祭

11月第1金・土・日曜
11月下旬／小國神社・

工芸品

呼ばれるようになりました。永い歴史を刻み、

0595-26-7788
（一社）伊賀上野観光協会
http://www.igaueno.net/ http://iganinja.jp/

／納涼花火大会
日／森のまつり
大洞院紅葉

ちを「小京都」と称賛し、以来遠州の小京都と

問い合わせ

7月

8 月15日

0538-85-6316
森町観光協会
https://www.mori-kanko.jp/

至大阪

遠州森
至東京

至名古屋

天竜浜名湖鉄道

東海道本線
掛川

浜松

新所原

東海道新幹線

町」です。戦国末期、遠藤盛数が八幡山

清水寺・金閣寺・銀閣寺・伏見

見どころ

に城を築き、ふもとにまちをつくったの

稲荷大社・三十三間堂・二条城・祇園・嵐

平安京の頃から一千有余年にわたって都と

が城下町・郡上八幡のはじまりです。少

山ほか

して栄えてきたまち、京都。その悠々たる歴史

しばかりのお国自慢は、四百年の間、唄

3 月末～ 5 月下旬／春のをどり

行事

のなかで培われた雅やかな文化は、多くの人々

い踊り継がれた郡上おどりの伝統と、心

4 月29日～5 月5日／壬生大念仏会

を魅了し、京都の外へも拡がっていきました。 5 月15日／葵祭
その文化は、全国すみずみに根づき、やがて各

6 月1・2日／京都薪能

7月1日～31日／祇園祭
京都五山送り火

地に小京都といわれるまちが次第に増えてい
きました。そして現在、近代都市の様相を見せ

日／鞍馬の火祭

ながらも悠久の歴史を今に伝える社寺などの

工芸品

建造物や茶道・華道・能・狂言といった文化・芸

8 月16日／

8月最終土・日曜日／千

10 月22日／時代祭

灯供養

感覚が共存するなかから、さらに、新しい文化

至京都

6月

8 月23日／地蔵盆

8月24日の直近の日曜日／愛宕の火

う灯籠」や太鼓櫓だった「辰鼓楼」な

祭り

ど数多く見受けられます。また、四季

だんじり祭り 11月3日／お城まつり

折々の自然もすばらしく、春は桜やこ
ぶし、秋にはもみじや銀杏などの紅
葉が美しく色付きます。四季を通じ

10 月15日直前の日曜日／出石
出石焼・出石ちりめん・杞柳
出石皿そば

至松江

また一興です。

至宮津
道
鉄
ゴ
ン
タ
畿
近
北

じゃの木」など自然とふれ合うことも

山陰本線
豊岡

出石

至京都

JR 山陰本線豊岡駅下車、
全但バス出石行きで 30 分
（特非）但馬國出石観光協会
0796-52-4806
http://www.izushi.co.jp
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大給松平六万石の城下町として古くか
ら栄えてきた西尾市は、愛知県中央南部
に位置し、歴史ある名所旧跡、古式ゆかし
い伝統芸能、大名行列をはじめとする祭な
ど文化や芸能が今も大切に受け継がれて

も有数の生産量を誇り、特許庁の地域ブ

ランド「西尾の抹茶」として認定を受けて
います。そのほかにも「一色産うなぎ」
「三

見どころ

実相寺・稲荷山茶園公園・西尾

市歴史公園・国宝金蓮寺弥陀堂・華蔵寺・
佐久島・三ケ根山
行事

1月3日／てんてこ祭

／鳥羽の火祭り

2月上旬

3 月下旬～ 4 月上旬／

西尾六万石桜まつり

7 月中旬／西尾祇

一色大提灯まつり

8 月下旬／ハワイア

ンフェスティバル

10 月中旬／「西尾の

抹茶」の日
工芸品

河一色えびせんべい」など、地域ブランド

きらら鈴・鶴城焼

味・グルメ

に認定されており美味しい特産品が揃っ

抹茶・うなぎ・えびせんべい

ています。
東海道本線

交通

問い合わせ

至奈良

新
幹
線
東
海
道

矢作川の恩恵を受けお茶の栽培が盛んで、 園祭 8 月14日／貝吹のかぎ万燈 8 月
なかでも抹茶の原料の「てん茶」は全国で 15日／米津の川まつり 8 月下旬／三河

て人気のある奥山渓谷の清流や白糸
の滝、徳神社の御神木「なんじゃもん

至名古屋

います。温暖な気候と市の西部を流れる

製品
味・グルメ

至大津

交通

名古屋鉄道西尾線西尾駅下車
問い合わせ

（一社）西尾市観光協会
0563-57-7882
http://nishiokanko.com/

至名古屋

線
尾
西
道
鉄
屋
古
名

下旬／ほたる祭

工芸品

美濃太田
至名古屋

京都
近畿日本鉄道

造り」の家、船着場のなごりの「おりゅ

岐阜

4 月初旬～5月初旬／

5 月5日／幟まわし

桜まつり

至新大阪

東海道本線

東海道本線

至富山

長良川鉄道

至亀岡

奈良線

在も実際に人々が生活している「町家

至大阪

に点在している守護寺、あるいは、現

3 月の第 3 土曜日の前後 3日

行事

肉桂玉・川魚料理・猪な

郡上八幡

昔の町並みと現代の建物が共存し

間／初午大祭

郡上紬・郡上本染・食品サ

ンプル

問い合わせ

菓子・八つ橋・京漬物

山
陰
本
線

家老屋敷・出石永楽館

工芸品

11

0575-67-0002
郡上八幡観光協会
http://www.gujohachiman.com/kanko

問い合わせ

見ることができます。例えば、旧町内

7 月中旬～9 月上旬／郡上おどり

べ・とちの実せんべい

長良川鉄道郡上八幡駅下車

京料理・精進料理・湯豆腐・京

075-213-1717
（公社）京都市観光協会
https://ja.kyoto.travel

として、少し歩くと昔の町並みを垣間

幡春まつり 6月上旬／鮎友釣解禁

味・グルメ

交通

出石城跡・辰鼓楼・宗鏡寺・

4 月第 3 土・日曜日／郡上八

月中旬／郡上八幡城もみじまつり

JR 京都駅下車

見どころ

1月20日／郡上本染寒ざ

行事

らし

移りゆく時代の流れから、半歩遅れて歩

交通

が次々と生みだされています。

ているまち、出石。出石城跡をはじめ

いがわこみち

10 月上旬／市島髙雄歌舞伎

12月31日／をけら詣

西陣織・京友禅・清水焼・京漆

味・グルメ

郡上八幡城・宗祗水・郡

見どころ

上八幡博覧館・やなか水のこみち・

洗うせせらぎの音、清らかな水の流れ。
むような、郡上八幡とはそんなまちです。

10 月22

器・京扇子

術が伝承されています。古き良き伝統と新しい

郡上市八幡町は、岐阜県のほぼ中央、
清流吉田川が流れる「水とおどりの城下

線
本
山
高

見どころ

4 月上旬／天宮神社十二段舞楽

行事

4 月下旬／小國神社十二段舞楽
中旬／山名神社天王祭舞楽

た地理学者「志賀重昴」は、山紫水明のこのま

交通

伊賀鉄道上野市駅下車

小國神社・アクティ森・大洞

院・香勝寺・極楽寺・蓮華寺・友田家

西尾

蒲郡
吉良吉田
名古屋鉄道蒲郡線

至静岡
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丹波篠山市には国の重要伝統的建造物群保

宍道湖と大橋川、堀割に抱かれた水
の都松江は、歴史と文化の薫り高いしっ
とりと落ち着いた城下町です。季節ご
とに色合いを変える宍道湖の夕景が美
しい街。宍道湖畔に立並ぶ松江しんじ
湖温泉と玉造温泉の街。明治の文豪、小
泉八雲（ラフカディオ・ハーン）がこよな
く愛した街。古代出雲文化発祥の地、神
話と史跡の街。縁結び、パワースポット
も多数。抹茶と和菓子の街。宍道湖七
珍料理など食べ物の美味しい街。代表
的なものにしじみ、出雲そば、あご野焼、
津田かぶ漬、銘柄豊富な地酒、冬のカニ
などがあります。

存地区が京都に向かう西京街道沿いの宿場町

国宝松江城・月照寺・堀川遊覧船・県立

見どころ

美術館・松江歴史館・小泉八雲記念館・武家屋敷・

3月下旬～4 月中旬／お城まつり

4 月下旬～ 5 月上旬／大根島ぼたん祭

養

月第1週末／松江水郷祭

和菓子・あご野焼・宍道湖大和しじ

交通

み・出雲そば・出雲銘茶・松江いわがき

位置しています。人口 8 千余り、方 1

問い合わせ

079-552-3380
篠山観光案内所
079-590-2060
篠山口駅観光案内所
http://tourism.sasayama.jp/

問い合わせ

里の中心部は城下町として人家 1 千
余戸がひしめき、まちを縦貫する綿
川（津和野川）の清流をはさんで、東
に青野山、西に城山がそびえる景勝
の地です。それとともに陰陽を結ぶ
ＪＲ山口線の中心にあり、今を去る
約 700 年の昔、開祖吉見頼行が封地
されて以来吉見氏 14 代、坂崎出羽守

16 年、亀井藩主 11 代の居城としてい
ん盛を極めた土地でもあります。

見どころ

永明寺・津和野城址・太皷

0852-27-5843
（一社）松江観光協会
https://www.kankou-matsue.jp/

谷稲成神社・森鷗外旧宅・殿町
4 月第 2日曜日午前11時・午後 2

祭

松江

1月1日午前 0 時より／元旦

行事

時より／鷲原八幡宮大祭（やぶさめ神

至下関

事） 5 月3日午前 10 時 30 分より／
乙女峠まつり

5 月15日／稲成神社

倉吉市は、伯耆国の中心地とし

6 月第1第 2 金・土曜日（予

春の大祭

定）／ホタルバス

て古くから栄え、今なお名所・旧

7 月20・27日／祇

園祭（鷺舞神事） 8 月15日／殿町盆

跡・歴史街道などが大切に受け継

踊り

10 月第 3日曜日／芋煮と地酒

の会

11月15日／稲成神社秋の大祭

がれています。国の重要伝統的建

工芸品

造物群保存地区にも選定されて

和紙の民芸品

味・グルメ

いる白壁土蔵群の周辺は、どこか

源氏巻・いも煮・うずめ飯・

懐かしい雰囲気が漂い、ひとたび
まちなかを散策すれば、誰もが時
を忘れあの日に還れる瞬間に出会

問い合わせ

うはずです。また関金地域には、

（一社）津和野町観光協会
0856-72-1771
http://www.tsuwano-kanko.net
tsuwanok@tsuwano-kanko.net

1300 年の歴史をもつ白金（しろが
ね）の湯「関金温泉」や、大自然を
フィールドに思う存分楽しんでい

至松江

白壁土蔵群・打吹公園・大岳院・大蓮寺・長

見どころ

谷寺・倉吉淀屋・鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館・豊
田家住宅・伯耆国府跡・伯耆国分寺跡・緑の彫刻プロム
ナード・倉吉線鉄道記念館・円形劇場くらよしフィギュ
アミュージアム・関金温泉・旧国鉄倉吉線廃線跡
2月第 3日曜日／長谷の観音市

行事

5月中旬／倉吉春まつり

3月下旬～

4 月第1日曜日／くらよし打

8月初旬土・日曜日／倉吉打吹まつり

吹流しびな

9

月第1日曜日／倉吉せきがね里見まつり・里見時代行列
工芸品

倉吉絣・はこた人形・竹工芸・倉吉いか（凧）
・

陶芸（上神焼・倉吉焼八幡窯・国造焼・黒見焼・福光焼・
玉伯焼・上神焼上神山窯・打吹焼）
味・グルメ

打吹公園だんご・餅しゃぶ膳・二十世紀梨・

牛骨ラーメン・極実スイカ・プリンスメロン・鳥取和牛・

ただける体験スポットも満載です。 関金わさび・関金そば

線
本
陰
山

益田
山口線

津和野

交通

JR 山陰本線倉吉駅下車

至新山口

問い合わせ

0858-22-1200
倉吉白壁土蔵群観光案内所
倉吉市ホームページ
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/
倉吉観光情報 https://kurayoshi-kankou.jp
倉吉

至松江
山陰本線

津山は古くから、美作の攻治、経済の
中心地、出雲街道・吉井川水運などの交
通拠点として栄えてきました。1603 年
（慶長 8 年）森忠政の入国によって築か
れた強固な城下町は今でもその面影を
色濃く残しています。巧妙に積み上げ

鶴山公園・衆楽園・つやま自然の

見どころ

ふしぎ館・城東と城西の重要伝統的建造物群
保存地区・津山洋学資料館・作楽神社
3 月下旬～4 月中旬／津山さくらま

行事

つり

に宿場風情を漂わせる旧出雲街道沿い、
閑静なたたずまいをみせる武家屋敷
……町全体を緑が覆い、清流が流れ、神
社、仏閣が多く、
「西の京都」とも呼ばれ、

工芸品

横野手すき和紙・作州牛（竹細工）
・

味・グルメ

桐襲・いちま・十万石・初雪・津山

ホルモンうどん・そずり鍋・干し肉

たつの市観光協会
0791-64-3156
https://tatsuno-tourism.jp/

下町です。武家屋敷や白壁の土蔵、多くの先
人の碑なども残り、歴史と伝統ある風情が漂
います。江戸時代の町家や醤油醸造施設な
どの産業遺跡が残る龍野地区の一部は、国
の重要伝統的建造物群保存地区に選定され
ており、多くの方が観光に訪れます。

問い合わせ

姫
新
線

本竜野
至広島

山陽新幹線

姫路

山
陽
本
線

至大阪

見どころ

龍野公園・龍野城・聚遠亭・

うすくち龍野醤油資料館・揖保乃糸資
料館そうめんの里・醤油の郷大正ロマ
行事

4 月上旬／龍野さくら祭

十五夜の日／龍野観月のタ
津山
至新新見

岡山
至広島

8

月第1土曜日／龍野納涼花火大会
旬／たつの市民まつり

問い合わせ

0868-22-3310
（公社）津山市観光協会
http://www.tsuyamakan.jp/

かな自然に抱かれた龍野藩 5 万 3 千石の城

ン館

作州絣

津山線

JR 姫新線および JR 津山線津山駅下車

交通

JR 姫新線本竜野駅下車

10 月第 3 ～第 4日曜日／津山まつ

四季を通して多くの人が訪れます。
交通

至京都

兵庫県南西部に位置するたつの市龍野地
区は、清流揖保川と原生林・鶏籠山などの豊

8 月第1土・日曜日／津山納涼ごんご

まつり

られた石垣の津山城跡を中心に城東、 り 11月中旬～11月下旬／津山城もみじま
城西に分かれる近代的な町並みのなか つり

19

至大阪

至京都

JR 山口線津和野駅下車

至下関

篠山口

山陰本線

地酒

交通

至福知山

福知山線

篠山城跡へは JR 福知山線篠山口駅下車、
神姫グリーンバス篠山営業所行きで約 15 分

JR 山陰本線松江駅下車

は、中国山脈の末端島根県の西南に

茶・丹波篠山米・丹波松茸・篠山まるごと丼

イベントには多くの観光客が訪れます。

交通

山陰の小京都といわれる津和野

丹波篠山黒豆（黒枝豆）
・丹波栗・

丹波篠山山の芋・ぼたん鍋・丹波篠山牛・丹波

りました。この町並みを活かした美術展などの

焼）
・出雲民芸紙・めのう細工・松江和紙手まり
味・グルメ

丹波焼・王地山焼・丹波木綿

味・グルメ

年に無電柱化が完了し、景観がさらに美しくな

八雲塗・陶芸（楽山焼・布志名焼・袖師

工芸品

工芸品

時代の城下町の姿を今に伝えています。2021

10 月末／松江城大茶会

8月

10 月中

旬／丹波焼陶器まつり

家が特徴で、千本格子や荒格子、袖壁など江戸

9 月下旬～10 月／松

3 月上旬／丹波篠山ＡＢＣマラソ

6 月上旬／大国寺と丹波茶まつり

15・16日／丹波篠山デカンショ祭

築城から商業の中心として栄えました。妻入商

8

10 月第 3日曜日／松江祭鼕（どう）

江水燈路
行列

ン

した町並みで、1609 年（慶長 14 年）の篠山城

4月

4 月下旬／茶筅供

第1土曜日／松江武者行列

行事

ります。なかでも篠山地区は旧街道の面影を残

んじ湖温泉・八重垣神社・美保神社・美保関灯台
行事

社（能舞台）
・王地山公園・福住の町並み

城跡や城下町の町並みの篠山地区の 2 箇所あ

茶室（明々庵・普門院・菅田庵）
・玉造温泉・松江し

篠山城大書院・御徒士町武家屋敷

見どころ

群・河原町妻入商家群・歴史美術館・春日神

と農村集落で構成されている福住地区と、篠山

11月上

11月中旬／

たつの市皮革まつり
味・グルメ

姫
新
線

山陽新幹線

醤油まんじゅう・そうめん

姫路
至新大阪

18

尾道市は広島県東部の瀬戸内海沿岸に面し、

萩市は県北部、日本海に面し、市街

デルタ上に発展した、典型的な江戸
時代の城下町の姿を残しているまち
です。萩の名が歴史上に登場するの
は 1604 年（慶長 9 年）に毛利氏が指
月山麓に萩城を築き、萩藩 36 万石の
城下町になってからです。また、幕末

町・明神池・松下村塾・笠山椿群生林・萩反射炉

3 月上旬／萩の真ふぐまつり
5 月3・4日／萩・大茶会

哉をはじめとした多くのゆかりのある著名人の作

萩焼・萩ガラス

味・グルメ

新尾道

品を市内各所で目にすることができます。島嶼部
に目を向けると「瀬戸内しまなみ海道」に沿い、洋

瀬つきあじ・あまだ

至大阪

尾道

至広島

らんの島『向島』
、中世紀に活躍した村上水軍の本

い・いとこ煮・けんさきいか・焼

交通

抜蒲鉾・真ふぐ・見蘭牛・むつみ

JR 山陽新幹線新山口駅下車、スーパーはぎ号
（直行バス）で約 60 分

豚・夏みかん

問い合わせ

日本の産業革命遺産」の構成資産とし

0838-25-3139
萩市観光課
https://www.hagishi.com/

て世界文化遺産に登録されました。

東萩

長門市

山陰本線

路線バス

板山たたら製鉄遺跡の 5 資産が「明治

客が愛した街としても知られ、林芙美子や志賀直

10

11月中旬／萩時代まつり
工芸品

0848-36-5495
https://www.ononavi.jp

という散策道で巡ることができます。また文人墨

8 月1日〜3日／萩夏まつ

美袮線

恵美須ヶ鼻造船所跡、松下村塾、大

でもその多くが残っており、
「古寺めぐりコース」

月第 2日曜日／萩・魚まつり

高杉晋作、久坂玄瑞など多くの逸材
成 27 年）には萩城下町、萩反射炉、

の豪商が誕生し多くの寺院を建立しました。現在

5 月中旬／萩・夏みかんまつり

10 月上旬〜／着物ウィークin 萩、萩・竹灯路物語

問い合わせ

て栄えました。港町として発展した尾道には多く （一社）尾道観光協会

5 月1日〜 5日／萩焼まつり

8 月1日／萩・日本海大花火大会
り

余年前に開港、江戸時代には北前船の寄港地とし

2 月中

3月上旬／萩・しろ魚まつり

旬〜3月下旬／萩・椿まつり

には維新の先覚者吉田松陰をはじめ
を世に送り出しました。2015 年（平

2 月3日〜4 月3日／萩城下の古き雛たち

行事

交通

JR 山陽本線尾道駅および
JR 山陽新幹線新尾道駅下車

線
本
陽
山

分岐した橋本川と松本川に抱かれた

「瀬戸内しまなみ海道」本州側の玄関口です。800

萩・明倫学舎・大照院・東光寺・萩城跡・萩城城下

見どころ

線
幹
新
陽
山

は三方を山に囲まれ、清流阿武川が

山陽新幹線

至下関

新山口 山陽本線

厚狭

至広島

拠地『因島』
、柑橘の産地として知られ、西の日光
とも呼ばれている「耕三寺」のある『生口島』とそ
れぞれに特色を持った島が連なっています。

見どころ

千光寺公園・瀬戸内しまなみ海道・因島水軍

備中の小京都と呼ばれる高梁。美し

城・耕三寺・平山郁夫美術館
行事

1月8日／柴燈護摩

日曜日／本因坊秀策囲碁まつり
月下旬／尾道みなと祭
まつり

い山々に囲まれた盆地の中央部を、清

1月下旬・7 月下旬の土・
2月3日／節分会

流高梁川がゆっくりと流れています。

4

9 月上旬／おのみち住吉花火

8 月最終土・日曜日／因島水軍まつり

かつて、備中の中心地として栄え、藩

10 月

政時代のなごりをとどめた市内には、

中旬／灯りまつり 11月1日〜3日／ベッチャー祭
味・グルメ

伊予の小京都大洲は、加藤家六万石
の城下町として栄え現在も昔ながらの

見どころ

大洲城・臥龍山荘・おおず

日本で唯一現存する山城「備中松山城」

オコゼの唐揚げ・デベラ・尾道ラーメン・水

をはじめ「頼久寺」
、
「武家屋敷」
、
「商家

軍鍋・柑橘類

資料館」など数多くの遺産が点在し、

町並みが至るところに残されています。 赤煉瓦館・おはなはん通り・冨士山・

まちの中心には、清流肱川が流れてお
り小京都の風情を感じることができま
す。この肱川を利用して、鵜飼をはじめ
遊覧・いもたきなどの観光行事が行われ

行事

つり 旧正月1日〜 4日／祇園まつ
り

3 月28日〜4 月25日／観光さ

くらまつり

に当時のまま復元された大洲城も見ど

4 月25日〜 5 月15日

交通

JR 予讃線伊予大洲駅下車
問い合わせ

6 月1日〜 15 日／ほ

たるまつり

8 月3日／大洲川まつ

り花火大会

8 月下旬〜10 月中旬

／いもたき

11 月 1 日〜 30 日／

もみじまつり

11月2・3日／大洲

光施設が点在しています。
交通

JR 伯備線備中高梁駅下車
問い合わせ

0866-21-0461
（一社）高梁市観光協会
http://www.takahasikanko.or.jp

まつり

伯備線

0893-24-2664
大洲市観光協会
http://www.oozukankou.jp/

と村」など、高梁にはそのほか多くの観

6 月1日〜9 月20

日／うかい

三菱の創業者となった岩崎彌太郎の生誕
地でもあり、彌太郎が生まれ育った生家
や銅像があります。彌太郎こころざし社
中（安芸観光情報センター）では、高知県
東部の観光情報や最新のイベント情報を
タッチパネル式の機器で収集できるほか、
世界に冠たる大企業を築いた岩崎彌太郎
の一生涯を全長約 13m の VR シアターに

らの景色や各駅キャラクターが人気を集
め、観光列車として親しまれており、とり
わけ阪神タイガースラッピング列
車は、シーズン中、県内外

行事

り

メの「安芸釜あげちり

山踊り

9 月中旬／吹屋ベンガラ灯り

10 月／愛らぶ高梁ふれあい広場（予
定） 10月下旬／備中松山城とまるご
と城下町フェスタ

11月／風ぐるま

岡山

ひな人形・備中神楽面

味・グルメ

ゆべし・鮎・備中宇治茶・ピ

至大阪

オーネ・高梁紅茶・トマト・神楽面最中・

山陽本線

紅だるま

至宇和島

10

月第2土・日曜日／高知東海岸グルメまつり
12月第 2土曜日／安芸キャンドルナイト

12

月第2日曜日／安芸タートルマラソン全国大会
工芸品

内原野焼・安芸瓦

味・グルメ

いもけんぴ・土佐ジロー（地鶏）
・野

菜アイス・ゆず製品・なす・釜あげちりめん丼・
入河内大根・生ライチ・マンゴー・文旦

や京の鴨川に見立てた一の坂川は、桜、ゲンジボタル、豊
かな新緑、紅葉そして純白の雪景色と四季折々の情緒を醸
し出します。そんな山口を一言で紹介すると、………そっ
と目を閉じてください。
『せせらぎと 鐘と汽笛が 響く街』や

交通

土佐くろしお鉄道ごめん・
なはり線安芸駅下車
問い合わせ

0887-35-1011
安芸市商工観光水産課
http://www.city.aki.kochi.jp/
至高松

至窪川
土讃線

京の都に憧れた大内氏。都に模して街づくりをし、
「西の
京」として栄華を極めた〝やまぐち〟
。国宝瑠璃光寺五重塔

後免
高知

まぐちが感じ取られます。ご宿泊には湯田温泉の美肌の湯
でおくつろぎください。

国宝瑠璃光寺五重塔・山口サビエル

湯田温泉・中原中也記念館・狐の足あと
2 月中旬／阿知須ひなもんまつり

行事

狐まつり
Ｗｅｅｋ！

大会

問い合わせ

( 一財 ) 山口観光コンベンション協会
083-933-0088
http://yamaguchi-city.jp/

土佐くろしお鉄道
ごめん・なはり線
湯田温泉
新山口

山口
山陽本線

4

月上旬／一の坂川桜ライトアップ・湯田温泉白
5 月下旬〜 6 月上旬／ほたる観賞
7 月20日〜 27日／山口祇園祭
8月

下旬〜 9 月上旬／あいおえび狩り世界選手権

JR 山口線山口駅下車

安芸

見どころ

記念聖堂・常栄寺雪舟庭・龍福寺（大内氏館跡）
・

8 月6・7日／山口七タちょうちんまつり

交通

至下関
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8 月上旬／マンガ絵ぶたまつり

8 月14日〜16日／備中たかはし松

3月下旬〜5月上旬／内原野つつじ祭

8月第1土・日曜日／安芸納涼市民祭

用されています。最

めん丼」も人気です。

花火

計・安芸城跡・弘田龍太郎曲碑

から多くのファンに利
近では、ご当地グル

7月最終土曜日／成羽愛宕大

土居廓中・伊尾木洞・内原野公園・カリヨン時

より追体験できます。ほかにも、市内を横
断する鉄道「ごめん・なはり線」は、車窓か

6 月上旬／神楽の里でホタル

まつり

伊予大洲

岩崎彌太郎生家、銅像・野良時計・

見どころ

線
口
山

保存地区」に選定された武家屋敷の街並
みなど歴史的文化財が多く残る安芸市。

倉敷

まつり

工芸品

至広島

線
子
内

予讃線

1887 年（明治 20 年）頃に手づくりされ

資料館・郷土資料館・吹屋ふるさと村・

フェスタ
備中高梁

至松山

た野良時計や、国の「重要伝統的建造物群

備中松山城・頼久寺庭園・

人々の暮らしを見守り続けています。 広兼邸
また、国の重要伝統的建造物群保存地
行事
2月上旬／愛らぶ高梁ふれあ
区として選定されている「吹屋ふるさ いマラソン 4 月上旬／町家通りの雛

1月9日〜11日／えびすま

ております。また、2004 年（平成 16 年） ／つつじまつり
ころの一つとなっております。

長い歴史と文化の薫りを漂わせながら、

盤泉荘

見どころ

石火矢町ふるさと村・武家屋敷・商家

至津和野

9 月／山口ゆらめき回廊

／山口天神祭

11 月 23 日

12 月／日本のクリスマスは山

口から
工芸品

大内塗・山口萩焼

味・グルメ

大内御膳・外郎・車えび・りんご・紅

きらら・くりまさる・はなっこりー

山陽新幹線

至広島

20

見どころ

熊本県北部に位置し、福岡・大分の

中村は 1468 年（応仁 2 年）前関白一條
見どころ

には美しい山間地域と清らかな渓谷・
渓流があり、中央部から南部にかけて

工芸品

智城跡」など、多くの文化財を有して

います。清流四万十川をはじめ自然環境
は昔ながらの景観を残し、類をみないトン

交通

ふさわしく、水が豊かで美しい地です。市内を
流れる三隈川では、屋形船で酒をくみかわしな
がら、鵜飼見物を楽しむという風流な川遊びも

土佐くろしお鉄道中村・宿毛線中村駅下車

料館・史跡咸宜園跡・サッポロビール九州
日田工場・いいちこ日田蒸留所

山鹿

観光祭

旧暦 7 月16日／大文字の送り火

も相撲大会

8 月最終土曜日／納涼花火大会

11月22日～24日／一條大祭

ルトラマラソン
工芸品

9 月第 3 土・日

10 月中旬／四万十川ウ

曜日／不破八幡宮大祭
中村硯

一條公・筏ようかん・鮎の塩焼き・テナ

味・グルメ

ガエビの唐あげ・青さのりの天ぷら・うなぎの蒲焼
き・中村の塩たたき

至松山

窪川

予土線
土佐くろしお鉄道
中村・宿毛線

中村

至熊本
至熊本

7月下旬／日田祇園山鉾集団顔
10 月中旬／小鹿田

小さな城、と書いて「おぎ」
。地名から想像すれ

11月中旬／日田天領まつり

焼民陶祭

ば白亜の天守閣がそびえたつ城下町という感じ

／千年あかり
日田杉下駄・小鹿田焼

味・グルメ

なんですが、このまちにはお城はありません。で

やきそば・鮎・うなぎ料理

も、まちを歩けば何処か城下町の雰囲気が漂って

残っています。もちろん、酒は日田の清らかな
水を使った地酒です。

8 月第1土曜日（午前中）／女郎ぐ

まんと市民祭

3

新玉名

5 月下旬／日田川開き

見世／日田祇園祭

工芸品

5 月3日／

土佐一條公家行列（藤祭） 7 月最終土曜日／し

問い合わせ

0880-35-4171
（一社）四万十市観光協会
https://www.shimanto-kankou.com
info@shimanto-kankou.com

4 月第1土・日曜日／

四万十川リバーサイドフルウォーク

交通

至福岡

2 月15日～ 3 月31日／天領日

行事

3月上旬～3月下旬／四万十川花紀行入

行事

田ヤナギ林菜の花まつり

至高知

することができます。また、日田は水郷の名に

0968-43-1579
山鹿市商工観光課
https://yamaga-tanbou.jp/
至新大牟田

の町並みや資料館では、今でもその栄華を目に

ボの生息地として知られています。

問い合わせ

線
幹
新
州
九

う豪商たちが活躍し繁栄を極めました。豆田町

九州新幹線新玉名駅下車、車で約 30 分

資料館・日田祇園山鉾会館・天領日田資

ろっと」

影響を受けて、みやびやかな独特の文化
圏を形成、その古都の面影を今に伝えて

われる「山鹿灯籠まつり」では、和紙

小鹿田焼の里・草野本家・廣瀬

田おひなまつり

年にわたり戦国の混乱をよそに京文化の

燈籠もなか・山鹿ようか

と糊だけで作られた金灯籠を頭に掲
表する夏の風物詩となっています。

ました。当時、掛屋と呼ばれる幕府の公金を扱

も京に似ています。土佐一條氏は 5 世 106

ん・山鹿和栗・菊鹿ワイン

げた女性達が優雅に舞い、九州を代

戸時代、幕府の直轄地であった天領として栄え

の支流後川に囲まれ、そのたたずまいは最

12

山鹿灯籠・来民うちわ

味・グルメ

います。また、毎年 8 月 15・16 日に行

市。四方を山々に囲まれた盆地のまちです。江

があります。市街地は清流四万十川と、そ

月20日／山鹿温泉復活感謝祭

要文化財「八千代座」
、国指定史跡「鞠

見どころ

広がり祇園、京町、鴨川、東山などの地名

2 月4日／義士慰霊

8 月15・16日／山鹿灯籠まつり

みを今に伝える豊前街道、国指定重

いまちが造られました。まちは碁盤目状に

2 月の金・土曜日／山鹿灯籠

6 月15日／犬子ひょうたん祭

祭

られる山鹿温泉郷をはじめ、古き町並

に擬し四神相応の土佐の主都にふさわし

岩・一本松公園・菊鹿ワイナリー
浪漫・百華百彩

です。豊富な湯量と良質な泉質で知

北部九州のほぼ中心に位置する、大分県日田

籠民芸館・鞠智城・チブサン古墳・不動
行事

は田園地帯が広がる自然豊かな都市

教房が都の兵火を避けてこの地に下向、京

さくら湯・八千代座・山鹿灯

土
讃
線

両県と境を接している山鹿市。北部

四万十川・観光遊覧船・トンボ王国・

一條神社・不破八幡宮・四万十市郷土博物館「し

来るから不思議。これは、その昔、京都のまちを
模して造られたという閑静な町並みのせいなの

交通

JR 久大本線日田駅下車
問い合わせ

交通

JR 唐津線小城駅下車

至小倉

問い合わせ

社・松尾山光勝寺
行事

2月／寒鯉まつり

／梅まつり

3 月上旬

4 月初旬／春雨まつり

7月下旬／山挽祇園

9 月中旬／彼岸

0952-37-6129
小城市商工観光課
http://www.city.ogi.lg.jp/

大分

至宮崎

味・グルメ

小城羊羹・清水の鯉料理・

小城の銘酒

至唐津

小城

至佐賀

久保田
長
崎
本
線

久大本線

素朴な風情を旅のお土産にして欲しいのです。

線
津
唐

日豊本線 由布院

日田

天ケ瀬

夜明

︵運休中︶
日田彦山線

至久留米

清水の滝・小城公園・江里山

かも知れませんね。清らかな水と、そこに棲む蛍。 花まつり 11月中旬／小城 ing スタ
そして、美しい花々。この恵まれた小城の自然と、 ンプラリー、日本一ようかん祭り

（一社）日田市観光協会
0973-22-2036
https://www.oidehita.com
至小倉

見どころ

の棚田・祇園川の源氏ボタル・須賀神

至長崎

福岡県の中央に位置する朝倉市は、
古代は邪馬台国の候補地であり、百
杵築城・大原邸・酢屋の坂・きつき

見どころ

仏の里国東半島の南の玄関口に位置する九州の
小京都 杵築は、カブトガニが生息する美しい守江
湾を望む風光明媚な坂道の城下町です。江戸時代、
松平三万二千石の城下町として栄えた杵築には今
でも多くの武家屋敷や土塀、石畳の坂道が残されて
います。南北の高台に武士が住み、その谷間で商人
が暮らした町並みは当時の身分制度を表した特徴的
なものであり、このような凹凸の地形を活かした城
下町は日本唯一といわれています。また「きつき和
服応援宣言」を行っており、和服姿の方にはうれし
い特典もあります。瀬戸内の潮
風に包まれて静かに時を重ね

城下町資料館・一松邸・若宮八幡社・能見邸
2 月中旬～ 3 月中旬／城下町杵築

行事

4 月6日／若宮八幡社

散策とひいなめぐり

4 月下旬／エビネまつり

御田植祭

上旬／きつきお城祭り

8 月中旬／納涼花火大会

神まつり

中旬／若宮楽

10 月上旬／観月祭

17・18日／白鬚田原神社どぶろく祭り

9月
10 月
12

月2日～5日／若宮八幡社祭典
工芸品

杵築焼司窯（つかさがま）
・刀鍛冶

の手造り包丁・きつき桧曲輪
味・グルメ

きつきハウスみかん・清酒（智恵

美人）
・豊後別府湾チリメン・守江湾のカキ・
きつき茶・きつき紅茶

る杵築へ是非お越しください。
至博多・小倉

黒川院があります。また〝筑前の小京
都〟と呼ばれる秋月は、豊臣秀吉に抵
抗した秋月氏の拠点であり、近世には
黒田官兵衛の孫長興が治めた城下町
として栄えました。現在、町並みが保
存され、春は桜、秋はもみじと、歴史
と自然を訪ねて多くの観光客が訪れ
ます。また 2017 年（平成 29 年）10 月

キリン花園（ポピー・コスモス）
・三連水
車群・山田堰
行事

1月4・5日／甘木バタバタ市

2 月～ 3 月上旬／古都秋月雛めぐり
4 月第1日曜日／秋月春祭り
13日～15日／祇園山笠
流れ灌頂花火大会
観月会
工芸品

7月

8 月下旬／

9 月下旬／秋月

10 月21日／蜷城くんち
草木染・手漉和紙

味・グルメ

淡水のり（スイゼンジノ

リ）
・葛・棒飴・蒸し雑煮

開館の秋月博物館では、秋月黒田家
ゆかりの品々が観覧できます。

交通

秋月へは、甘木鉄道甘木駅下車、
甘木観光バス秋月線で 20 分

杵築

至大分・別府

至博多

杵築

0946-52-1428

線
本
島
児
鹿

問い合わせ

（一社）杵築市観光協会
0978-63-0100
0978-63-0112
https://www.kit-suki.com
info@kit-suki.com

験道の中心地〝彦山座主〟が居住した

秋月（秋月城跡）
・国指定平

問い合わせ

日豊本線

JR 日豊本線杵築駅下車、
バス・タクシーで 10 分

た地でもあります。中世には九州修

見どころ

塚川添遺跡公園・あまぎ水の文化村・

朝倉市商工観光課

交通

23

5月

7 月24・25日／天

済救援では斉明天皇が朝倉宮を置い

基山

朝倉
（秋月）
甘木鉄道

甘木

至熊本
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日南市は宮崎県南部に位置し、1955 年（昭
和 30 年）には日南海岸が国定公園に指定さ

見どころ

松尾の丸・豫章館・飫肥城歴史資

れ、1977 年（昭和 52 年）には小京都「飫肥」 料館・藩校振徳堂・小村寿太郎記念館
が九州では初めて国の「重要伝統的建造物群
保存地区」に選定されました。
「飫肥」を訪れ
ると数百年の時をスリップして江戸時代に
迷い込んだ気分になり、そこには古い生け垣
や苔むした石垣が続く武家屋敷、格式ある薬
医門の奥から侍が出てきそうです。また、日
南市には、弁甲（飫肥杉の木材）筏流しの堀
川運河、日向灘の荒々しい潮に洗われる断崖

行事

3 月下旬～ 4 月上旬／花立公園桜

まつり

7 月第 3 土・日曜日／油津港まつり

10 月の第 3 土・日曜日／飫肥城下まつり
9 月～11月／伊勢えび大漁まつり（市内
十数店舗）
工芸品

飫肥杉工芸品

味・グルメ

焼酎・海産物・農産物・飫肥の天

ぷら・厚焼きたまご・日南一本釣りカツオ炙
り重・飫肥城下町「食べあるき・町あるき」

の中腹にある鵜戸神宮があります。そして、
ポーツマス条約締結で活躍した明治の外交
官小村寿太郎侯の生誕地があります。
交通

問い合わせ

日南市観光案内所
0987-31-1134
http://www.kankou-nichinan.jp/

線
本
豊
日

JR 日南線飫肥駅下車

至大分
日南線

南宮崎

飫肥

至鹿児島

日南

南九州市知覧町は、薩摩半島の南部
に位置し、年間 70 万人が訪れる観光の
まちです。市中心部の麓地区には武家
屋敷群が今も残っており、7 つの名勝
庭園（一般公開）のほか美しく整然とし
た町並みは古くから「薩摩の小京都」と
呼ばれています。また、太平洋戦争末
期には本土最南端の陸軍特攻基地が置
かれた場所でもあり、現在跡地には「知
覧特攻平和会館」が建てられ、当時の
資料や特攻隊員の遺書などを展示、周
辺には戦争遺跡が散在しており「平和
の尊さを語りつぐ都市」として全国に
情報発信をしています。

7 月第 3 土曜日／知覧ねぷた祭
7 月第 4日曜日／川辺祇園祭

8月

15 日／平和へのメッセージ from
8月中旬日曜日／えいのゴッ

知覧

ソイまつり

10 月最終日曜日／小

京都ふるさと祭

11月／南九州市

あかりの道標「ちらん灯彩路」 11
月上旬／かわなべ磨崖仏まつり
味・グルメ

知覧茶・さつまいも・和

牛・焼酎

至熊本
鹿児島
中央駅

知覧

指宿枕崎線

0993-83-2511
南九州市商工観光課
https://www.city.minamikyushu.lg.jp/

7 月9・

10日／豊玉姫神社水からくり上演

線
本
島
児
鹿

問い合わせ

5 月3日／知

覧特攻基地戦没者慰霊祭

日
豊
本
線

交通

JR 指宿枕崎線平川駅下車、
バス・タクシーで 20 分

2 月第1土・日曜日／川辺

行事

二日市・知覧二日市

平川
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