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ご協力頂いたみなさま
木津川市観光協会 様

木津川市のみなさま

企画 / 制作
ココ！！
京都

木津川市

大阪

2016年度

木津川市プロデュースプロジェクト

私達は木津川市の「まちづくり」をテーマに様々
な取り組みを行っています。2016年度は市内外
の多くの人に木津川市の隠れた魅力を伝えたいと
「旅」をテーマに活動を行ってきました。
ぜひ、この冊子を片手に木津川市内を周遊しても
らえたらと願っています。

プロジェクト
奈良

2016年度
たびプロ 〜木津川市プロデュースプロジェクト〜
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2016年度「木津川市プロデュースプロジェクト 」提案
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◆各チームからの提案

◇木津中学校
「心で感じまくれ」
～tea happiness！～
◇木津第二中学校
「very very green tea」
ちゃいけん

～木津を体験 新発見～
◇木津南中学校
「PDTSOC」
～手打ちのおそばと人気スポット!!～
◇泉川中学校
「加茂って良いカモ」
◇山城中学校
「Let's enjoy tour」
～山城の恩返し～
◇2016年度 同志社ローム記念館プロジェクト
「きづな旅」
～歴史を歩む、当尾の古道～

たびプロ

◆はじめに

どすこい ありんこ

土坂井 亜凛子

木津中学校
チーム

木津中学校チームのマスコット
キャラクターとしてみなさんに
木津川市をご紹介します！
この名前はメンバーの名前から
１字ずつ取って名付けました。
ぜひ覚えてくださいね！

福寿園CHA遊学パーク
木津川市にある福寿園では、
たくさんの種類のおいしーい
お茶をつくっています。
福寿園CHA遊学パークでは、
実際にお茶の葉を摘んだり、
抹茶をたてたり、いろいろな
お茶体験ができるほか、お茶についての知識を得る
こともできますよ。
＜見学時間＞10:00～16:00
＊見学・体験は要予約
＜定休日＞当パークが定める日

近鉄 高の原駅

山城町森林公園

今回のコースの出発点は
近鉄京都線「高の原」駅。
奈良県と京都府の境にあり、
急行も停まりますよ。駅前
にはイオンモール高の原が
あってとっても便利！

棚倉駅から少し南へ。JRの踏切を超えて山
道を進みます。山奥にある公園で、キャンプ
もでき、四季折々のイベントもあります。
週末にはたくさんの家族連れでにぎわってい
ますよ。
もちろん、豊かな自然に囲まれながらのんび
り森林浴もOK！仕事などで疲れ切った心と
体を癒すのにピッタリな場所です。

マフィンジックカフェ
スイートマフィンだけでなく、
イングリッシュマフィンサン
ドやランチも食べられるおい
しいマフィン屋さん。
お菓子もあってたくさんの中
からどれを食べようか迷っ
ちゃう！いつ行ってもおいしい
マフィンをみんなで食べよう！
＜営業時間＞10:00～18:00 日曜は17:00まで
＜定休日＞月・第3火曜日

加茂プラネタリウム館

浄瑠璃寺
私たちの学校がある
州見台から坂を下り、
梅谷から、南加茂台
（ながもだい）方面
に向かう道の途中、
「浄瑠璃寺口」を曲がって浄瑠璃寺へ。
紅葉の季節になると、たくさんの観光客が訪れます。
美しい紅葉だけでなく、お寺全体がとても価値のあ
るもので、木津川市の名所です。

幻想的な風景＋まわりの豊か
な自然で雰囲気バツグン！
一度見たら忘れられないすて
きな星空を見上げながら星に
ついて知ることができるよ。
家族や友達、大切な人と一緒に
ステキなひとときを過ごそう！
＜開館時間＞9:00～16:30
＜休館日＞月・木曜日 休日の場合は次の平日
年末年始（12/28～1/4）

ギャラリーカフェ 人と木

木津川市は京都府の南部に位置し、自然豊かで、有名なお茶の産地です。
木津第二中学校
また、京都市に次いで2番目に国宝が多くあるまちで、歴史を感じながら、
チーム
ゆっくりと時間をすごすことが出来ます。ぜひ、歩いてこのまちを感じてください。
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人と木は古い
民家を丸ごと
利用したギャ
ラリーカフェ
です。
おいしいラン
チや陶器を見
学したりして楽しむことが出来ます。
また、体験イベントが行われるとき
もあります。ゆったりとした和室と
縁側の少し懐かしいような雰囲気を
お楽しみください。

福寿園CHA遊学パーク
日本が世界に
誇れる文化、
お茶。ここで
はお茶を深く
知り、楽しむ
ことが出来ます。石臼で抹茶を挽いた
り、茶室でお茶を飲むことで、お茶の
よさに触れ、癒されてみませんか？
こちらは、近鉄高の原駅を右に出て北
へ徒歩15分程で到着します。
～見学時間～
10:00～16:00

～営業時間～
10:00～18:00

＊見学・体験は要予約

～定休日～
土曜日

SAMPLE
八木邸

法泉寺
法泉寺の東向きに開けた境内では、木津の
町並みや上狛、山城まで一望することが出
来ます。寺の周りには、樹齢300年とも言
われているうめの古木や百日紅(さるすべ
り）があります。特に、秋に見ることが出
来る裏山の紅葉は見事に色づき夕焼けとの
相性が抜群です。

相楽神社
相楽神社は室町時代からの本殿が今
も残り重要文化財に指定されていま
す。社務所横のケヤキのご神木は京
都の自然200選に指定されています。
また、年頭の宮座行事が古風なまま
残っており、2月の餅花まつりは、
日本でも類まれな大きさの餅花が飾
られ、その様子は圧巻です。

夏でも涼しい米蔵は音響にも
優れており、時々コンサート
が開かれるのも魅力の一つで
す。世界でも希少価値の高い
ピアノを弾きに有名なミュー
ジシャンが訪れたりもします。

～定休日～
当パークが定める日

は夕日が見える
絶景ポイント!!
時間があれば
立ち寄ってみては!?
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木津南中学校
チーム
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手打ちのおそばと人気スポット!!
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Daibutsutetsudo

きっづ光科学館
ふぉとん

大仏鉄道

Photon

子供から大人まで楽しめる
「きっづ光科学館ふぉとん」
様々な光の不思議を体験し
ながら学ぶことができます。
最新技術を使った「全天周
映像ホール」もあり、あなた
もブラックホールの謎を知る
ことができるかも⁉
奈良駅からはバスで約20分。バケツを逆さまにしたような
建物が目印です！
Choseido
祝日の場合はその翌日、
年末年始（12/29～1/3）
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Hikarikagakukan

◆開館時間◆ 10:00～16:30
◆休館日◆ 月・火曜日

J

昔、大仏鉄道が通っていたトンネル。
わずか9年しか使われていなかった
ことから「幻の鉄道」と呼ばれています。
トンネル内は農業用水路の役割を果たし
ていました。昔の面影が残ることから、今
も多くの訪れる人が観光に訪れます。
夜、トンネルに行くと、
暗くて、ひんやりして
いるから幽霊が出る
のではと噂に…

長盛堂

J

大仏鉄道？

木津駅より国道24号線を南へ約1kmの
Okadakunijinja
所に位置する植田長盛堂は約200年の
歴史がある和菓子店です。木津の名前が
入っている和菓子や金賞を受賞した和菓
「木津の天神さん」と親しまれ、
子など熟練した職人が作る
中世以降は、木津5郷の産土神として信
老舗和菓子店です。

岡田国神社

Teuchisoba

手打ちそば

◆営業時間◆
9:00～18:00
◆定休日◆
水曜日

いつも長蛇の列ができる
超人気のお蕎麦屋さんがあります。
蕎麦は手打ちの本格派。
コシのあるしっかりとした食感です。
落ち着いた店内は一人でも入りやす
い雰囲気で、美味しく蕎麦を味わう
ことができるでしょう！
地図とイラストをたよりに
探してみてね。

仰されました。10月には布団太鼓祭りとい
われ、布団を乗せた太鼓台を担いで回る
布団神輿祭りが行われます。木の津バス
の「川原田」バス停から徒歩約８分、JR木
津駅からは徒歩
約15分の所に
あります。

上人ヶ平 Shoningahira
遺跡公園 Isekikoen
偶然に発見された遺跡の跡地に作られた公
園となっており、現在でも復元された円墳な
どを解説と共に見ることができます。
もちろん遊具でも遊べて
スポーツや運動なども
できる公園となって
います。
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By 泉川中学校
チーム

⑥
①加茂駅
⑦
①

③
④ ⑤

②

ハイキングや
散策での
入山料は1人100円！
道幅が狭いから、
徒歩がオススメだよ

⑤あ志び乃店
浄瑠璃寺のすぐ近くにあるおそばや
さん。とろろ定食や月見そばなどの
美味しい料理と、まるで古民家のよ
うなかやぶき屋根の見た目がポイン
トで、落ち着いた雰囲気のお店です。
営業時間：.9:30～17:00
（12月～2月 10:00～16:00）

ｘ

旬菜
にぎわい市場
旬菜にぎわい市場では地元の新鮮な野菜や山海の
旬の食材を使ったお料理がいただけます。
お昼のメニューには天ぷら・煮魚・うどん・どんぶりなどの
日本の伝統料理和食を楽しむことができます。
【営業時間】11:00~15:00 17:00~21:00
【定休日】 木曜日

ふるさと
ミュージアム
山城
ふるさとミュージアム山城（京都府立山城郷土資料
館）は、南山城の歴史資料や民俗資料などの保存
及び展示をしています。企画展や特別展、子供向け
の体験教室などのイベントも行っており、山城の歴史を
充分味わうことができます。
【開館時間】9:00~16:30
【休館日】月曜日（祝・休日の場合は次の平日）

泉橋寺
泉橋寺の石造地蔵菩薩坐像は、高さ4.58mあり、
日本一の石地蔵として有名です。
境内にある五輪塔は、国の重要文化財に指定されて
います。ここでは、自分と地蔵の大きさを比較して写真
を撮影することが出来ます。

パネッテリア
プルチーノ
パネッテリアプルチーノは、茶問屋ストリートにある小さ
なパン屋さんです。ここでは、手作りのパンやラスク、
雑貨なども売られています。また、地元密着型のお店
で、お祭りの時などは定休日でも開店しています。
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】木・日曜日、祝日のみ月曜日休み

蟹満寺
蟹満寺には、国宝である像は高さ2.403m・重さ2tの
釈迦如来坐像があります。本堂では蟹の恩返しについ
て、お話しをお聞きすることができます。如来坐像は、と
ても迫力があるので、見た人にしか味わえない感動が
味わえます。蟹満寺の近くにAOTAKEというカフェがあ
り一休みすることもできます。

AOTAKE
AOTAKEは古民家カフェで、古
材を利用した家具や建具が売ら
れています。また、AOTAKEから
眺める景色は自然豊かな木津
川市を感じることができます。
ぜひおすすめの紅茶を飲みながら疲れを癒してください。
【営業時間】12:00~17:00
【定休日】月・火・水曜日

きづな旅 歴史を歩む、当尾の古道
2016年度 同志社ローム記念館プロジェクト たびプロチー
ム

30分

40分

2016年秋、たびプロはプロジェクトで考えたコースをもとにツ
アーを実施、その名も「きづな旅」。これまでの活動で発掘した木
津川市の魅力をふんだんに取り入れ、素敵なツアーになるよう様々
な企画を考えました。今回は、当尾地区を舞台にしたウォークラ
リー。地元の方にも驚かれたQRコードでの石仏ガイドは参加者の
みなさんに楽しんでいただけたようです。さらに、中学生メンバー
から紹介されたイチオシスポットも参考に、木津川市の逸品を紹介
するお土産企画にもチャレンジしました。多くの方にご協力いただ
いたおかげで、無事にツアーを成功することができました。今後も
僕たちは木津川市の“素晴らしい”を探す旅を続けます！

あなたの
旅に
ちょ
っ
と
し
た遊び心
を

所要
時間

僕らはこの夏！木津川市の“素晴らしい”を探す旅にでた
そうしたら、みなさんが「頑張れよ！」って応援してくれた。

50分

スポット紹介
緑の木立に包まれて四季折々の花に出会う当尾の古寺
阿弥陀如来 普賢菩薩、三
重塔、五輪塔、十三重石塔
など多くの重要文化財があ
るお寺。

梅雨の時期には、色鮮やかなアジサイが咲き誇り、別名「あ
じさい寺」とも呼ばれます。三重塔を見上げると、ユーモラ
スな「天邪鬼」が垂木を支えています。三重塔の裏手にまわ
ると間近に見ることができるのも楽しみの一つです。ぜひ
ゆっくりと訪れてみては?

吉祥庵
いにしえ

古の想いを伝える道しるべ、当尾の歴史にタイムスリップ

木津川市観光協会がオスス
メするウォーキングコース。
石仏は複数あり古くは鎌倉
時代から残るものもある。

木津川市プロデュースプロジェクトで作成した
ウォークラリーシートを片手にたくさんの
石仏に会いに行こう！
こちらからダウンロード⇒

食事処

メインメニュー：そば
予算：500～1500円
定休日：水曜日
営業時間：11時～15時（売り切れ次第終了）

塔尾茶屋
メインメニュー：定食
予算：1000円
定休日：不定休
（農作業などで休みの場合あり）
営業時間：10時～16時

cafe瑠璃

薬師仏に救いを、阿弥陀仏に来迎をねがう当尾の名刹
池の東側に薬師仏、西側の
本堂に九体の阿弥陀仏を配
した庭は極楽世界をこの世
に表している。

綺麗な浄瑠璃寺庭園に魅了され、キャンバスにお寺の
景色を描いている画家の方を多く見かけます！たくさ
んの猫も自由気ままに歩く、そんなお寺にあなたも足
を運んでみませんか！？

メインメニュー：コーヒー
予算：250円～900円
定休日：月曜日・火曜日
営業時間：9時～日没

あ志び乃店
メインメニュー：とろろ定食
予算：1000円～2000円
定休日：不定休（稀に休み。ほぼ無休）
営業時間：AM9:30～PM5:00（12月～2月はAM10:00～PM4:00）

吊り店
岩船寺から浄瑠璃寺の道中
にある、無人販売所。新鮮
な野菜やお漬物などが袋に
入れられて売れられていま
す。ぜひ立ち寄ってみてく
ださい。

