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体 験 体 感
アプリを見ながら
山背古道を歩こう

スマートフォン・タブレットで

山背古道の地図を片手に、GPS機能を用いて、楽しく快適に山背古道沿線を歩けます。

また、各市町の観光スポットの紹介や、山背古道の沿線に位置するお店（まちかど案内

所）の紹介や、山背古道沿線に関するクイズも楽しめます。

スマートフォン端末のＧＰＳ機能と連動して、

絵地図上に現在地を表示できる機能。
英語対応

クイズは

城陽、井手、

木津川で各５問、

計１５問掲載

まちかど案内所

まちかど案内所とは…
山背古道の情報発信拠

点として協力をしていた

だいている地元の個店

や公共施設。散策者が

情報を得るため、わか

りやすく整備・充実させ

ていくことを目的として

いる。

配信開
始

無料

アプリケーション

iOS端末、Android端末

端　　末

App Store − 15.8MB
Google Play − 9.2MB
※各OSのライブラリの違いにより、
　若干差が生じます。

容　　量

日本語、英語対応

言　　語

iOS端末は「App　Store」、
Android端末は「Google Play」
を開き、｢山背古道」と検索し、
｢山背古道」アプリケーションを
インストール。

ダウンロード方法

特徴

①
特徴

②

観光スポット紹介特徴

③
特徴

④
クイズや昔遊び
機能を掲載

特徴

⑤

iOS端末用

Android端末用
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や ま し ろ こ ど う

山背古道
所在地：京都府城陽市上津屋地域
電　車：�近鉄寺田駅すぐのレンタサイクルを

借り、約10分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約５分

　木津川を望む
上津屋地域の茶
畑は良質なてん
茶の地として有
名で日本遺産認
定を受けており、
木津川の清流と
自然仕立ての茶畑と茶畑を香水被害から守る
竹林とが一体となった調和のとれた景観が広
がっています。また周辺には寺社、史跡など
の歴史文化財も数多くあり、散歩やジョギン
グ、サイクリング等を楽しむ安らぎの空間と
なっています。

日本遺産認定「てん茶畑」を巡る

サイクリング

所在地：京都府城陽市水主南垣内20-1
問合せ先：0774-52-3232
電　車：近鉄富野荘駅より送迎有
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約５分

　手摘みの碾茶
茶園の見学、碾
茶工場の見学、
その後、希少な
最高級ほんず抹
茶を飲んで頂き
ながら、効能の
話や美味しいお茶の入れ方などお茶をとこと
ん体験するツアー。本物の「抹茶」とはいか
なるものか、孫右ヱ門に足を運べば、きっと
その答えが見つかるはず。
料　金：�6,480円（通訳一人につき4,320円

を追加）※事前予約要

株式会社孫右エ門

Magouemon Tour
所在地：京都府城陽市奈島久保野34-1
問合せ先：0774-52-0003
電　車：ＪＲ山城青谷駅徒歩２分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約10分
　地下100mから汲み上げ
た水と手間暇かけて育て上
げられた酒米を用い品質第
一を目標に酒造りに取り組
んでいます。７月には観光
協会主催のウォークイベン
トで、城陽産の梅（城州
白）を摘み取り、梅酒づくり体験も実施。
１月、２月には新酒の搾れたばかりの酒粕が制限時間
１分間にどれだけ詰められるか挑戦できる酒粕詰め放
題の祭を開催致。
◎梅酒づくりウォーク（料金：ウォーク参加費300円
／梅酒づくり希望者は別途4,000円（容器代含む））
※問合せは（一社）城陽市観光協会：0774–56–4029
◎酒粕詰め放題（料金：500円）
※開催日については、事前確認要
※開催日については事前確認要

城陽酒造株式会社

酒粕詰め放題祭
所在地：京都府城陽市久世上大谷89-1
問合せ先：0774-58-0069
電　車：�ＪＲ城陽駅より城陽さんさんバスで

｢サンガタウン城陽」下車約10分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約10分
　Jリーグ・京都
サンガF.Cの迫力
あるプレーが間近
で見られることは
もちろん、ファン
やサポーター同士
の交流が図れ、そ
して練習後には、
選手との触れ合いも楽しめます。選手とファ
ン、サポーターとの距離がグッと近くなること
間違いなし。また、トップチーム練習上の直ぐ
隣には、広々３面のキレイなフットサルコート
があり、週末には利用者で賑わう！
詳しくはホームページやお電話で。
※事前予約要

サンガタウン城陽

わくわくサッカー
　　　　　見学＆体験

所在地：京都府城陽市寺田奥山１-62
問合せ先：0774-56-0404
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約20分

　最新鋭のＧＰ
センターで「京
たまご」ができ
る洗卵～選別～
パックの工程を
見学専用通路で
見学できます。当たり前のことですが、10
個入りのパックには10羽の鶏がそれぞれ産
んだ卵が入っていることを再確認して下さ
い。日頃、見ることができない卵のパックさ
れる様子を見学できます。
料　金：無料
※月～土曜日10時～12時　事前予約要
（10名～40名まで）

農業組合法人　京都養鶏生産組合

京たまご工場見学
所在地：京都府城陽市寺田南中芝80
問合せ先：0774-53-3566
電　車：ＪＲ長池駅徒歩15分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約10分

　街のすぐそば
にあるアウトド
アスポット。全
ての場所が屋根
付きなので雨で
も安心してBBQ
やキャンプなど
ができます。太陽が丘、城陽体育館に近く、
施設内には宿泊棟もあるので、学校やクラブ
の合宿、企業の研修などにも最適です。子ど
もを対象にしたキャンプや森のようちえん事
業も行なっています。
料　金：(日帰り）一般600円　等

公益財団法人青少年野外活動

総合センター（友愛の丘）

自然体験
所在地：京都府城陽市寺田荒州
問合せ先：0774-52-5131
電　車：ＪＲ寺田駅徒歩20分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りてすぐ

　寺田いもは、
木津川の氾濫に
より運ばれた肥
沃な砂地で栽培
され、非常に味
が良く、栗より
甘いと言われて
います。毎年９月～10月にかけて、「あら
す観光いも掘り農園」がオープンし、城陽の
特産である寺田いも目当てに多くの人が訪
れ、いも掘りを楽しんでいます。
料　金：３株780円
※30株以上は要予約

あらす観光いも掘り農園

いも掘り体験

おすすめ
体験体感
イベント

城陽ならではの
イベントを
ピックアップ
しました♪

１
所在地：京都府城陽市寺田庭井108-1
問合せ先：0774-55-7977
電　車：近鉄寺田駅徒歩15分
　車　：城陽ＪＣＴ･ＩＣ降りて約５分

　水生植物の魅
力をお伝えしな
がらいろんなア
レンジ作品をご
紹介させていた
だきます。派手
な作品にはなり
ませんが、こころなごむ作品に仕上がります
ようお手伝いできればと思います。初めての
方でもカンタンにつくれます。日程は決まり
次第ホームページでご案内します。
料　金：2,000円～3,000円
　　　　※事前予約要

株式会社杜若園芸

寄せ植え体験２

３ ４ ５

８７６
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ひかりの不思議を楽しく体験「科学する心」を育む場所
自然界のさまざまな「光」の不思議を楽しく学べる

イベントも

多数開催！

光の技術を

体験しよう

光のおもしろい工作、

　実験が出来るよ

光の世界でお会いしましょう

親子で楽しめる工作

夏休みの自由研究の

　　参考におすすめ

バケツの

さかさまが目印

実は、プラネタリウムの

ドームです

迫力満点の

 「デジタルプラネタリウム」

ここでしか見れない

Laser Lab

「レーザー実験」ショー 光の歴史探検に出発

近鉄高の原駅より奈良交通バスで約20分

JR奈良駅から奈良交通バスで約20分

近鉄奈良駅から奈良交通バスで約17分

京奈和道路｢木津IC｣より加茂方面へ約5分

第二阪奈道路｢宝来IC｣より約30分

駐 車 場：無 料
普 通 車：30台
大型バス：  4台
※ 団体見学等、大型
バスでご来館の際
は事前にお申込み
ください

交通機関

入 館 料：無 料
休 館 日：毎 週
　　　　　月、火曜日
※ 祝日・振替休日の場
合はその翌日

問い合わせ：0774-71-3180

井手町まちづくりセンター椿坂
母屋には、囲炉裏の間や、今では珍
しい「かまど」が備えられ、縁側で
はお茶を楽しむのもおすすめ。地元
産ほうじ茶の振る舞いや、特産品など
の販売も行われています。かまど炊き
体験や陶芸体験もできます。

山背古道の真ん中、里山の景観が広がる棚田の一角にあります。

 名前の由来
平安中期に作られた『大和物語』の中にある
下帯恋物語の舞台「椿坂」に由来し、周囲の
景観を生かした農家風建築の施設では、のん
びりとしたひと時を過ごしていただけます。

 管理・運営
井手町の複数のまちづくり団体で構成する 
｢井手町まちづくり協議会」が担っており、構
成団体や井手町の情報発信拠点としてだけで
なく、観光やハイキングで来訪する方々との
交流拠点として利用されています。

   アクセス
JR奈良線「JR京都駅」→「玉水駅」約30分
JR奈良線「JR奈良駅」→「玉水駅」約15分

毎週月曜日又は第２・第４日曜日
(但し３名以上の場合はご相談ください)

午前・午後どちらでも１回 約２時間
１人 1,300円

お問い合わせは ☎︎0774-82-3838

5合炊き約7～8人分 1,500円
（米持込みの場合1,250円）

1升炊き約15人分　 2,500円
（米持込みの場合2,000円）

参加者お一人につき50円の保険料がかかります。

か ま ど 炊き体験

陶芸体験
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