
平成３０年８月１７日 

 

                        歴史街道推進協議会 

近畿日本鉄道株式会社 

南海電気鉄道株式会社 

阪急電鉄株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

京阪電気鉄道株式会社  

 

                             

関西５私鉄沿線、あの町この町スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅 

 を平成 30年 9月 14日（金）～12月 16日（日）に実施いたします。 

 

関西５私鉄 （近鉄・南海・阪急・阪神・京阪）と歴史街道推進協議会は連携し、伊勢～飛鳥～奈良～京都

～大阪～神戸と難波～堺～和歌山を結ぶ各沿線の歴史街道をテーマにした５私鉄・グループ沿線の旧街道に残

る歴史的・文化的資源に着目し、各社沿線の魅力を発信するため、楽しみながら歴史文化に親しんでいただき

たいとの思いから実施するものです。 

スタンプラリー「あの町！この町！スタンプラリー」を9月14日（金）から12月16日（日）まで、沿線ウォ

ークイベント「あの町！この町！ウォーク」を9月22日（土）から12月9日（日）まで実施します。 

記 

 実施概要 

（１）あの町この町スタンプラリー 

   ５私鉄沿線２０市町村おすすめのスポット２０カ所にオリジナルスタンプを設置いたします。参加者は期

間中に自由に巡っていただき、希望賞品の応募定数分のスタンプを集めて応募していただくと５私鉄鉄道

グッズなどが抽選で１６５名様に当たります。 

主  催：歴史街道推進協議会、近畿日本鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社 

 協  力：近鉄編～天理大学附属天理参考館、五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）、古市駅前観光案内所 

           愛宕神社（忍者神社） 

       南海編～さかい利晶の杜、岸和田市観光振興協会、 

泉佐野市立レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの、一般社団法人和歌山市観光協会 

       阪急編～高槻市立しろあと歴史館、箕面市立菅野三平記念館、伊丹市立博物館、大山崎町歴史資料館 

       阪神編～尼信会館、西宮市立郷土資料館、公益財団法人兵庫県園芸・公園協会、新開地・喜楽館 

       京阪編～難宗寺、市立枚方宿鍵屋資料館、八幡市立松花堂庭園・美術館、寺田屋 

実施期間：平成３０年９月１４日（金）から１２月１６日（日）まで 

 

 【各社 スタンプポイント （  ）は各施設の最寄り駅】 

近 鉄 天理市  

天理大学附属天理参考館 

（天理駅） 

城陽市 

五里ごり館 

城陽市歴史民俗資料館（寺田駅） 

羽曳野市 

古市駅前観光案内所 

（古市駅） 

伊賀市 

愛宕神社・（忍者神社） 

（伊賀鉄道 茅町駅） 

南 海 

 

堺市 

さかい利晶の杜 

（堺東駅・堺駅） 

 

岸和田市 

岸和田城 

（岸和田駅・蛸地蔵駅） 

 

泉佐野市 

レイクアルスタープラザ・ 

カワサキ歴史館いずみさの 

（泉佐野駅） 

和歌山市 

わかやま歴史館 

（和歌山市駅） 

 



阪 急 高槻市 

高槻市立しろあと歴史館 

（高槻市駅） 

箕面市 

箕面市立菅野三平記念館 

（箕面駅） 

伊丹市 

伊丹市立博物館 

（伊丹駅） 

大山崎町 

大山崎町歴史資料館 

（大山崎駅） 

阪 神 尼崎市 

尼信会館 

（尼崎駅） 

西宮市 

西宮市立郷土資料館 

（香櫨園駅） 

明石市 

明石公園サービスセンター 

（山陽電鉄 明石駅） 

神戸市 

新開地・喜楽館 

（神戸高速 新開地駅） 

京 阪 守口市 

難宗寺 

（守口市駅） 

枚方市 

市立枚方宿鍵屋資料館 

（枚方市駅） 

八幡市 

八幡市立松花堂庭園・美術館

（樟葉駅・八幡市駅） 

京都市伏見区 

寺田屋 

（中書島駅） 

◆スタンプラリー台紙の入手方法 

９月１４日（金）より各社の主要駅、歴史街道ｉセンター等で配架または歴史街道ホームページの 

特設情報サイト（http://www.rekishikaido.gr.jp/）から入手いただけます。 

 ◆応募方法 

    スタンプラリー台紙に所定のスタンプを押印していただき、必要事項を記入のうえ、パンフレットや 

特設情報サイト記載の住所へ台紙を郵送していただきます。 

 ◆賞品 

集めたスタンプの数により、スタンプ５個賞（２０個）、スタンプ１０個賞（１０個）、スタンプ１５ 

個賞（３個）を各社毎に設定しています。 

抽選で１６５名様に鉄道グッズを基本とした賞品をプレゼントいたします。 

 

 賞品名 賞 品 内 容 

近 鉄 スタンプ 15個賞 B トレインショーティー近鉄 26000 系さくらライナー2 種類+観光特急「しまかぜ」運転開始 5 周

年記念おぼろハンドタオル+観光特急「しまかぜ」運転開始 5周年記念プラカップ 

スタンプ 10個賞 Bトレインショーティー アーバンライナーnext 

スタンプ 5個賞 観光特急「しまかぜ」運転開始 5周年記念パスケース 

南 海 

 

スタンプ 15個賞 お楽しみ袋（南海グッズの福袋） 

プラレールラピート、ラピート型動くクロック、鉄コレ「泉北 3000系」2両セット等 

スタンプ 10個賞 「めでたいでんしゃ」めでたいさいふ（2個）+「めでたいでんしゃ」オリジナルガーゼタオル 

（1枚） 

スタンプ 5個賞 ダイヤグラムマグカップ+ダイヤグラムマウスパッド 

阪 急 スタンプ 15個賞 阪急電車レザーキーケース 

スタンプ 10個賞 走れ‼目覚まし時計 阪急 1000系 

スタンプ 5個賞 Hankyu Denshaマスキングテープ&クリアファイルセット（マスキングテープ 2種+クリアファイル） 

阪 神 スタンプ 15個賞 プラレール阪神電車 5700系+テクテク電車阪神 8000系+鉄ペン阪神 5700系ブルーリボン ver． 

スタンプ 10個賞 プラレール阪神電車 8000系 

スタンプ 5個賞 走る！鉄ぐるみ 阪神 5700系 

京 阪 スタンプ 15個賞 枚方特産品詰合せ 

スタンプ 10個賞 プラレール「京阪電車 8000系プレミアムカー」 

スタンプ 5個賞 パスケース［京阪電車 8000系］ 

 

 

http://www.rekishikaido.gr.jp/


（２）あの町この町ウォーク 

 ５私鉄沿線２１市町村が歴史街道をテーマにしたお勧めウォークコースを、各スポットの市町村がスタンプ 

ラリー期間中に開催日を設定してご案内します。 

主  催：歴史街道推進協議会、近畿日本鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社 

    協  力：近鉄編～城陽市商工観光課、天理市観光協会、羽曳野市観光協会、伊賀流忍者観光推進協議会 

  （共 催）  南海編～ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会、岸和田市魅力創造部観光課、 

            泉佐野市立レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの、一般社団法人和歌山市観光協会 

             阪急編～箕面市郷土資料館、伊丹市立博物館、高槻市文化財課、大山崎町歴史資料館 

        阪神編～一般社団法人明石観光協会、新開地まちづくりＮＰＯ、西宮市立郷土資料館、尼崎市立文化財収蔵庫 

        京阪編～守口門真歴史街道推進協議会、公益財団法人京都府公園公社伏見港公園管理事務所、 

一般社団法人八幡市観光協会、特定非営利活動法人枚方文化観光協会 

  実施期間：平成３０年９月２２日（土）から１２月９日（日）まで 

【各社 沿線ウォーク（あの町この町ウォーク）】 

近 鉄 城陽市編 10月 19日（金） 

「古代の遺跡が集積する 

城陽を歩く」 

天理市編 10月 20日（土） 

「石上神宮と布留遺跡」 

羽曳野市編 10月 21日（日） 

「世界文化遺産登録を目指す 

『古市古墳群の大王墓』めぐる」 

伊賀市編 11月 11日（日） 

名張市編 12月 2日（日） 

「天正伊賀の乱史跡を巡る」 

南 海 

 

堺市編  10月 14日（日） 

「海の玄関口から一等三角

点のある最低山を巡る」 

泉佐野市編 11月 4日（日） 

「商業の港町泉佐野を巡る」  

岸和田市編 11月 17日（土） 

「情緒溢れるディープな岸和田

を巡る」 

和歌山市編 11月 23日（金・祝） 

「吉宗公ゆかりの地めぐり」 

阪 急 大山崎町編 10月 6日（土） 

「幕末維新期の西国街道と

大山崎を歩く」 

箕面市編 10月 27日（土） 

「西国街道の文化財散歩」 

伊丹市編  11月 10日（土） 

「街道を歩く会～伊丹市内の西

国街道と有馬道を歩く」 

高槻市編  12月 1日（土） 

「高槻城下町と高山右近を歩く」 

阪 神 尼崎市編 9月 22日（土） 

「歴史ウォーク 富松城 

から尼崎城まで」 

明石市編 10月 28日（日） 

「城のまち時のまち明石」 

神戸市編  11月 14日（水） 

「Ｂ面の神戸新開地・喜楽館 

ツアー」 

西宮市編  11月 18日（日） 

「西宮・芦屋の文化財をめぐる」 

京 阪 

 

守口市編 9月 29日（土） 

「東海道五十七次守口宿 

（歴史文化溢れるまち）」 

 

京都市伏見区編  

10月 28日（日） 

親子でウォーク！「伏見の

『水の不思議』に迫る！」 

 

八幡市編  12月 6日（木） 

「旧街道沿いの非公開社寺を 

めぐる半日旅」 

 

枚方市編  12月 9日（日） 

「枚方宿の歴史と賑わいを楽 

しむ」 

 

   ◆応募人数：1ウォーク概ね５０名前後を応募します。 

   ※詳細については別紙参照 

 

以上の催しに際して募集告知記事の掲載により広く皆様へのご紹介をお願いいたします。 

また各ウォーク当日の取材も歓迎いたしますので、併せてよろしくお願いいたします。 

            

 

 

 

 

 

本資料配布先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、大阪経済記者クラブ、関西レジャー記者クラブ 

問い合わせ先  歴史街道推進協議会 

  〒530-0005 大阪市北区中之島２－２－２ 大阪中之島ビル７階 

      TEL：06-6223-7744 FAX：06-6223-7234 

担当:松浪 平(matsunami@rekishikaido.gr.jp） 小野 昌輝（ono@rekishikaido.gr.jp） 

mailto:matsunami@rekishikaido.gr.jp
mailto:ono@rekishikaido.gr.jp


織田軍と伊賀衆が戦った第二次天正伊賀の乱の最終決戦地などをたどり、ゆかりのある伊賀・名張の旧跡や寺社を
めぐっていただきます。伊賀流忍者観光推進協議会がご案内いたします。
参加費：伊賀市編５００円・名張市編５００円
定員：伊賀市編５０名・名張市編５０名（先着定員になり次第締切）
伊賀市編 ウォーク：約９ｋｍ 上野市駅～平楽寺跡（伊賀上野城）～鍵屋の辻～比自山城跡～西蓮寺～愛宕神社
（忍者神社）～松本院～上野市駅 １３時頃解散
名張市編 ウォーク：約９ｋｍ
赤目口駅～極楽寺～道観塚～勝手神社空柏原城跡～地蔵院～名張駅 １２時４５分解散
問い合わせ： 伊賀流忍者観光推進協議会（伊賀市観光戦略課） ℡ 0595-22-9670 （平日8時30分～17時15分）
申込： 申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、FAX・Eメールで受け付け
FAX  0595-22-9695     E-mail kankou@city.iga.lg.jp １０月１日（月）受付開始 １０月３１日（水）締切

白鳥伝説に彩られた歴史と文化が交差する街、羽曳野。世界文化遺産国内推薦された古市古墳群等の魅力や
その歴史を聞いて、見て、感じてください。 羽曳野まち歩きガイドの会がご案内いたします。
参加費：各２００円（午前・午後通し200円）定員：各４０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 午前、午後ともに４ｋｍ （午前午後両方参加可能）
（午前）古市駅～日本武尊白鳥陵古墳～峯ヶ塚古墳～翠鳥園遺跡～墓山古墳～１２時３０分 古市駅解散
（午後）古市駅～白鳥神社～誉田八幡宮～応神天皇陵古墳～大鳥塚古墳～古室山古墳～中津山古墳～

道明寺天満宮～ 16時00分道明寺駅解散
問い合わせ： 羽曳野市観光協会事務局（羽曳野市観光課内） ℡ 072-958-1111  FAX 072-950-2055
申込： 申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、電話・FAX・Ｅメールで受け付け （平日9時～17時30分）
℡ 072-958-1111  FAX 072-950-2055 E-mail  kankou@city.habikino.lg.jp
※件名に「あの町この町ウォーク申込」と入力してください。 １０月１２日（金）必着

史実に現れる日本最古の道「山の辺の道」沿いに鎮座する日本最古の神宮とされる「石上神宮（いそのかみ
じんぐう）」は、古代古豪：物部氏とゆかりが深く、そこに広がっていた集落は、現在は「布留遺跡」と呼
ばれています。普段、あまり耳にする事のない石上神宮神職と天理参考館学芸員の説明を現地でお楽しみ下
さい。参加費：５００円 定員：50名（先着定員になり次第締切）ウォーク：約３．５ｋｍ＋解散場所から天理駅約１．５ｋｍ
近鉄天理駅～石上神宮～布留遺跡・天理大学附属天理参考館 12時30分解散
問い合わせ： 天理市観光協会事務局（天理市産業振興課内） ℡0743-63-1001（平日８：３０～17時15分）
申込： ＱＲコードからアクセスし、入力フォームよりお申込み、または往復ハガキに
イベント名（関西５私鉄あの町この町スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅2018 10/20 天理編）と
名前、ふりがな、住所、連絡先、参加人数、参加者氏名、メールアドレスを記入の上、応募して下さい。
〒632-8555奈良県天理市川原城町605 天理市観光協会事務局 受付９月３日（月）～１０月１２日（金）

大阪・奈良・京都・三重に跨る近鉄沿線には「山の辺の道」「竹内街道」「伊勢街道」等、

歴史・文化の源となる街道や古道周辺には魅力ある地域資源が集積しています。

文化遺産が犇めく大阪～奈良～京都と京・大和文化の影響を強く受けながらも独自の文化を醸成している

伊賀地域等、スタンプラリーが開催される地域での魅力を堪能していただくウォークを実施いたします。

大和に近接した古代城陽の地は、北陸道や山陽道、山陰道へ至る重要な地域です。
今日に残る古墳や廃寺跡、役所跡などの遺跡を巡ります。城陽市観光案内ボランティアクラブがご案内いたします。
ウォーク：約６ｋｍ平井神社前～平川廃寺跡～久津川車塚古墳～丸塚古墳～芝ヶ原古墳～正道官衙遺跡～久世廃寺
跡～五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館） １２時３０分頃解散
※五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）入館希望の方は入館料が別途必要となります。
参加費：３００円 定員：５０名（先着定員になり次第締切）
問い合わせ： 城陽市商工観光課 ℡0774-56-4019（平日９時～１７時）
申込：申込者氏名・住所・電話番号を明記のうえ、電話またはE-mailで受け付け
城陽市商工観光課 ℡0774-56-4019（平日９時～１７時） E-mail : shoko@city.joyo.lg.jp
９月３日（月）受付開始、9月28日（金）締切

第１弾 城陽市 編 「古代の遺跡が集積する城陽を歩く」
10月１９日（金） ９時３０分 「平井神社前」集合 近鉄京都線 久津川駅下車

近鉄編

第２弾 天理市 編 「石上神宮と布留遺跡」
10月２０日（土） ９時００分「近鉄天理駅前」集合

第３弾 羽曳野市 編 「世界文化遺産登録を目指す『古市古墳群の大王墓』めぐる」
１０月２１日（日） 午前の部１０時００分・午後の部12時30分 「近鉄古市駅前観光案内所」集合 近鉄南大阪線 古市駅下車

第４弾 伊賀市・名張市 共催編 「天正伊賀の乱史跡を巡る」
伊賀市編 １１月１１日（日）９時１０分「伊賀鉄道上野市駅前」集合
名張市編 12月 2日（日）９時１０分「近鉄大阪線赤目口駅前」集合

mailto:kankou@city.habikino.lg.jp


御三家である紀州徳川家の城下町を、紀州藩出身で８代将軍徳川吉宗公ゆかりの地をめぐることで、
吉宗公と紀州藩の歴史にふれてください。 和歌山市語り部クラブがご案内いたします。
参加費：1,000円（刺田比古神社の絵馬600円を含む。）
定員：５０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約４ｋｍ 南海線和歌山市駅～藩校跡～徳川吉宗公の像（扇の芝）～吉宗公生誕の地（石碑）～報恩寺～
刺田比古神社～岡山時鐘堂～岡口門～わかやま歴史館 １３時解散
※当日和歌山城境内砂の丸広場にて「食の祭典食祭WAKAYAMA」が行われています。
問い合わせ： 一般社団法人和歌山市観光協会 ℡073-433-8118 
申込： 一般社団法人和歌山市観光協会にて電話受付 ℡073-433-8118 （平日８時30分から１７時15分）

１１月 ９日（金）締切

江戸時代、廻船と漁業で名を馳せた泉佐野。近代には、タオルなどの製造業で発展しました。
今なおかつての面影を残す商業都市いずみさのを巡ります。
泉佐野市立レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさのがご案内いたします。
ウォーク：約５ｋｍ 南海線泉佐野駅～西法寺～飯野碑・松～明厳寺～大将軍湯～新川家住宅～上善寺～
春日大社～妙浄寺～若宮地蔵～南海空港線 りんくうタウン駅 １２時頃解散
参加費 ３００円 定員：５０名（先着定員になり次第締切）
問い合わせ： 歴史街道推進協議会 ℡06-6223-7744 （平日10時～１７時）
申込：申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、郵便往復はがき、Fax、E-mailでお申込み下さい。
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル７Ｆ

Fax : 06-6223-7234  Email : time-trip@rekishikaido.gr.jp
歴史街道推進協議会 あの町この町ウォーク泉佐野係 １０月２６日（金）必着

だんじり祭で有名な岸和田。城下町で繰り広げられる盛大な祭りの雰囲気、そして続日本１００名城に選ばれた岸和田城、
その歴史を聞いて、見て、感じてください。 岸和田ボランティアガイドがご案内いたします。
参加費：１００円 定員：50名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約５ｋｍ 南海線岸和田駅～岸和田駅前商店街～本徳寺～紀州街道～蛸地蔵天性寺～蛸地蔵商店街～
南海線蛸地蔵駅舎～五風荘～岸和田城 １２時３０分頃解散
問い合わせ：岸和田市魅力創造部観光課 ℡072-423-9486 （平日9時00分～17時30分）
申込方法：参加者全員の氏名・住所・電話番号を明記のうえ、郵便往復はがきで受け付け（１枚につき５名まで）
〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町７番１号 岸和田市役所 魅力創造部 観光課 １１月 ２日（金）必着

大阪と和歌山を結ぶ南海線沿線には「熊野街道」「紀州街道」「孝子越街道」が通っており、

伝統的な祭りなど魅力ある地域資源が集積しています。

この泉州地域と和歌山市において開催されるスタンプラリーに合わせて、地域での魅力を堪能して

いただくウォークを実施いたします。

中世、堺は対明貿易や南蛮貿易など海外との交流拠点として発展しました。また、世界でも珍しい環濠都市
を形成して自治都市として繁栄し、黄金の時代を迎えました。海の玄関口である堺旧港周辺や環濠が残る旧
市街を歩いて、当時の面影を想像してみてください。 堺観光ボランティアガイドがご案内いたします。
参加費：５００円 定員：50名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約５ｋｍ 南海線堺駅～旧堺燈台（現存する日本最古の木造洋式燈台）～大浜公園～蘇鉄山（一等三角点
の設置されている日本一低い山）～さかい利晶の杜（千利休と与謝野晶子の顕彰施設）～千利休屋敷跡～開口神社
～堺市役所21階展望ロビー 12時30分頃解散
問い合わせ：NPO法人 堺観光ボランティア協会 ℡072-233-0531 （10時～17時）
申込： 参加者全員の氏名・住所・電話番号を明記のうえ、郵便往復はがきまたはFAX、Emailでお申込み下さい。
〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町2－3－29 瓦町ウエノビル４Ｆ NPO法人堺観光ボランティア協会 歴史街道係
Fax072-233-0531 E-mail sakaikvk@axel.ocn.ne.jp １０月 ７日（日）必着

第１弾 堺市 編 「海の玄関口から一等三角点のある最低山を巡る」
10月１４日（日） ９時３０分「南海線 堺駅前コンコース」集合

南海編

第３弾 岸和田市 編 「情緒溢れるディープな岸和田を巡る」
11月１７日（土） ９時３０分「南海線 岸和田駅前」集合

第２弾 泉佐野市 編 「商業の港町泉佐野を巡る」

１１月 4日（日）１０時００分 「南海線 泉佐野駅前」集合

第４弾 和歌山市 編 「吉宗公ゆかりの地めぐり」
１１月２３日（金・祝）１０時００分「南海線 和歌山市駅前」集合

mailto:time-trip@rekishikaido.gr.jp
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西国街道沿いの街道集落だった大山崎は、中世以降2㎞にわたる長細い街並を呈していました。しかし、元治元年
(1864)の禁門の変の際、長州藩に味方した真木和泉らが大山崎に陣取っていたため、会津藩方の掃討戦を受けて
集落は焼かれてしまいます。大山崎を歩きながら、かつての幕末の様相をたどります。
参加費： １００円
定員： 30名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約２ｋｍ
阪急大山崎駅～大山崎町歴史資料館～離宮八幡宮～観音寺～安養院～東黒門跡～阪急大山崎駅
問い合わせ： 大山崎町歴史資料館 ℡ 075-952-6288 (9:30～17:00 月曜日休館)
申込： 9月1日より歴史資料館へ電話申し込み

阪急京都線沿線で唯一の城下町であった高槻。町の高低差や道の曲がり方に、かつての高槻城や城下町を探ると
ともに、世界的にも有名なキリシタン大名高山右近の足跡を訪ねて歩きます。
高槻市教育委員会文化財課の学芸員が解説いたします。
参加費：無料 定員：３０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 ２ｋｍ 高槻市駅～川之町～寺町～三の丸堀跡～しろあと歴史館前～東大手門跡～城跡公園～
高山右近天主教会堂跡～しろあと歴史館 １２時頃解散
問い合わせ： 歴史街道推進協議会 ℡06-6223-7744（平日10時～１７時）
申込：申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、郵便往復はがき、Fax、E-mailでお申込み下さい。
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル７Ｆ

Fax : 06-6223-7234  Email : time-trip@rekishikaido.gr.jp
歴史街道推進協議会 あの町この町ウォーク高槻市係 １１月２６日（月）必着

阪急伊丹駅を起点に西国街道及び有馬道を歩きます。途中、沿道やその周辺にある史跡や神社に立ち寄り、伊丹市
立博物館の館員が参加者に解説いたします。
参加費：２００円 定員：３０名（事前申込制、先着定員になり次第締切）
ウォーク：約８ｋｍ 阪急伊丹駅前～猪名野神社～大鹿センター前の道標～千僧天神社～首切り地蔵～
稲野小学校前道標～稲野村道路元標～東天神社～北向き地蔵～鴻池神社～伊丹市バス南畑（みなみはた）バス停
17時頃解散
問い合わせ：伊丹市立博物館 ℡072-783-0582 （9時30分～17時 月曜日及び月末日休館）
申込： 10月16日（火）朝9時より伊丹市立博物館にて電話で受付

京都～大阪～神戸を結ぶ阪急沿線には京都から山陽方面に繋がる「西国街道」があり、街道沿いには

歴史ある寺社仏閣や美術館、博物館等のスポットが点在しています。

沿線地域での魅力を見て聞いて体験してみてはいかがでしょうか。

箕箕面の市街地を国道171号と沿うように横断している西国街道。桜井駅を起点とし今も昔も変わらぬ交通の
往来に時の参勤交代の行列を感じながら歩きます。 箕面市立郷土資料館がご案内します。
参加費： １００円 定員：５０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約７ｋｍ 桜井駅前～坪～瀬川半町本陣跡～瀬川神社～牛回しの塔～西国街道～百楽荘～牧落八幡～
高札場～教学寺～菅野三平記念館～北向き地蔵～箕面駅前 １６時頃解散
問い合わせ：箕面市郷土資料館 ℡ 072-723-2235 

申込： ９月２１日（金）より箕面市郷土資料館にて電話受付 （１０時から１７時 木曜日休館）
９月２１日（金）～10月16日（金）の間で受付

第２弾 箕面市 編 「西国街道の文化財散歩」
１０月２７日（土） １２時００分「阪急箕面線 桜井駅」集合

阪急編

第３弾 伊丹市 編 「街道を歩く会～伊丹市内の西国街道と有馬道を歩く」
11月10日（土） １３時００分「阪急伊丹線 伊丹駅」集合

第４弾 高槻市 編 「高槻城下町と高山右近を歩く」
１２月１日（土） 10時00分「阪急京都線 高槻市駅」集合

第１弾 大山崎町 編 「幕末維新期の西国街道と大山崎を歩く」
１０月６日（土） １２時００分 「阪急京都線 大山崎駅」集合

mailto:time-trip@rekishikaido.gr.jp


今から約五百年前、富松城の細川高国勢が尼崎を攻め落とす合戦があったことにちなみ、「高国勢」になったつもりで
富松城から尼崎城跡まで踏破し、戦国時代の戦乱の歴史を追体験していただきます。
尼崎教育委員会＆富松城を活かすまちづくり委員会がご案内いたします。
ウォーク：約８ｋｍ 富松城跡～富松神社～尾浜八幡神社～名月姫公園～吉備彦神社～大物崩れ戦跡碑～
尼崎城跡～尼崎市立文化財収蔵庫 16時頃解散
参加費 無料 定員：６０名（先着定員になり次第締切）
問い合わせ： 尼崎市立文化財収蔵庫 ℡ 06-6489-9801
申込： 9月4日（火）より尼崎市立文化財収蔵庫で電話受付 ℡ 06-6489-9801
（月曜日を除く 9時～17時 ※月曜が祝休日の場合は開館し、その直後の平日が休館となります。）

西宮と芦屋の西国街道沿いにある、古墳や道標をはじめとした文化財をめぐります。
ＦＭラジオ「さくらＦＭ」と連動し、スタジオと現地の解説ポイントを中継放送しながらのハイキングです。
西宮市立郷土資料館スタッフがご案内いたします。
参加費： 無料
定員： 参加希望者全員
ウォーク：約４ｋｍ 阪神打出駅～金津山古墳～常夜灯型道標～西宮神社 １２時30分解散
当日ＦＭラジオをご用意願います。
問い合わせ： 西宮市立郷土資料館 ℡ ０７９８－３３－１２９８ （月曜日を除く 10時～17時）
申込： 当日現地にて受付

かつては芝居小屋や映画館が建ち並び「東の浅草、西の新開地」と呼ばれるほどの大歓楽街でした。
その新開地の歴史と魅力を街並みや落語を交えて聞いて、見て、感じてください。
新開地まちづくりNPOがご案内いたします。
参加費：３，０００円（落語鑑賞券一般2,800円を含む） 定員：１５名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 １ｋｍ 新開地まちづくりNPOでスライドショー（３０分）～B面の新開地ツアー（６０分）～昼食（自由行動）
～喜楽館にて上方落語鑑賞～落語鑑賞後 １７時頃解散
問い合わせ： 新開地まちづくりNPO ℡ 078-576-1218
申込： 新開地まちづくりNPOで電話受付 ℡ 078-576-1218 （月曜日を除く 10時～18時）

大阪から神戸・山陽を結ぶ阪神沿線には山陽道や中国道に繋がる「西国街道」があります。

江戸時代から近代への変貌を体験でき魅力ある地域資源が集積している大阪～神戸地域から瀬戸内海峡に

面する街並や時にまつわる明石方面において、スタンプラリーが開催される地域での魅力を堪能して

いただくウォークを実施いたします。

明石は、2019年に築城400周年を迎える明石城を中心に城下町として栄えた「城のまち」です。また、日本標
準時となる東経135度子午線が通る「時のまち」でもあります。当日は、往時に思いを馳せ、時のロマンを感
じてください。ぶらり子午線観光ガイド連絡会がご案内します。
参加費：無料 定員：４０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約３ｋｍ 山陽電鉄明石駅～明石公園（明石城）～本松寺～月照寺～柿本神社～明石市立天文科学館前
～長寿院～魚の棚商店街 １２時頃解散
問い合わせ：（一社）明石観光協会 ℡ 078-918-5080

申込： （一社）明石観光協会にて電話受付 ℡ 078-918-5080 （月曜日を除く 9時～17時）
１０月２１日（日）締切

第２弾 明石市 編 「城のまち 時のまち 明石」
10月２８日（日） ９時３０分「山陽電鉄 明石駅」集合

阪神編

第３弾 神戸市 編 「B面の神戸新開地・喜楽館ツアー」
11月1４日（水） １０時３０分「神戸高速線新開地駅 東口」集合

第４弾 西宮市 編 「西宮・芦屋の文化財をめぐる」
１１月１８日（日） ９時３０分「阪神電鉄 打出駅」集合

第１弾 尼崎市 編 「歴史ウォーク 富松城から尼崎城まで」
９月２２日（土）１３時００分 「富松城跡（阪神バス「富松城跡」すぐ、または阪急電鉄 武庫之荘駅より徒歩15分）」集合



毎月第2日曜日、旧枚方宿には約２００店の地元老舗や手作りショップなどが並び、市内外のお客さんで賑わいます。
枚方の歴史はもとより、まちの賑わいも併せてお楽しみください。
枚方観光ボランティアガイドの会がご案内いたします。
参加費： ５００円 （ひらかた観光ステーション買い物券５００円分付き）
定員： ５０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約２．５ｋｍ 京阪本線枚方公園駅～西見附～鍵屋資料館～船番所跡～木南邸～浄念寺～本陣跡～
ビオルネ前～宗左の辻～枚方市駅～ひらかた観光ステーション １２時頃解散
問い合わせ： 枚方文化観光協会 ℡ 072-804-0033
申込：枚方文化観光協会にて電話受付 ℡ 072-804-0033 （9時～17時30分 水・土曜日休所）
申込開始 ９月１４日（金）・１２月３日（月）締切

松花堂庭園をはじめとする八幡市の魅力を見て、聞いて、体感出来る半日旅です。また今回は普段公開されていな
い善法律寺、正法寺を特別にご覧いただける貴重なチャンスとなっています。
やわた観光ガイド協会がご案内いたします。
参加費：1,800円（拝観料・お茶の接待を含む） 定員：４０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 ３ｋｍ 八幡市駅前～頓宮～善法律寺にて本堂拝観～正法寺にて本堂等拝観～松花堂庭園・美術館
１２時３０分頃解散
問い合わせ：一般社団法人 八幡市観光協会 ℡ 075-981-1141
申込： 一般社団法人 八幡市観光協会にて電話受付 （平日9時00分～17時00分）
申込開始 １１月１日（木）・12月5日（水）

京都・伏見は「伏水」とも書かれたほど、良質の伏流水に恵まれた地です。酒蔵の街並みを親子で歩き、水の不思議
を感じてください。
京都教育大学の学生さんが一緒に歩きます。
参加費：親子１組８００円 定員：４０名まで（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 ４ｋｍ 伏見港公園～白菊水～伏水～御香水～近鉄「桃山御陵前」駅～ 伏見港公園 １２時頃解散
問い合わせ： 伏見港公園 ℡ 075-611-7081
申込：伏見港公園事務所窓口または電話、ファックスにて受付
窓口は10時～21時 、電話Ｆａｘは10時30分～21時00分 ℡ 075－611-7081 Fax 075－621-8844
申込開始 ９月６日（月）・10月27日（土）締切

京都～大阪を結ぶ京阪沿線には大阪城と伏見城を結ぶ「京街道」や京都（東寺）から山陽方面に

繋がる「西国街道」があります。

東海道の宿場町や名水の恩恵授かる酒蔵の街並み等、スタンプラリーが開催される

地域での魅力を堪能していただくウォークを実施いたします。

歌川広重が江戸時代後期に手がけた浮世絵「東海道五十三次」は江戸～京都間だったが、実際は江戸～大
坂間を結ぶ「五十七次」の街道だったと考えられます。その最後の宿場町「守口宿」の魅力を守口門真歴
史街道推進協議会がご案内します。
参加費： ３００円 定員：40名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 ２ｋｍ 守口市駅西口～宿駅・守口宿 西見付～義天寺～守居橋～本町橋～文禄堤ヒルズ～高札場～
薩摩文禄館～文禄堤旧堤ノ町～枡形・札の辻～大塩平八郎書院跡～難宗寺～本陣・問屋場跡～盛泉寺～瓶橋～
一里塚碑～パナソニックミュージアム 11時30分解散
問い合わせ： 守口門真歴史街道推進協議会 ℡ 06-6909-8531 （11時00分～19時00分）
申込： ファックスまたは郵便往復はがきで受付 Fax 06-6909-0034
〒571-0058 大阪府門真市小路町1-16-206 守口門真歴史街道推進協議会
申込締切 9月20日（木）必着

第１弾 守口市 編 「東海道５７次守口宿（歴史文化溢れるまち）」
９月２９日（土） ９時３０分「京阪本線 守口市駅西改札口」集合

京阪編

第２弾 伏見区 編 親子でウォーク！「伏見の『水の不思議』に迫る！」
10月28日（日） １０時００分 「伏見港公園」集合 京阪本線中書島駅 南改札から徒歩３分

※参加対象：小学生とその保護者

第３弾 八幡市 編 「旧街道沿いの非公開社寺をめぐる半日旅」
１２月 ６日（木） ９時３０分「京阪本線 八幡市駅前・観光情報ハウス」集合

第４弾 枚方市 編 「枚方宿の歴史と賑わいを楽しむ」
１２月 ９日（日） ９時５０分 「京阪本線 枚方公園駅 西口広場」集合


