
■国立国会図書館関西館 ■春日神社 ■稲屋妻城跡

 閲覧室では、満18歳以上 　　　 　　本殿は国の重 　　　　 　1485年に山城
 なら誰でもアジア資料、 　　　 　　要文化財。室 　　　　 　国一揆が始ま
 科学技術関係資料をはじ 　　　 　　町時代初期に 　　　　 　り、国人衆に
 めとする特色ある蔵書を 　　　 　　奈良の春日大 　　　　 　よる自治が７
 閲覧・複写できます。さ 　　　 　　社の若宮社殿 　　　　 　年９か月続き
 らに近代デジタルライブ 　　　 　　を移築したも 　　　　 　ました。国一
 ラリーなど、遠隔地から 　　　   　のと伝えられ 　　　　 　揆が解体した
 利用できる電子図書館サ 　 　　 　 ています。毎 　　　　 　とき、数百人
 ービスや、高度情報化社 　　　 　　年１月10日に 　　　　 　が立てこもっ

会に対応した先進的な事業に積極的に取り組むなど、情 　　　 　　五穀の豊凶を 　　　　 　て抵抗した稲
報発信の拠点としての役割も担っています。 　　　　　 占う神事「弓 　　　　　 屋妻城が精華
  ☎0774-98-1200　URL http://www.ndl.go.jp/index.html 始式」が行われます。 町北稲八間にあったといわれています。近くの共同墓地

　　精華町観光パンフレット　　発行日：平成28年1月   開館時間：午前10時〜午後6時   ＊本殿見学には事前連絡が必要です。 に残る地蔵石仏と14基の五輪塔が、戦死者を祀る供養塔
　　　　発行：精華町　　☎0774-94-2004（代表）   休館日：日曜、祝・休日、毎月第3水曜日、年末年始 　 住所 精華町菱田宮川原58番地２ ではないかともいわれています。

■関西文化学術研究都市 ■川西観光苺園 ■若王寺 ■来迎寺

　　　 京都・大阪・奈良  自然のなかで、イチゴ狩 　　　 　現在は浄土宗で 　　　境内には、近松門左衛門の人
　　　 の３府県にまたが  りや水辺遊び、ウサギと 　　　 　すが、元は平安 　　　形浄瑠璃「心中宵庚申（しん
　　　 る京阪奈丘陵にお  の触れ合い体験など楽し 　　　 　時代に天台宗の 　　　じゅうよいごうしん）」の題
　　　 いて、豊かな自然  むことができます。また 　　　 　高僧・円珍が開 　　　材となった、お千代と半兵衛
　　　 ・歴史・文化的環  園内にはレストハウスの 　　　 　いた寺の関連寺 　　　の墓があります。植田村の庄
　　　 境と地理的に有利  設備があり、バーベキュ 　　　 　院だったといわ 　　　屋の娘だったお千代は、大阪
　　　 な立地条件に恵ま  ーなども楽しめます。 　　　 　れています。安 　　　の八百屋、半兵衛に嫁ぐも姑
　　　 れたところに、文 　　　 　置されている円 　　　による壮絶ないじめの末に、
　　　 化、学術、研究、 　　　 　珍の肖像、智証 　　　世を儚み夫婦で心中をとげた
　　　 産業の新しい拠点   ☎0774-94-5230 　　　 　大師坐像は、国 　　　といわれています。

を形成するとともに、魅力ある住環境、都市環境の創造   URL http://www16.atpages.jp/kawanisiichigoen/ 　　　　 の重要文化財。 　　　
を目指しています。精華町はこの都市の中心地に位置づ   開園期間：1月下旬〜2月中旬（土・日・祝のみ）   　　　住所 精華町植田南六ノ坪59番地

けられ、中核的な研究施設などが立地しています。   　　　　　2月下旬〜5月中旬（無休営業）   ＊仏像見学には事前連絡が必要です。   
  開園時間：午前10時〜午後4時 　 住所 精華町下狛林前９番地　　☎0774-94-4055   

■けいはんなプラザ ■華やぎ観光農園 ■常念寺 ■新殿神社

　 関西文化学術研究都市  華やぎ観光農園は家族み 　　　 　境内の薬師堂に 　　　　　 山田・乾谷両
　 の中核施設として、文  んなが楽しめる収穫体験 　　　 　ある菩薩形立像 　　　　　 地区の産土神
　 化・学術・研究の交流  農園。イチゴ狩りは高設 　　　 　は平安時代前期 　　　　　 です。十三重
　 を総合的に推進してい  栽培なので腰をかがめる 　　　 　に作られたもの 　　　　　 石塔は国の重
　 く重要な役割を担い、  ことなく、妊婦さんや高 　　　 　です。精華町最 　　　　　 要文化財。そ
　 レンタルラボ、コンベ  齢の方も安心です。また 　　　 　古の仏像で、国 　　　　　 の基礎には、
　 ンション施設、ホテル、  ベビーカーや車椅子での 　　　 　の重要文化財に 　　　　　 1491年に百万
　 レストランなどを備え  入場も可能です。他にも 　　　 　指定されていま 　　　　　 遍念仏供養の
　 た複合施設。最先端の  夏にはスイカ、秋には黒 　　　 　す。昔は祝園神 　　　　　 ために造立さ

学術研究や文化に触れられる身近な機会として、講演会、大豆枝豆の収穫体験を行っています。さらには黒大豆枝 　　　 　社の神宮寺にあ 　　　　　 れたことが刻
コンサートなどを開催しています。また日時計を造形の 豆の株を購入して育てるオーナー制もあります。 　　　　 ったと伝えられ 　　　　　 まれています。
キーワードとしたシンボリックな彫刻性と、ダイナミッ   ☎0774-93-4811 ています。 　　　　　 境内には能舞
クな空間性を統合した広場には、文字盤の面積が世界一   URL http://www.hanayagifarm.com/   ＊仏像見学には事前連絡が必要です。 台もあり、翁舞が伝わっています。
でギネスブック登録されている日時計があります。   イチゴ狩り：1月中旬〜5月下旬（期間により曜日制限あり） 　 住所 精華町祝園神木段55番地　　☎0774-94-3855　 　 住所 精華町山田医王寺３番地

■けいはんな記念公園 ■特産品 ■祝園の居籠祭 ■京都八幡木津自転車道

　　 (関西文化学術研究都市記念公園)  　 　（いごもりまつり）　（祝園神社）  木津と嵐山を結ぶ全長お

　　 平安遷都1200年の記 　　　　京都ブランド産地指定作物 　 　 奈良時代の起こりと伝えられ  よそ45㎞のサイクリング
　　 念として「自然との  　　 　としての、えび芋、伏見と 　　  るこの神事は毎年１月、祝園  ロード。サイクリングロ
　　 調和と共生」をテー  　　 　うがらしの生産が盛んです。 　 　 神社で行われます。「御田  ード沿いには、ゆったり
　　 マにつくられた公園。  　　 　他にも万願寺とうがらしや 　　　（おんだ）の儀」では、燃え  と流れる木津川そして豊
　　 池泉回遊式の水景園 　　  　イチゴ、花きの生産が盛ん 　　　盛る大松明（おおたいまつ）  かな自然景観。季節の移
　　 では階段状の棚を水  　　 　です。また特産加工品とし 　　  を神主らは祭場のある「幸  り変わりを感じるには、
　　 が流れ、美しい景色  　　 　てジャム、味噌、米加工品 　　　（こう）の森」まで担いで向  もってこいのスポット。　 
　　 が楽しめます。園内  　　 　のおかきや団子などがあり 　　　かい、一年間の五穀豊穣を祈  また精華町では、５月に
　　 には芝生広場やミニ   　　　　ます。これらはＪＡ京都や 　　　願します。 「ツアー・オブ・ジャパン」が、９月には「けいはんな
　　 アスレチックをはじ   　　  　ましろ精華町支店、直売所  　　 京都府指定無形民俗文化財。 サイクルレース」が光台周辺で行われます。

め、観月楼やビジターセンターなどがあります。  　　 　などで販売しています。
  ☎0774-93-1200　　 URL http://keihanna-park.net/ ＊特産品に関するお問い合わせは、精華町地域資源総合 　　　 住所 精華町祝園柞ノ森１番地　

  水景園開園時間：午前9時〜午後5時　  休園日：年末年始 　管理センター「華工房」まで。　☎0774-95-4312

バス停名の右横に表示している(奈交)は「奈良交通バス」、(くるりん)は「精華くるりん
バス」を表しています。時刻表や路線図などは奈良交通もしくは町ホームページでご
確認ください。
また、所要時間は60m/分で歩いた場合の目安で個人差により異なります。

新祝園駅&祝園駅から約3.5km  徒歩約60分 
バス停「国立国会図書館(奈交)」下車すぐ 

新祝園駅&祝園駅から約1.6km  徒歩約25分 
バス停「いちご園(くるりん)」下車すぐ 

新祝園駅&祝園駅から約1.7km  徒歩約30分 
バス停「いちご園(くるりん)」下車約150m 

新祝園駅&祝園駅から約4km  徒歩約70分 
バス停「けいはんなプラザ(奈交)(くるりん)」下車すぐ 

狛田駅&下狛駅から約0.6km  徒歩約10分 
バス停「滝ノ鼻(くるりん)」下車約200m 

狛田駅&下狛駅から約0.5km  徒歩約10分 
バス停「僧坊(くるりん)」下車約150m 新祝園駅&祝園駅から約0.6km  徒歩約10分 

新祝園駅&祝園駅から約0.9km  徒歩約15分 
バス停「上下水道事務所(くるりん)」下車約300m 

新祝園駅&祝園駅から約1.7km  徒歩約30分 
バス停「北稲八間(くるりん)」下車約600m 

山田川駅から約0.6km  徒歩約10分 

新祝園駅&祝園駅から約3km  徒歩約50分 
バス停「けいはんな記念公園(奈交)」下車すぐ 

新祝園駅&祝園駅から約1.6km  徒歩約25分 
バス停「東(くるりん)」下車約450m 


