冬ほたる 2015

12 月 11 日（金）

ファイナル

～12 月 24 日（木）

八坂神社本殿

12 月 20 日（日）

大しめ縄作り

開催会場と問合わせ先

会場：琴滝公園（市森）
問合せ：京丹波町観光協会 0771-89-1717
会場：下山尾長野区内大しめ縄作業所 （尾長野）
問合せ：総代 藤田様 0771-83-0769（夜間のみ）

尾長野八坂神社

12 月 31 日（木）

おけら火祭り

会場：尾長野八坂神社境内

（尾長野）

問合せ：総代 藤田様 0771-83-0769（夜間のみ）

ミヤナリエ

12 月 31 日（木）

会場：質美八幡宮参道（質美）
問合せ：代表 高橋様 080-6102-9731

蒲生厄神祭り

1 月 19 日（火）

会場：蒲生八幡宮（蒲生）

質美八幡宮厄神祭り

1 月 19 日（火）

会場：質美八幡宮（質美）
問合せ：京丹波町 瑞穂支所 0771-86-0150

わち山野草の森
小さな春展

2 月 13 日（土）
～2 月 21 日（日）

会場：わち山野草の森（坂原）
問合せ：わち山野草の森 0771-84-2041

発行：京丹波町観光協会
電話：0771-89-1717

京丹波町観光協会

京丹波町食のキャラクター
京丹波味夢くん

京丹波町出会いサポート事業
「旧質美小学校でときめきツアー」開催

開催日

みを進めてまいります。
なお、今年の屋台グランプリ受賞者
は次のとおりです。
○グランプリ
「濃厚黒ゆばぶっかけ豆腐」
東山とうふ西初（京都市）
○準グランプリ

「Ｓｕ ｎタ コス 森の デミ グラ スソー ス仕 立て」

サンダイコーマーケス店（須知）
「焼カレー」紀陽軒（須知）

「 九条ネ ギソ ースの 丹波どり チキン カツ 」

京丹波町 平成 27 年 12 月から平成 28 年 2 月までの主な催し
催し名

12 月 17 日発行

平成二十七年十一月二十九日（日）、旧質美
小学校にて京 丹波町出 会いサポート 事業「と
きめきツアー」を開催いたしました。
京丹波町内 外から男 女各二十名が 参加、ク
リスマスオー ナメント のワークショ ップやク
リスマスツリ ーの飾り つけ作業を通 して交流
を深めていただきました。フリータイムでは、
ドッジボールやハンカチ落しなど小学校なら
ではの遊びも体験。大
いに盛り上がりまし
た。今回で九回目とな
りましたときめきツア
ーですが、過去にはご
成婚のうれしいご報告
もいただいておりま
す。今後も観光資源の
ＰＲと若い方々の出会
いの場の提供に努めて

好評販売中！

いきます。

（ 10cm 、 30cm ） も

平成二十七年度
京丹波町観光写真コンテスト作品募集

○丹波マーケス内
観光案内所で新
味夢バッジをプ
レゼント中。味
夢ぬいぐるみ

テーマ 「:私がみつけた京丹波の観光資源」
応募期間平: 成二十八年一月二十五日（月）から
二月二十七日（土）まで
詳しくは、京丹波町観 光協会のホームペー
ジまたは専用チラシをご覧いただくか、観光
協会事務局までお問い合わせください。

※11 月実績

問合せ 京
: 丹波町観光協会事務局
電話 〇七七一 八-九 一-七一七

プチ情報
○道の駅京丹波味
夢の里は連日大
盛況。平均１日
１万人の来場。

Ｋ ａｉ ｎ ｏ ｋｉ カ イ ノ キ （ 市場）

コメント
東山とうふ西初（京都市）
大正１３年創業、手作りにこだ
わる京都の老舗豆腐店。大量生
産では成しえない「人の手」に
より、国産大豆の味わいを引き
出し、豆腐の美味しさを伝えて
います。今回は、丹波の黒大豆
を生産している京丹波町を少
しでも応援したいという思い
から出店しました。

平成 27 年

京丹波町
観光協会会報

【濃厚黒ゆばぶっかけ豆腐】

京丹波●食の祭典二〇一五開催

平成二十七年十月二十五日（日）、
京 都 府立 丹波自然 運動 公園 をメ イン
会 場 、京 都府立須 知高 校を サブ 会場
として「京丹波●食の祭典二〇一五」
を開催いたしました。
当日は、昨年を超える一四 六,〇〇
人 の 方に 来場して いた だき 、自 然運
動 公 園会 場では、 京丹 波町 の美 味し
い 食 を求 めて、各 店舗 に長 蛇の 列が
で き るほ どの賑わ いで した 。ま た、
サ ブ 会場 の須知高 校会 場で は、 今年
度 は 全校 生徒参加 によ る「 須高 感謝
祭 」 とし て取り組 まれ 、毎 回人 気の
石 釜 ピザ や地元野 菜を たっ ぷり 使っ
た 須 高鍋 （豚汁） など 、特 色の ある
催しとなりました。
今 年 で第 五 回の 開 催とな り 一定 の
集 客 を見 込める催 しと して 定着 して
お り ます が、来年 度か らは 第二 ステ
ー ジ とし て、より 京丹 波の 食に こだ
わ っ た地 域に伝わ る食 文化 や新 しい
フードの発掘の場にするなど取り組

屋台グランプリ優勝

第 12 号

京丹波 地域発見！情報
１１月からお酒の仕込みが始まりま
した。和知の長老酒造では酒蔵から
湯気が立ち込め本格的な冬の訪れを
感じます。長老酒造では、昔ながら
の手作業で丁寧にお酒を作っておら
れますが、そんな酒蔵を見学するこ
とができます。
「お酒の良さを知って
ほしい」と笑顔でわかりやすくお酒
づくりのお話をしていただける代表
の寺井さん。仕込みで忙しい時間を
除いては対応していただけますの
で、是非、銘酒長老を肌で舌で感じ
てみてください。
(有)長老酒造 0771-84—0018
※見学は事前にお申し込みください

住所：京都府船井郡京丹波町色紙田 3 番地 5（道の駅・丹波マーケス内）

ＦＡＸ：0771-89-1713

http://www.kyotamba.org

info@kyotamba.org

