
京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022 実施期間中イベント・キャンペーン情報

No 県名 イベント・キャンペーン名 実施期間 実施概要 おトク情報 規模 HPのURL 備考

1 福井県
福井県年縞博物館・若狭三方縄文博物館
令和４年度特別展「掘る！未知の世界を拓
く掘削技術」

令和４年８月３日（水）～１０月３日（月）

今年の特別展では、人々の生活・産業・文化の振興や発展に大きくかかわっ
ている、「掘る」ことに焦点を当て、完全に連続した年縞を採取した掘削技術
を中心に、年縞博物館【掘削技術編】と縄文博物館【考古遺跡編】の２部構
成で紹介します。

各館とも常設展示に加え、特別展
示をしますが、入場料金は変わり
ません。

2館

http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/

https://www.town.fukui-
wakasa.lg.jp/soshiki/wakasamikatajomonhakubutsukan/gyom
uannai/955.html

ホームページには7
月に掲載予定

2 兵庫県 六甲ミーツ・アート芸術散歩2022 2022年8月27日（土）～11月23日（水・祝）

「六甲ミーツ・アート芸術散歩」は、自然の中で楽しむ現代アートの展覧会。
明治時代に居留外国人によりもたらされた新しい文化と出会い、発展してき
た六甲山。地元の人々に愛され親しまれてきた美しい眺望、レジャー文化が
今も息づく山の上を、この地この環境ならではの自由な作品が彩ります。

出展アーティスト：17 https://www.rokkosan.com/art2022/
出展アーティスト数は
現時点での予定

3 兵庫県 世界文化遺産・国宝　姫路城　特別公開 2022年7月15日(金)～2022年8月31日(水)

白く美しい白壁から”白鷺”に例えられる姫路城は、安土桃山時代から江戸
時代初期にかけての建築技術の枠を極めた「日本一の名城」と言えます。
建築物のほとんどが国宝や重要文化財に指定されており、普段は非公開の
場所も多いですが、今回は、プレ兵庫デスティネーションキャンペーンの開催
を記念し、いずれも国宝である「乾小天守」「イの渡櫓」「ロの渡櫓」「ハの渡
櫓」「東小天守」の５箇所を特別に公開します。

「乾小天守」「イの渡
櫓」「ロの渡櫓」「ハの
渡櫓」「東小天守」の5
箇所

https://himeji-kanko.jp/event/794/

4 兵庫県 城崎温泉ステキ体験旅行博 2022年7月22日（金）～9月25日（日）

城崎温泉ステキ体験旅行博は、旅館巡りや、和装体験や、グルメを堪能した
り…等々、城崎温泉の歴史・文化・自然・食を堪能、体験できる体験型イベン
トです。
四季の美しさ、自然に恵まれた食べ物の美味しさ、城崎（山陰但馬）には、普
通の旅ではわからない、もっと伝えたい魅力がたくさんあります。私たちがス
テキだと思っている自然やお料理、この町で暮らし働く人達が生み出す魅力
や可能性を楽しんでいただける複数のプランを用意しています。

https://kinosaki-onpaku.jp

5 兵庫県
駅からはじまるスタンプラリー
『Le(ル) ラリー du(デュ) テロワール』

2022年7月1日（金）～9月30日（金）

兵庫県内の観光地や寺社、体験スポットなどをめぐるデジタルスタンプラリー
です。スタンプ集めや各コースに設けられたテロワールクイズに取り組んで
いただくことで、県内各地に根づく『テロワール』を知って感じていただける仕
組みになっています。集めたスタンプ数や達成したコース数に応じて、神戸
牛など豪華賞品が当たります。

スポット数：60箇所 https://www.hyogo-tourism.jp/terroir-stamp

6 滋賀県 長浜鉄道スクエア「魅惑の新幹線展」 令和4年7月16日（土）～9月末
２０２４年春に北陸新幹線の敦賀駅開業となり、これを機に改めて新幹線の
魅力を体感してもらうため、貴重な資料や写真、国内外の新幹線の模型の
展示を行います。

長浜浪漫パスポート対象施設 https://kitabiwako.jp/tetsudou/
イベント名称変更の
可能性あり

7 滋賀県
慶雲館×早川鉄兵切り絵の世界＆早川鉄
兵切り絵の世界×ながはま街歩き

令和4年7月23日(土)～8月28日(日)

切り絵作家・早川鉄兵氏による切り絵展。慶雲館の純和風な雰囲気と切り絵
の動物たちが織り成すファンタジックな空間を演出。３年目となる今年は、会
場をまちなかまで拡大し、スタンプラリーを実施。切り絵をデザインした台紙
を持って、まちなかへ繰り出そう！

長浜浪漫パスポート対象施設
（慶雲館）

https://www.kitabiwako.jp/keiunkan/

8 滋賀県
ふるさと夏まつり 木之本地蔵大縁日＆木
之本大花火大会

令和4年8月23日（火）～25日（木）

古くから眼病平癒の仏様として全国に信者を持つ木之本地蔵院の大縁日で
す。当日の地蔵坂や北国街道沿いは多くの参拝者でにぎわいます。最終日
の25日には木之本大花火大会が行われ、縁日のフィナーレを華々しく彩りま
す。

https://kitabiwako.jp/spot/spot_31222

9 滋賀県
【復刻】歴史リアル謎解きゲーム「謎の城」in
長浜城

開催中～令和4年9月25日(日)

「秀吉となり、長浜城を築城していく」ことをテーマとしたストーリーに沿って城
下町周遊を楽しめるゲームイベントです。プレイヤーは羽柴秀吉となり、城を
完成させるべくゲームを進めます。長浜駅観光案内所で謎解きキット（長浜
浪漫パスポート付き）を購入し、それらを手に、城下町を周遊しながら長浜城
にまつわる謎に挑戦します。

https://kitabiwako.jp/event/event_45876

10 滋賀県 小谷城シャトルバス
令和4年9月17日（土）～9月25日（日）および
11月5日（土）～11月23日（水・祝）の土日祝

小谷城は浅井氏三代の居城であった国指定の山城です。麓から城跡までを
つなぐ「小谷城シャトルバス」を期間限定で運行。地元語り部（ボランティアガ
イド）が城跡にてご案内します。

https://kitabiwako.jp/event/event_47072

11 滋賀県 長浜きもの大園遊会 令和4年10月8日（土）

長浜きもの大園遊会は、長浜の市街地一帯を全国から集まった約1000人が
着物姿でそぞろ歩く日本一の着物イベントです。昭和59年に絹織物「浜ちり
めん」のふるさと長浜を振袖の女性で盛り上げようと始まりました。参加者に
はきものDEかるたやスイーツマルシェなど様々なまちなかイベントをご用意し
ています。

https://kitabiwako.jp/syusse/enyukai/ 要事前予約

12 滋賀県 長浜きものの集い 令和4年11月5日（土）

浜ちりめんの産地である長浜で、幅広い層の方々に着物を楽しんでいただ
けることを目指して生まれたイベントです。初めて着物を着た方が、着物が好
きになってもらえるように、また、着物が大好きな方が、もっと着物を好きに
なってもらえるように着物で１日楽しんでいただけるスペシャルな講座や講演
会等をご用意しています。

https://kitabiwako.jp/syusse/kimononotsudoi-2/ 要事前予約
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13 京都府 せいか祭り 令和4年11月20日（日）
精華町最大の祭典。けいはんな記念公園で様々なブースが並びます。KICK
でもサブカルフェスタやお茶の京都マルシェ、けいはんなプラザでも楽しいイ
ベントを開催いたします。

未定 https://seika-matsuri.jp/ 参加店舗は準備中

14 京都府 宇治川の鵜飼 令和４年7月1日（金）～9月30日（金）

夏の風物詩、宇治川の鵜飼。二人の女性鵜匠を中心に、手綱さばきも鮮や
かな匠の技を披露します。
※新型コロナウィルス感染防止対策を実施した上で開催致します。
※天ケ瀬ダム放流による増水時に中止される可能性あり。
・料金：大人2,000円　小学生1,000円
・出舟時間：19:00（7/1～8/31）、18:30（9/1～9/30）

https://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/ukai.html

15 京都府 京の七夕 in Uji　 令和４年８月４日（木）～８月１１日（木）

宇治川の塔の島や島に続くみちを灯籠や風鈴灯で照らす「灯り」の演出を行
います。灯りの中に浮かびあがる笹飾りが、幻想的な夜の七夕の世界を生
み出します。また、これに合わせて周辺の施設において、夜間のライトアップ
を実施する予定です。

16 京都府
「京から鎌倉へ 二の段 ～武士の世への
道」デジタルスタンプラリー

令和４年5月13日(金)～年9月30日(金)

「鎌倉殿の13人」に描かれる平安時代から鎌倉時代にかけて、武家政権へと
時代が変わる軌跡を追いながら楽しめる京都及び鎌倉のスタンプポイント
(GPS設定)をめぐる、デジタルスタンプラリーです。
所定のスタンプを集めるとホテルレストランのペアお食事券や宇治市・八幡
市などの特産品が当たる抽選に応募できます。

https://www.okeihan.net/recommend/kamakura-2/

17 京都府
京都西山　竹の里・乙訓　青もみじとあじさ
いの御朱印めぐり

令和４年05月14日（金）～ 07月31日（日）

京都の三方を取り囲む北山、東山、西山。
嵐山から連なる西山連峰のふもとに広がるのが、竹の里 乙訓地域です。
古くから水陸の便に恵まれ、平安京に先立つ784年には、「長岡京」の都が
置かれました。
極楽浄土が西方にあるとする仏教思想や観音信仰などにより、西山一帯に
はお寺や神社が点在し、青もみじやあじさいの名所も多くあります。
さぁ、はじめて出会う京都西山をめぐる旅に出かけてみましょう。

http://otokuni-kyoto.sakura.ne.jp/wp/?p=3813

18 京都府 鴨川納涼2022 令和4年8月6日（土）、8月7日（日）

京都の夏の風物詩として50年間の歴史を刻み、府民や観光客に定着してい
る「鴨川納涼」を、下記のとおり３年ぶりに現地開催しますので、お知らせしま
す。
河川美化・伝統産業などの普及啓発コーナーの設置や、府内市町村や各県
人会による地元産品をコロナ禍に応じた形式で販売するとともに、ステージ
イベント等を行いますので、ぜひお越しください。

https://kyoto-kamogawanouryou.jp/

19 京都府
美山フォトコンテスト2022-2023「暮らすよう
に旅をする」

令和４年4月1日（金）～令和５年3月31日(金）

豊かな自然と暮らしが織りなす日本の原風景に出会うことができる京都・美
山。
そんな美山で過ごした楽しい時間や思い出のベストショット、そこで暮らす
人々や風景をInstagramに投稿してください♪
たくさんのご応募をお待ちしています！

https://miyamanavi.com/event/instagramphotocontest2022

20 京都府 京都・西山　長岡京もみじめぐり 令和4年11月中旬～12月上旬

“花手水”発祥の寺としてあじさいや紅葉の名所でもある「柳谷観音楊谷寺」
やJR東海「そうだ京都、行こう。」で紹介された京都屈指のもみじ寺でもある
「光明寺」と樹齢170年のキリシマツツジで有名な八条ケ池を境内に含む「長
岡天満宮の錦景苑」では、この時期もみじウィークや特別入山、ライトアップ
などが実施され、晩秋の美しい紅葉が楽しめます。

http://www.nagaokakyo-kankou.jp/index.html

21 京都府 風鈴祭り（法隆寺 東光院） 令和4年7月16日(土)～8月31日(水)

風に吹かれるたびにチリンチリン。夏の風物詩として昔はどの家庭にもひと
つはあったのではないでしょうか。暑い夏でも風が吹いて風鈴がなると心もな
んだか涼しくなった気がします。
一面山に囲まれたお寺・東光院。あじさい寺として梅雨の季節は多くの参拝
者の方々で賑わいます。
山から吹き下ろした風が境内に設置された約1,000個以上の風鈴をお寺中に
響き渡らせます。市街地からすぐの立地にも関わらず、体感温度は2-3℃涼
しく感じます。夏の暑い季節、避暑地として涼みに来られてはいかがでしょう
か。写真映えも間違いありません。
期間中は600個以上のかざぐるまを見ながら風鈴の音色を満喫できます。
また、境内の東屋では、谷川の水を使った「足水」も楽しめます。

冷たい谷水を源泉かけ流しの足水と、
７００個のかざぐるまで涼を感じること
ができます♪

https://www.tambatokoin.com/
拝観料：高校生以上
300円

22 京都府
京都丹波／亀岡
夢コスモス園

令和４年１０月１日（土）～１１月３日（木・祝）

関西有数の規模を誇るコスモス園が今年もオープンします。約４.２ｈａの面積
に20品種約８００万本のコスモスが風にそよぐ姿は圧巻。よく目にするセン
セーションのほか、「イエローキャンパス」「サイケ」など珍しい品種もあり、歩
くほどに新しい発見があるでしょう。早咲きの品種もありますので、期間の初
めにもお楽しみいただけます。
ぜひ一面に広がるコスモス園にご来場ください。

園内では、丹波亀岡の味覚が一堂に
集結する「丹波味わい市」や亀岡土産
が購入できる「かめまるマート」が出店
しております。

http://yume-cosmos.com/
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