イベントと紅葉で
秋の高雄を楽しもう!

高雄

もみじちゃん
祭り2022
2022年

11 1

火

〜30

水

場所 三尾一帯（神護寺・西明寺・高山寺）

三尾めぐり 写真コンテスト

かわらけ投げ大会

あなたのとっておきの高雄を簡単エントリー。
11/1(火)〜11/30(水)

期間

厄除けの願いをこめてかわらけを投げよう。
期間

11/5(土)・6(日)

場所

神護寺

時間

10時〜14時

川床ヨガ

ミニコンサート開催

三尾を巡り自然豊かな清滝川のせせらぎを聞きながら、
ヨガを楽しもう。

紅葉と音楽をみんなで一緒に楽しもう♪

期 間 11/1（火）

時 間 14時〜

※事前予約制

期間 11/12(土)

時間 12時〜13時

場所 高雄パークウエイ 高雄駐車場

嵐山高雄パークウエイマルシェ

謎解き×観光ガイド 鳥獣戯画と京の足跡

高雄だけでなく周辺エリアの名産品を気軽に楽しめるマルシェ!

鳥獣戯画をテーマにした謎解きイベント！
期 間 10/29
（土）〜11/30（水）

期 間 11/5（土）
・6（日）
・12（土）

そうだ 京都、行こう。ハイキング嵐山〜高雄2022
嵐山から高雄へ向かうウォーキングイベント。
期 間 11/12
（土）
・13（日）
・19（土）
・20（日）

時 間 8時30分〜15時

aRound162プロジェクト進行中！ この期間は周辺地域一帯で
イベントが盛りだくさん！
京都嵐山芸術祭

高雄の旅を満喫「鳥獣戯画きっぷ」

「京北」まるごとサイクリングツアー
（e-bike） など

高雄観光駐車場は一般車の駐車場利用が可能ですが、渋滞が予想されるので、公共交通機関をご利用ください。
●JR二条駅西口から臨時バス（直行便）を運行しますので、ぜひご利用ください。

高雄もみじちゃん祭り 2022

お問合せ

高雄保勝会 TEL. 075-871-1005

主催 高雄保勝会

詳しくは裏面 アクセスへ ▶

協力 京都市、
（公社）京都市観光協会、
JR東海、
右京・西京旅館組合

かわらけ投げ大会

三尾めぐり 写真コンテスト
期間 11/1(火)〜11/30(水)
受付場所

期間

高雄バス停付近

11/5(土)・6(日)

時間 10時〜14時

イベント期間中に三尾めぐりの風景を撮影したものを限

「かわらけ投げ」
は厄除けなどの願いを掛けて、
高い

定とした、
どなたでも参加できる写真コンテストです。お

ところから空中に素焼きの皿などを投げる遊び

撮りいただいた写真データを専用ブースで配布するエ

で、
神護寺が発祥の地とされています。
神護寺の境

ントリーQRからお申込みいただきます。イベント終了

内の一番奥にある地蔵院の展望広場から、
錦雲渓

後に、高雄保勝会で審査をさせていただき選ばれました

（清滝川の谷）
に向かって素焼きの円盤
「厄除けかわ

3名様に記念品をプレゼントいたします。あなたのとっ

らけ」
を投げ、
その滞空時間の長さを計測して記録

ておきの写真をエントリーしてみませんか?

の証明書を発行します。

川床ヨガ
期間

11/1(火)

料金・予約

時間 14時〜

場所

期間 11/12(土)

高雄錦水亭 川床

京都市右京区梅ケ畑殿畑町40

時間 12時〜13時

場所

高雄パークウエイ 高雄駐車場

1,500円
（税込）※事前ネット予約制、事前決済又は当日お支払いください

高雄錦水亭

075-861-0216

詳しくは、予約ページへ

ご予約はこちら

https://coubic.com/takaohosyoukai/642431

お問合せ

神護寺

ミニコンサート開催

※ヨガマットを借りる場合は別途300円必要（5枚程度用意しています）

申込

場所

料金 参加費無料 ※神護寺の拝観料とかわらけ代が別途必要です。

11/1
（火）
：
インストラクター MEgU
「心地よく生きるためのヨガ」

嵐山高雄パークウエイマルシェ
期間 11/5
（土）
・6（日）
・12
（土）
運営管理

時間 11時〜16時

近畿街おこし実行委員会 三尾マルシェ事務局

場所

さまざまな名産品やハンドメイド作品が並ぶマルシェイベント
です！高雄だけでなく、
周辺エリアを含む名産品やハンドメイド

初心者の方が「ヨガを好きになる」プロ

のアクセサリーや雑貨、
お洋服、
ペット雑貨など、
作家さんのこだ

グラムで、はじめてヨガをする方でも安

わりの詰まった手作り作品が並びます。
販売以外にも、
アート作品

心して受けていただくことができます。

のワークショップなどもお楽しみいただけます！キッチンカー

高雄の美しい自然に心と体を委ねて、心

によるできたてのグルメやスイーツもご用意しております♬

地よく生きるためのヨガを体感してく

※嵐山高雄パークウエイ通行料有料
（マルシェ利用者には施設利用等の特典有※先着制）

ださい。

そうだ 京都、
行こう。
ハイキング嵐山〜高雄2022

謎解き×観光ガイド
鳥獣戯画と京の足跡
期間 10/29
（土）
〜11/30
（水）

高雄大駐車場

問い合わせ先 075-203-2941
（株式会社リベント内）

予約 不要

謎解きの途中で立ち寄る各スポットの

料金 無料 拝観料等はお客様ご自身でのご負担となります。

三尾の名刹のひとつ、高山寺。お寺に伝わる絵巻物「鳥獣人物戯画」は、諸説あるものの作者

期間 11/12
（土）
・13
（日）
・19
（土）
・20
（日）
予約

不要

料金

時間

8時30分〜15時

無料（現地までの交通費や社寺に立ち寄る場合の拝観料等は別途必要です。）

は不明です。そんな“謎多き国宝”に描かれるウサギやカエルなどのキャラクターたちとと

嵐山・嵯峨野から高雄へ、
自然豊かな清滝川沿いを歩いてみませんか。

もに、三尾を中心とした3エリアで「体験型謎解きイベント」を開催！ 高雄へアクセスしや

JR
「嵯峨嵐山駅」
でハイキングマップを手に入れたら、
名所が並ぶ嵯峨野を抜け、
清滝から高雄を目

すい、二条・嵐山エリアにも謎が散りばめられています。各地の歴史や観光スポットを楽し

指しましょう。
清滝川の渓谷・錦雲渓では、
せせらぎに耳を傾けながら、
色づき始めたモミジを鑑

みながら、
三尾の紅葉を巡りませんか。

賞。
気分もリフレッシュできそうな自然あふれるコースを、
皆さまのペースでお楽しみください。

①右記QRコードからゲームサイトへアクセス!

●JR山陰本線
（嵯峨野線）
「嵯峨嵐山駅」
にてコースマップをお受け取りください。

参加方法

②ゲームサイトの案内に従い、
謎を解くもしくは指定された場所へ足を運びます。
③指定された場所へ移動した場合、
移動した場所にある情報を手掛かりに謎解き。
④答えがわかったらスマートフォンにて答えを入力します。

拝受いただけます。
（拝観料および御朱印料が別途必要です。
数量限定）

⑤ゲームサイト内、
もしくは記念品受け渡し場所
（もみぢ家またはとが乃茶屋、
JR東海ツアーズ京都支店）
にて記念品をお渡しします。※数量限定

●神護寺楼門前のゴール受付で参加者限定 鳥獣戯画オリジナルタオルをお渡しします。
※数量限定
（ゴール受付時間：9:00〜15:00 ）

「Well-Being」
をテーマに、
これまでとは違った京都の観光を通じて
ココロもカラダも解放される体験をご提案

「京 北」まるごとサイクリングツアー（e-bike） 京都嵐山芸術祭
高雄の旅を満喫「鳥獣戯画きっぷ」 京都駅ビル Well Being PARK
二条駅〜高雄方面のバスが大増発！

専用HPはこちら
URL https://totteoki.kyoto.travel/around162/▲

アクセス

aRound162プロジェクト

（スタート受付時間：8:30〜12:00）
●コース上の3寺院
（二尊院・愛宕念仏寺・神護寺）
にてコースマップの提示でオリジナル御朱印を

高雄観光駐車場は一般車の駐車場利用が可能ですが、
渋滞が予想され
るので、公共交通機関をご利用ください。
●通常便…四条烏丸から市バス8号系統／京都駅から西日本JRバス
●臨時直行便…運行日は、土曜・日曜・祝日

JR西日本バス
時刻表

市バス
臨時便情報

本イベントは、
「新しい生活様式」の実践例に基づき、新型コロナウイルス感染症防止対策を図りながら開催いたします。
ご来場いただく皆さまには、次の点についてご理解・ご協力をお願いいたします。
■発熱や風邪のような症状がある場合や、妊婦、高齢者、基礎疾患のある方など、感染リスクを心配される方はご来場をお控えください。 ■「咳エチケット」にご協力をお願いいたします。 ■マスクを常
時着用していただきますようお願いいたします。 ■アルコール消毒液を各所に設置しておりますので、休憩時等のこまめな手指の消毒にご協力をお願いいたします。 ■ソーシャルディスタンスの確
保にご協力をお願いいたします。 ■会場では、スタッフ及び出店事業者等はマスク着用にて対応いたしますので、
あらかじめご了承ください。

