お茶と紅葉で
秋の高雄を楽しもう!

高雄もみじちゃん祭り
2021

場所 三尾一帯
（神護寺・西明寺・高山寺）

高雄 三尾茶旅

もみじちゃん祭り 2021

10 15 〜11 28
金

2021年

日

11 5 〜11 7
金

2021年

日

詳細は裏面へ ▶

三尾茶旅

川床ヨガ

高雄保勝会加盟店による、
お茶に纏わる飲食物の販売

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。

期間

10/15（金）〜11/28(日)

三尾めぐり 写真コンテスト

期 間 10/27(水)、
11/4(木)

11/5(金)〜11/7(日)

ひかりの京都キャンペーン竹灯籠

竹灯籠を用いた
「希望の灯り」
で神護寺をライトアップします。
期間

11/5(金)〜11/7(日)

１０月１８日〜１０月３１日

時 間 17時〜19時

※事前予約制

高雄マルシェ
（賑わい処）
地元の食材・工芸品出店ブース、休憩処

あなたのとっておきの高雄を簡単エントリー
期間

時 間 14時〜15時

期間

11/5(金)〜11/7(日)

時 間 10時〜19時

そうだ 京都、
行こう。
ハイキング

嵐山〜高雄

嵐山から紅葉スポットの高雄まで、
さわやかな清滝川沿いを歩いてみませんか。
期間

11/5(金)〜11/7(日)

場 所 嵐山〜高雄

この期間にもオープントップバスが嵐山・高雄パークウエイから栂ノ尾市営駐車場間で運行します。

※11月5日（金）〜7日（日）は、市営高雄観光駐車場にマイカーは駐車できません。
マイカーでお越しのお客様は、嵐山高雄パークウエイ（有料）に駐車してください。

●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。
（往復バス用フリー乗車券 大人800円／小児400円 二条駅西口バス乗り場にて販売）
●四条烏丸から市バスも運行しています。

aRound162プロジェクト進行中！
この期間は高雄地域でイベントが盛りだくさん！

星のソムリエ®と行く星空観賞

ゆる川床

「空海の道」散策トレッキング など

高雄もみじちゃん祭り 2021

お問合せ

時間

嵐山高雄パークウェイ臨時駐車場 始発10:00〜最終便発15:00 栂ノ尾（高雄観光市営駐車場）最終便発15:30

乗降場所 ・嵐山高雄パークウェイ ・高雄バス停
（もみじ家本館前） ・高雄観光市営駐車場
11/5(金)〜11/7(日)の3日間三尾域内で無料シャトルバスを運行！換気の良いオープントップバスで
高雄の景色を楽しみながら楽々移動しよう
※満席の際はご乗車いただけない場合もございます。

高雄保勝会 TEL. 075-871-1005

主催 高雄保勝会

※イメージ

（公社）京都市観光協会、
JR東海、
右京・西京旅館組合
協力 京都市、

三尾茶旅
10/15（金）
〜11/28(日)

場所

高雄保勝会加盟店

時 間 各店舗により異なります

保勝会では「三尾とお茶」の文化を伝える為に、加盟店でお茶に纏わる飲食物を提

期間

10/27(水)、11/4(木)

場所

高雄錦水亭 川床

申込

https://coubic.com/takaohosyoukai

料 金・予 約

供いたします。

ご予約はこちらから

期間

川床ヨガ
時 間 14時〜15時

京都市右京区梅ケ畑殿畑町40

1500円（税込） ※事前ネット予約制、事前決済
※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）

お問合せ

〜お茶と高山寺の関係〜
栂尾山高山寺には「日本最古之茶園」の碑が残り、

高雄錦水亭

075-861-0216

詳しくは、予約ページを見てください

三尾の豊かな自然を感じながらカラダとココロを癒しませんか？

今につながるお茶の栽培が始まった地とされてい

10/27（水）
：インストラクター みゆき

ます。鎌倉時代に中国から茶種を贈られた明恵上

「自分の奥底に眠っている自分を癒すヨガ」

人が栂尾山に植え、宇治その他の地にも広く移し

皆様とヨガによって一つになり、ご自身の身体との会話のサポートさせていただきます。初心者の方で

植えたとされてい ます。現在もモデル茶園として

も安心して参加いただけるプログラムとなっております。一人一人のヨガを見つけられるよう、ゆっく
り丁寧に、
そして楽しく講座を進めてまいります。

宇治の篤志家により栂尾茶園の維持管理がなされ
※写真はイメージです

ています。

11/4（木）
：インストラクター MEgU
「心地よく生きるためのヨガ」

三尾めぐり 写真コンテスト

初心者の方が「ヨガを好きになる」プログラムで、
はじめてヨガをする方でも安心して受けていただ
くことができます。高雄の美しい自然に心と体を
委ねて、心地よく生きるためのヨガを体感してく
ださい。

期間

11/5(金)〜11/7(日)

受付場所

時 間 10時〜19時

高雄バス停前（もみぢ家本館駐車場）

高雄マルシェ
（賑わい処）

イベント期間中に三尾めぐりの風景を撮
影したものを限定とした、どなたでも参
加できる写真コンテストです。お撮りい

期間 11/5(金)〜11/7(日)

ただいた写真データを「賑わい処」の受付

時間 10時〜19時

で配布するエントリーQRからお申込み

＊西陣織を加工して作られた小物の販売

いただきます。イベント終了後に、高保勝

＊ドリンク処

3名様に記念品をプレゼントいたします。

＊嵯峨野・太秦一帯で採れた野菜の販売

あなたのとっておきの写真をエントリー

＊休憩スペース

してみませんか？

＊総合案内所

ひかりの京都キャンペーン 竹灯籠
期間

11/5(金)〜11/7(日)

神護寺

※日中拝観は9：00〜16：00
（拝観料600円）

ゴール受付（神護寺山門付近）9：00〜16：00

※当日、高雄エリアが降雨時は中止になる場合あり。

嵐山・嵯峨野から高雄、自然豊かな清滝川

束」を願う 希望の灯り で、京都の街と

沿いを歩いてみませんか。JR「嵯峨嵐山

人々を照らします。この 希望の灯り が京

駅」でウォーキングMAPを手に入れたら、

都の街を盛り上げ、人々がもう一度京都へ

名所が並ぶ嵯峨野を抜け、清滝から高雄を

訪れてくれる事、京都の魅力を思い出して

目指しましょう。清滝川の渓谷・錦雲渓で

くれる事、京都に住む人々を元気づけてく
れる事を切に願っております。計8社寺で実施するライトアップイベントです。三

は、せせらぎに耳を傾けながら、色づき始めたモミジを鑑賞。気分もリフレッシュ
できそうな自然あふれるコースを、皆様のペースでお楽しみください。

尾エリアでは神護寺で実施します。

「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

ゆる川床

Snow Peakキャンプ体験

シャトルバス

※星のソムリエ®は星空案内人資格制度
運営機構が管理している商標です

URL https://totteoki.kyoto.travel/hokusei-special/

詳細はこちら

アクセス

aRound162プロジェクト

専用HPはこちら

嵐山〜高雄

嵐山〜高雄

料金・申込 参加無料（別途、拝観料は自己負担）
・不要

時間 スタート受付（嵯峨嵐山駅）8：00〜12：00

「京都が元気を取り戻す日」と「疫病の収

「空海の道」散策トレッキング

限定 11/7
（日）
13時〜15時

期間 11/5(金)〜11/7(日)

場所

星のソムリエ®と行く星空観賞

京都北山
マールブランシュの
キッチンカーが
やってくる！

そうだ 京都、行こう。ハイキング

時 間 17時〜19時
（最終受付18：30）
場所

高雄バス停前（もみぢ家本館駐車場）

飲料メーカーの協力にて飲物を販売

会で番査をさせていただき選ばれました

料金・申込 800円・不要

場所

11月5日（金）〜7日（日）は、市営高雄観光駐車
場にマイカーは駐車できません。マイカーでお
越しのお客様は、嵐山高雄パークウエイ（有料）
に駐車してください。

●京都駅からJR西日本バス
●四条烏丸から市バス8系統
★当日はJR二条駅から
時刻表詳細は
臨時バスを運行
こちら

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。

