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金 剛 葛 城 自 然 歩 道（屯鶴峯〜二上山〜大和葛城山〜金剛山〜岩湧山〜槇尾山 ）

ダイヤモンドトレール関係市町村内の地域イベント情報
【平成３０年４月〜平成３０年６月】
ダイヤモンドトレール活性化実行委員会
（河内長野市、和泉市、太子町、河南町、千早赤阪村、五條市、
御所市、香芝市、葛城市、橋本市、奈良県、和歌山県、大阪府）

ダイヤモンドトレールは屯鶴峯から槇尾山まで全長約 45km の金剛葛城山系を縦走する自然歩道です。
ダイヤモンドトレールの周辺市町村・府県では、ダイヤモンドトレール活性化実行委員会を立ち上げ、情報提供を行っています。
ダイヤモドトレール周辺では、様々なイベントが開催されています。ダイヤモンドトレールを利用の際には、ぜひ地域イベントにもご参加下さい。
今回は、平成３０年４月から６月までの地域イベント情報です。季節の花や伝統行事などを中心に各地で盛りだくさんのイベントが開催されます。
エリア

時

期

イベント名

場

所

最寄駅等

河内長野市

5 月 13 日（日）

第２６回
河内長野市赤峰
河内長野市民ま 市民広場
つり
（小山田町 379-1）

南海高野線：河内長野駅、
三日市町駅、千代田駅の
各駅から無料シャトルバス
を運行予定

6 月 2 日（土）

モックルウォー 南海高野線三日市
ク
町駅から南海高野
線・近鉄長野線河
内長野駅まで

南海高野線 三日市町駅
（※スタート集合場所）

概

要

河内長野市民まつりでは、食べ物販売や展示
啓発等の模擬店、自然環境を活かした冒険ア
トラクション、ダンスや舞踊等のステージプロ
グラム、ミニ SL や変わり種自転車などのグラ
ウンドプログラム等を実施します。
河内長野市と河内長野ライオンズクラブ共催
でウォーキングイベントを開催します。ゴール
ではガラガラ抽選会も行います。

お問合せ窓口
河内長野市民まつり事務局
（河内長野市自治協働課内）
☎0721-53-1111

河内長野市産業観光課
☎0721-53-1111

4 月 1 日（日）〜 黒鳥山公園の桜

和泉市

ＪＲ阪和線 和泉府中駅 黒鳥山公園には桜が約 760 本植樹されてお 和泉市公共施設管理公社 まなびのプラ

15 日（日）

黒鳥山公園

からコミュニティバス（め り、毎年多くの人が訪れます。また、夜にはラ ザ緑化センター

（黒鳥町 4-531-1）

ぐ〜る）「山荘」下車、徒 イトアップされ、ぼんぼりが公園内を照らすな ☎0725-51-2340

まつり

歩5 分

ど、夜桜も楽しめます。

http://www.izumi-park.jp/

特別陳列

和泉市

泉北高速鉄道 和泉中央 中国・南宋時代につくられ、天皇家や徳川将軍 和泉市久保惣記念美術館

5 月 27 日（日）

「所蔵名品撰

久保惣記念美術

駅から南海バス「美術館 家に伝来した「青磁鳳凰耳花生 銘万声」（国 ☎0725-54-0001

―久保惣コレク

館

前」下車すぐ

和

4 月 7 日（土）〜

ションの絵巻―」 （内田町 3-6-12）

宝）や江戸時代の剣豪・宮本武蔵が描いた水 http://www.ikm-art.jp/
墨画の「枯木鳴鵙図」（重要文化財、展示期間：
5月2日〜27日）など、当館の所蔵品を代表す

泉

る作品もご覧いただける絶好の機会です。

市

4 月初旬頃〜

和泉リサイクル

4 月下旬

環境公園の芝桜 環境公園
まつり

和泉リサイクル
（納花町 407-15）

泉北高速鉄道 和泉中央 公園のシンボルのフェニックスの木の下の芝 公園管理事務所
駅から南海バス「納花」下 桜、ピンクの色がとても鮮やかで満開時期は、 ☎0725-55-6969
車、徒歩約 15 分

まるでピンクのじゅうたんのように見えます。 http://www.dinsgr.co.jp/rcpark/index.h
開花時期が短いのでご注意ください。

6 月 10 日（日）

tml

いずみワール

エコール・いずみ

泉北高速鉄道 和泉中央 市内外の外国人市民等による歌や踊りなどの いずみワールド・フェスティバル実行委員

ド・フェスティバ

アムゼ広場

駅下車、徒歩 2 分

ル

（いぶき野5-1-11）

パフォーマンスが行われ、世界各地の料理屋 会
台や物品販売・展示などが行われます。

☎0725-41-1551(市代表)

世界各地の出身者と交流し、いろいろな国や http://blog.goo.ne.jp/iwf
地域の文化に触れていただけるチャンスで
す。

五 條 市

4 月 29 日

川開きフェスタ

吉野川大川橋上

（日・昭和の日）

２０１８

流河川敷

イベントとして吉野川に生息する生き物の展示 ☎0747-22-4001

（五條1 丁目周辺）

や模擬店などの出店を行います。

5 月上旬〜5 月 葛城高原自然つ 大和葛城山上
中旬（例年）

つじ園

くじら

（櫛羅）

JR 和歌山線 五条駅

五條市を流れる吉野川。ふる里の川を親しむ 五條市企業観光戦略課

近鉄御所線 御所駅〜奈 春のつつじシーズン（例年 5 月上旬〜中旬）に 葛城高原ロッジ
良交通バス〜葛城山ロ なると葛城山上（標高 959m）の葛城高原自然 ☎0745-62-5083
ープウェイ

つつじ園には毎年数十万人の登山客が訪れ http://www.katsuragikogen.co.jp/
ます。春空の下、一目百万本とも称される自然
群生のつつじが山肌一面に咲き広がり紅く染
まる淡紅絵巻は正に圧巻の景色です。

御

5 月3日

船宿寺 花まつ 船宿寺（せんしゅく 近鉄御所線 御所駅〜奈 関西花の寺 25 ヶ所・第 22 番札所「船宿寺」の 船宿寺

（木・憲法記念日） り（花法要・紫燈 じ）

所

護摩供養）

い う か

（五百家484）

良交通バス〜「船路」下 花まつり（花法要・紫燈護摩供養）は、お釈迦さ ☎0745-66-0036
車。徒歩約 10 分

まの生誕を祝い、僧侶と山伏によるお練りで道

市

中散華し本堂で花供養法要、そして柴燈大護
摩供養が営まれます。
5 月5日

野口神社 蛇綱 野口神社
さらぎ

（土・こどもの日） 曳き（汁かけ祭 （蛇穴540）

り）

近鉄御所線 御所駅

御所市の指定文化財に指定されている「野口 御所市観光協会

JR 和歌山線 御所駅

神社の蛇綱曳き」。藁で作られる蛇綱（体長約 ☎0745-62-3346

徒歩約 15 分

14m）が完成すると拝殿で祈祷し、蛇綱にワカ http://www.city.gose.nara.jp/kankou/
メのみそ汁や御神酒を振りかけます。正午に
なると蛇綱が出発し地区内を曳き回して各家
の邪気払いに。夕方境内に戻り鳥居脇にある
蛇塚の上でトグロに巻き納められます。

エリア

時

期

イベント名

場

所

最寄駅等

香芝市

香芝市／葛城市／太子町

二上山
岳（だけ）のぼり

近鉄南大阪線 二上山駅

受付場所：
上ノ池横登山口
受付開始：午前 10 時

4 月 23 日（月）

なりますのでご
注意下さい。

☎0745-44-3312

国三十三所名所図会」という書物にも記されて
います。山頂でごちそうを食べて新緑を楽しむ
行事でしたが、現在は二上山美化促進協議会
（香芝市、葛城市、太子町）主催の美化促進運

葛城市商工観光課
☎0745-48-2811
http://www.city.katsuragi.nara.jp/

近鉄南大阪線 上ノ太子 動と重なり、清掃登山の目的も含み登るように 太子町地域整備課
☎0721-98-5523
受付場所：二上山万 駅
なりました。
葉の森岩屋登山口
受付開始：午前 11 時

當麻寺（たいまでら）・

〜5月15日（火） ぼたん祭り

石光寺（せっこうじ）
（當麻 1263、染野

葛 城 市

387）
當麻寺練供養

「岳のぼり」は毎年4月23日に、二上山へ登る 香芝市商工振興課

太子町

4 月 15 日（日） 葛城市

5 月 14 日（月）

お問合せ窓口

その歴史は古く、江戸時代に出版された「西

※受付場所、受 受付場所：大池
口駅
付開始時刻は各 受付開始：午前 10 時
市町によって異

要

年中行事です。

近鉄南大阪線 二上神社

葛城市

概

参加者には景品が当たるお楽しみ抽選会もあ
ります。
當麻寺：近鉄南大阪線
当麻寺駅から徒歩約 15
分
石光寺：近鉄南大阪線
二上神社口駅から徒歩約
15 分

當麻寺・石光寺には何千本もの牡丹があり、こ 葛城市観光協会（葛城市商工観光課内）
の牡丹の開花時期に當麻寺参道および石光 ☎0745-48-2811
寺周辺にぼんぼりを設置し、祭の雰囲気を演 http://www.city.katsuragi.nara.jp/
出します。期間中にはいろいろな催しが実施さ
れます。

近鉄南大阪線 当麻寺駅 5 月 14 日は、中将姫の命日。

當麻寺

（聖衆来迎練供 （當麻 1263）

から徒歩約 15 分

養会式）

葛城市商工観光課

中将姫は當麻曼陀羅を織り上げた後、29 歳で ☎0745-48-2811
http://www.city.katsuragi.nara.jp/

生身のまま極楽浄土へ往生されました。
その様相をそのまま現したものが練供養で
す。

4 月 8 日（日）

平成３０年橋本 高野口公園

ＪＲ和歌山線 高野口駅 約500本の桜の木が植えられた公園内で開催 橋本市シティセールス推進課

市高野口公園桜 （高野口町名倉）

から徒歩約 5 分

まつり

される祭りです。地元団体によるダンス・演奏 ☎0736-33-6106
や太鼓の他、餅まきや特産品などの販売を行
っています。

橋本市

4 月下旬〜5 月 子安地蔵寺

藤の花

上旬

子安地蔵寺

南海高野線 御幸辻駅か 関西花の寺25 ヶ所の第 24 番である子安地蔵 子安地蔵寺 藤の開花情報専用ダイヤル

（菖蒲谷 94）

ら徒歩約 25 分

寺には 8 品種 28 本もの藤が植わっており、時 で☎0736-34-3487
その他通常のお問い合わせ

期になると多くの人々でにぎわいます。

☎0736-32-1774
6 月 17 日（日）

恋野あじさいま 恋し野の里あじさ ＪＲ和歌山線 隅田駅から 中将姫伝説にまつわる恋し野の里あじさい園 恋野地区公民館
つり

徒歩約 40 分

い園
（恋野）

には、約 5000 株のあじさいが植えられてお ☎0736-33-2458
り、開花にあわせて「恋野あじさいまつり」が開
催されます。色とりどりの花が咲き乱れ、幻想
的な世界が広がります。

4 月 21 日（土） 太子聖燈会

太子町

※荒天の場合は

（たいししょうとうえ）

近鉄南大阪線 上ノ太子 今年で 11 回目を迎える「太子聖燈会」。聖徳太 太子聖燈会の会事務局

叡福寺・西方院
太子和みの広場

駅または、近鉄長野線 子の「和」の精神を尊び、太子町を訪れる人々 （観光・まちづくり協会内）
喜志駅から金剛バス乗 の幸せを願う 1 万燈のあかりが聖徳太子の眠 ☎0721-21-1600

22 日（日）

車。「太子前」下車

る地を彩ります。

http://www.taishi-kankou.jp/event/det

太子和みの広場では「たいし聖徳市」が開催さ

ail.cgi?id=218

れます。

河南町

4 月 1 日（日）

かなん桜まつり

白木山公園

近鉄長野線 富田林駅か 満開の桜に囲まれた白木山公園を会場に、地 河南町環境・まちづくり推進課

（さくら坂 5-5-3）

ら金剛バス「さくら坂」行 域の物産にぎわいバザールや、記念植樹等を ☎0721-93-2500
き乗車。「さくら坂 3 丁目」 実施します。

千早赤阪村

4 月 22 日（日）

金剛山山の春ま 金剛山「府民の森
つり

ちはや園地」
（大字千早）

ダイヤモンドトレールに
お出かけの際は、ホーム
ページ「大阪府／ダイヤ
モンドトレール情報」を
ご覧ください。

http://www.town.kanan.osaka.jp/

下車。徒歩約 15 分
近鉄長野線 富田林駅か 金剛山にある「府民の森 ちはや園地」でふる 千早赤阪村観光協会
ら金剛バス「千早ロープ
まい芋煮、地元特産品販売、お楽しみ抽選会 ☎0721-72-1447
ウェイ」行き終点下車
http://www.chihayaakasaka.org/
南海高野線 河内長野駅 など様々な体験イベントを開催します。
南海バス「金剛山ロープ
ウェイ」行き終点下車
金剛山ロープウェイ利用

ダイヤモンドトレール縦走石板めぐり
ダイヤモンドトレール周遊めぐり

挑戦者募集中（８月３１日まで）
ダイヤモンドトレールや
アクセスルートの通行注
意情報は、ホームページ
「大阪府／ダイヤモンド
トレール等通行注意情報」
で確認下さい。

トレール上の 17 基の石板をめぐる縦走石板めぐり、5 つのエリアのうちお好きなエリアをめぐる周遊めぐり
踏破された方には、認定証とオリジナル缶バッジをプレゼント
地域の話題は
市町村のホームページを
ご覧ください。

大阪府

さらに、先着 100 名様に、今ならモンベル製キーカラビナをプレゼント
くわしくは ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m̲index/t̲daitoresekiban.html

【ダイヤモンドトレール活性化実行委員会】
大阪・奈良・和歌山の３府県・10 市町村で、ダイヤモンドトレールとその周辺エリアの魅力発信に取組んでいます。
河内長野市、和泉市、太子町、河南町、千早赤阪村
奈良県 五條市、御所市、香芝市、葛城市
和歌山県 橋本市

ダイヤモンドトレールの詳しい情報は、大阪府ホームページ

ダイヤモンドトレール

検索

