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２９年９月～平成２９年１２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２９年９月から１２月までの地域イベント情報です。自然・伝統文化・芸術・スポーツ・グルメなど多くのジャンルで盛りだくさんのイベントが開催されます。
エリア

河
内
長
野
市

時

期

イベント名

場

所

最寄駅等

概

要

10 月 22 日（日）

第 11 回高野街道 河内長野駅⇔三日 南海高野線・近鉄長野線河 本市の貴重な観光資源となっている河内長野駅 高野街道まつり実行委員会
まつり
市町駅間
内長野駅および南海高野 前から三日市町駅間の「高野街道」で、様々なイ （河内長野市環境経済部産業観光課内）
線三日市町駅
ベントを同時開催し、多くの観光客に高野街道を ☎0721-53-1111
歩きながら楽しんでいただくイベントです。

11 月 25 日（土）
11 月 26 日（日）

第6 回文化財ライ 観心寺
南海高野線・近鉄長野線河 楠木正成ゆかりの名刹「観心寺」において、大阪 河内長野市観光協会
トアップ
（河内長野市寺元 内長野駅から南海バス
府内で最古級の国宝建造物である金堂を晩秋の （河内長野市環境経済部産業観光課内）
475）
時季にあわせライトアップします。
☎0721-53-1111

9 月 23 日（土）

いずみの国グル エコール・いずみ
泉北高速鉄道 和泉中央駅 泉州地域の飲食店が大集合！和泉市産の農産 いずみの国グルメグランプリ実行委員会
メグランプリ in 和 アムゼ広場
下車 2 分
物を使用した限定グルメを露店販売し、来場者の （和泉市 商工労働室商工推進担当内）
泉 2017
(和泉市いぶ き野
みなさまの投票と審査員の審査で栄えある「ご当 ☎0725-99-8123（直通）
5-1-11)
地グルメグランプリ」を決定します。
http://satomachi-izumi.com

10 月 14 日(土)、 第 19 回和泉弥生 エコール・いずみア 泉北高速鉄道 和泉中央駅 和泉市内の歴史や自然と触れ合いながら、観光
15 日（日）
ロマン・ツーデー ムゼ広場
下車 2 分
地を巡る２日間のウォーキングイベントです。
ウオーク
(和泉市いぶ き野
お子様からベテランの方まで楽しめる幅広いコ
5-1-11)
ーを設定しており、会場ではステージイベントを
【コース】市内一円
開催します。

和
泉
市

御

葛

10 月 15 日（日） 開館３５周年記念特 和泉市久保惣記念
～12 月3 日（日） 別展「ピカソと日本美 美術館（和泉市内
術―線描の魅力―」 田町3-6-12）

泉北高速鉄道 和泉中央駅 当館のコレクションの基礎をなす日本美術の名 和泉市久保惣記念美術館
から南海バス 美術館前
品とともに、日本全国から集めたパブロ・ピカソ作 ☎0725-54-0001
http://www.ikm-art.jp/
下車
品を展示します。

11 月 11 日（土）

槇尾山クリーンハ 和泉市 槇尾山
イク

和泉市役所もしくは、泉北 山に親しむ市民参加体験型イベント。どなたでも 和泉市林業協議会
高速鉄道 和泉中央駅から 参加しやすい山歩きツアーです。山歩きが好きな （事務局：和泉市農林課）
送迎バス
方、山歩きに興味のある方など、どなたでもご参 ☎0725-99-8125
加いただけます。

11 月 12 日（日）

ラ ン バ イ ク い ず 光明池自動車教習
みチャレンジカッ 所（和泉市和田町
プ
401-1）

泉北高速鉄道 光明池駅

2 歳から 6 歳までのこどもたち（事前エントリー） 和泉市 市長公室いずみアピール課
が、光明池自動車教習所のコースをランバイクで ☎0725-99-8101（直通）
競います。競技のほか、プロＢＭＸライダーの飯
端美樹によるＢＭＸパフォーマンス、また地元新
鮮野菜の販売なども実施します。

10 月 7 日（土）

鴨都波（ か も つ 御所市宮前町 513
ば）神社
秋季大祭宵宮

近鉄御所線 御所駅
ＪＲ和歌山線 御所駅

氏子の自治会から、約30 基のススキ提灯が葛城 御所市観光協会
公園に集まり、神社まで巡行します。その後、境 ☎0745-62-3346
内でススキ提灯の練り回しを行い、参拝します。 http://www.city.gose.nara.jp/kankou/

10 月 8 日（日）

鴨都波神社
秋季大祭

御所市宮前町 513

近鉄御所線 御所駅
ＪＲ和歌山線 御所駅

午前 10 時半に、大神輿など約 7 基が神社を出発 御所市観光協会
し、町内を巡行、午後 3 時半頃に還御します。巡 ☎0745-62-3346
行中は「鴨太鼓」演奏で祭りを盛り上げます。
http://www.city.gose.nara.jp/kankou/

11 月 12 日（日）

御所まち霜月祭

御所まち一帯

近鉄御所線 御所駅
ＪＲ和歌山線 御所駅

町屋の特別公開をはじめとし、町をあげたおもて 御所市企画政策課
なしを行います。また、山伏が近鉄御所駅から吉 ☎0745-62-3001
祥草寺にかけて練り歩きます。
http://www.city.gose.nara.jp/kankou/

9 月 24 日（日）

大阪・奈良歴史街
道リレーウォーク
（竹内街道と白鳳文
化の歴史を探る）

集合：長尾神社
いわ き
近鉄南大阪線 磐城駅
（葛城市長尾 471）
解散：ふるさと公園
(葛城市新在家 492)

日本遺産に認定された日本最古の官道、竹内街 葛城市産業観光部商工観光課
道を散策しながら往事を偲び、當麻寺への古道、 ☎0745-48-2811
大津皇子の悲劇や中将姫伝説などを探ります。 http://www.city.katsuragi.nara.jp/
コースは約8 キロ、参加料500 円【要事前申込】。

10 月 7 日（土）

けはやまつり

葛城市相撲館
「けはや座」
（葛城市當麻 83-1）

昨年度に引続き「けはやまつり」を開催します。
葛城市産業観光部商工観光課
初っ切りや女性による尻相撲大会などの開催を ☎0745-48-2811
予定しています。
http://www.city.katsuragi.nara.jp/

10 月 8 日（日）

相撲甚句の集い 葛城市相撲館
～葛城場所～
「けはや座」

近鉄南大阪線 当麻寺駅

葛城市相撲館「けはや座」において「相撲甚句の 葛城市産業観光部商工観光課
集い」が開催され、相撲甚句を披露します。
☎0745-48-2811
http://www.city.katsuragi.nara.jp/

11 月 12 日（日）

ゆめフェスタ in
葛城

近鉄南大阪線 当麻寺駅

当麻寺駅から當麻寺境内に約 130 店舗の出店が ゆめフェスタ実行委員会（葛城市商工会）
あります。境内ステージでは様々なステージイベ ☎0745-69-2480
ントなどが催され、大勢の方が訪れます。
http://www.city.katsuragi.nara.jp/

城
市

和泉弥生ロマン・ツーデウオーク実行委員
会（和泉市 商工労働室商工推進担当内）
☎0725-99-8123（直通）
http://satomachi-izumi.com

10月21 日（土）、 和泉市商工まつ 池上曽根遺跡史跡 ＪＲ阪和線 信太山駅 下車 毎年数万人が来場する和泉市の最大級のイベン 和泉市商工まつり実行委員会
22 日（日）
り
公園（和泉市池上 7 分
トです。和泉市の地場産品の販売や飲食店等の （和泉商工会議所内）
町 213-1）
ブース出展と歌謡ショーの開催などがあり、老若 ☎0725-53-0330（直通）
男女誰もが楽しめます。
http://satomachi-izumi.com

所
市

お問合せ窓口

當麻寺参道、
當麻寺境内
（葛城市當麻 1263）

た い ま でら

近鉄南大阪線 当麻寺駅
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お問合せ窓口

近鉄大阪線下田駅
ＪＲ和歌山線 香芝駅

全国から多くのよさこいチームが参加して、香芝 香芝市役所 市民協働課
市で奈良大会を開催。出演者たちが個性を活か ☎0745-44-3314
したよさこい踊りを披露。会場では地元物産や飲
食物を販売します。

近鉄大阪線 下田駅
ＪＲ和歌山線 香芝駅

相撲発祥伝承の地で秋巡業が開催されます。当 相撲発祥の地 奈良実行委員会事務局
日販売の立見席もあります。
☎0745‐77‐4329

10 月 9 日（祝）
（体育の日）

香芝よさこい祭

香

10 月 19 日（木）

秋巡業 大相撲香 香芝市総合体育館
芝場所

芝

10 月 29 日（日）

香芝ウォーク

二上駅～香芝市役 近鉄大阪線 二上駅
所（今池親水公園）

市内に残された歴史を物語るさまざまな文化財、 香芝市役所 商工振興課
自然を訪ねるウォークイベントです。
☎0745-44-3312

11 月 5 日（日）

香芝ふれあい
フェスタ

香芝市役所

近鉄大阪線 下田駅
ＪＲ和歌山線 香芝駅

市内最大の市民祭。ステージ上ではビンゴ大会 香芝市役所 市民協働課
やキャラクターショーが行われる他、ステージ以 ☎0745-44-3314
外でも地元飲食店によるグルメ大会、消防士・警
察官体験コーナー等、様々な出店があり、大人
から子どもまで楽しめるイベントです。（予定）

9 月 9 日（土）

バン ビ シ ャス奈 五條市上野町上野
良プレシーズン 公園総合体育館
ゲーム
（シダーアリーナ）

ＪＲ和歌山線 大和二見駅

五條市初開催！奈良県唯一のプロバスケットチ 五條市産業環境部企業観光戦略課
ーム バンビシャス奈良のプレシーズンゲームを ☎0747-22-4001 内 210
開催します。対戦相手は F イーグルス名古屋。
１５時開始予定。
※有料

9 月 23 日（祝）
（秋分の日）

五條市野原青空 五條市野原西
ＪＲ和歌山線 五条駅
市場
辯天宗国道西駐車場

9 月 30 日（土）

第 3 回はしもと歴 橋本市 河南エリア 南海高野線・ＪＲ和歌山線 世界遺産 高野参詣道 黒河道 を含めた河南エ
史いき い きウォ （高野参詣道 黒河 橋本駅
リアを巡る、ウォーキングイベントを開催します。
ーク
道含む）
ファミリーコース（ 7km）と スペシ ャルコース
（15km）の２つのコースを用意しています。

市

五
條
市

橋
本
市

香芝市役所

最寄駅等

橋本市経済推進部シティセールス推進課
☎0736-33-6106
http://www.city.hashimoto.lg.jp/hashimototai
kan/index.html

10 月 26 日（木） 第 45 回橋本市民 杉村公園（芝生広
～11 月 15 日 菊花展
場）
（水）

南海高野線 御幸辻駅

菊愛好家をはじめ、地元の小学校からの作品も 橋本市経済推進部シティセールス推進課
あり、丹精込めて作り上げた菊の大展覧会です。 ☎0736-33-6106

9 月16 日（土）～ 大正浪漫薫る「高 高野口駅周辺
11 月 26 日（日） 野口」周遊キャン
ペーン

ＪＲ和歌山線 高野口駅

大正浪漫薫る街並み・歴史的建造物が点在する 橋本市経済推進部シティセールス推進課
高野口駅周辺を歩いてみませんか。期間中はお ☎0736-33-6106
抹茶の振る舞いや再織（さいおり）体験など様々
な体験プログラムをご用意しています。

11 月 19 日（日）

高野参詣道「黒河 橋本市
道」トレッキング
九度山町
高野町

南海高野線・ＪＲ和歌山線 世界遺産高野参詣道「黒河道」を歩きます。やど 高野参詣道黒河道トレッキング実行委員会
橋本駅
り温泉での入浴付きのやどり温泉コース（一般 （橋本市経済推進部シティセールス推進課）
向）、江戸時代に行われていた雑事のぼりを再現 ☎0736-33-6106
した雑事のぼりコース（健脚向）の２コースです。

10 月 21 日（土）

竹内街道灯路祭 太子町春日・山田
り
地区内

近鉄南大阪線 上ノ太子駅

日本遺産に認定された竹内街道沿いに立ち並ぶ 竹内街道にぎわいづくり協議会事務局
伊勢灯篭や地蔵堂。往来文化がもたらした、にぎ （太子町観光・まちづくり協会）
わいと風情あるたたずまいを継承すべく「再発見 ☎0721-21-1600
と地域の魅力づくり」をテーマに街道を灯ろうで浮
かび上がらせ、時代行列や古民家コンサート、軒
下ギャラリーなど、盛りだくさんの地域住民手づく
りイベントを実施します。

11 月 11 日（土）

二上山クリーンハ 二上山万葉の森
イキング

近鉄南大阪線 上ノ太子駅

おおさか「山の日」に山地美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの一環と 太子町まちづくり推進部地域整備課
して二上山クリーンハイキングを開催します。
☎0721-98-5523
参加者には清掃グッズの配布とお楽しみ抽選会
に参加いただけます。

太
子
町

10 月第 3 土・日 一須賀神社
曜日
だんじり祭り

河
南
町

会場内で新鮮野菜や果物、市内の物産品、食べ 五條市産業環境部企業観光戦略課
物、工芸品を販売いたします。
☎0747-22-4001 内 210

11 月 11 日（土）

一須賀神社
近鉄長野線 富田林駅
周辺 6 地区のだんじりが一須賀神社に宮入りし、
（ 河 南 町 一 須 賀 金剛バス東山行「一須賀」 一同に集まります。
628）
下車
天正 17 年（1589 年）石川郡代官伊藤加賀守秀盛
が奉納した湯釜が宝蔵されています。

大奈ミックコンサ 葛城山山頂付近
ート 2017

河南町 まち創造部 環境・まちづくり推進課
☎0721-93-2500 内）280、281、282
http://www.town.kanan.osaka.jp/sansaku/13
95216725607.html

・近鉄長野線 富田林駅下車 御所市と共催。

河南町 総務部 総務課
→金剛バス 葛城登山口
葛城山山頂付近一面に広がるススキの中で、町 ☎0721-93-2500 内）230、231、232
・近鉄御所線 近鉄御所駅下 立中学校吹奏楽部などのコンサートを実施。
車→奈良交通バス 葛城ロー 豪華賞品が当たる抽選会も行われます。
プウェイ前

10 月 21 日（土）

千
早
赤
阪
村

11 月 11 日（土） 金剛山（こごせ） 千早赤阪村立中学 近鉄長野線 富田林駅か
（予備日：
の里 棚田夢灯り 校
ら金剛バス「千早赤坂村立
11 月 12 日（日）） ＆収穫祭 2017
（千早赤阪村大字 中学校前」下車
東阪２５）
10 月 21 日（土）

主
催
行
事

建水分神社（たけ 建水分神社
近鉄長野線 富田林駅か 五穀豊穣を祝い、神輿と地車（だんじり）が村内を 千早赤阪村観光協会
みくまりじんじゃ） （千早赤阪村大字 ら金剛バス「水分」下車
練り歩き、千早赤阪村だけでなく、近隣の河南町 ☎0721-72-1447
秋祭
水分３５７）
や富田林市からも地車が御旅所に集まり、約 20 http://www.chihayaakasaka.org/
台が宮入りします。

二上山ダイトレ・ 香芝市～どんづる
ウォーク２０１７
峯～二上山～太子
町

下赤阪の棚田に約 3,000 個の灯ろうを並べる「棚 千早赤阪村観光協会
田夢灯り」と、村の農産物や農産物加工品などを ☎0721-72-1447
直売する「収穫祭」を一つにしたイベントです。例 http://www.chihayaakasaka.org/
年約 4,000 人が来場されています。

集合：近鉄大阪線 二上駅 恒例のダイトレ・ウォーク。二上駅をスタートし、 大阪府南河内農と緑の総合事務所
解散：道の駅「近つ飛鳥の 相撲ゆかりの道を通ってどんづる峯から二上山 地域政策室 ☎0721-25-1131 内 272
里・太子」
雌岳、万葉の森を通って道の駅がゴールの約 http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm
10km の健脚向コース。【事前申込・参加費必要】 /m_index/index.html

