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八坂神社

舟屋の里公園前

伊根漁協前

蛭子神社青島
A o s h i m a

伊根湾を守る自然の防波堤、
青島。海の守護神を祀る蛭子
神社があり、「神が宿る神聖
な島」として言い伝えられて
きた信仰対象の島。
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舟屋の里公園
（道の駅）

七面山駐車場
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新鮮な旬の魚が日々水揚
げされる漁港。伊根浦には
魚屋がなく、朝、合図の放
送が流れると、住民はバケ
ツ持参で漁港へ。水揚げさ
れた魚をその場で買う。誰
でも購入可。

靑竈

　この先侵入禁止

伊根湾遊覧船コース
約25分

おちゃやのかか

22台・有料
伊根浦公園
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道の駅 舟屋の里伊根
小高い丘の上にある道の駅。伊根湾の
パノラマが楽しむことができ、観光案
内所、食事処、土産売り場などがあ
る。伊根湾へ下りていく遊歩道（階段）
は、「舟屋日和」や漁港方面への近道。

かもめ

伊根郵便局前

伊根工房・
ギャラリー舟屋

3

祭の時には、各地区にある
寺や神社で太刀振りや
神楽が
奉納される

50台・有料

37台・有料
自由気ままに自転車もおすすめ

いーわーね

景色がいいところ お買い物 飲食店マークの説明

与謝荘

舟屋日和に駐車場は
ありません。

最寄りの駐車場はココ！

散歩におすすめのルート

伊根町観光交流施設
舟屋日和

おちゃやのかか
地元の人々が自分たちで作った憩い
の場であり、伊根の伝統的な漁具や
民族資料が展示されている。
※平日・冬期は休み

伊根工房・ギャラリー舟屋
舟屋を改装した陶器のギャラリー。併
設のカフェでコーヒーも飲める。
※見学料お一人500円（コーヒー代込）
火曜定休

赤灯台
地元の映画やドラマのロケ地としても
よく使われるレトロな雰囲気の赤灯台
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海福寺
約400年の歴史がある寺。映画『男は
つらいよ』のロケ地としても知られる。
寺内の金毘羅神社からの眺望はバツ
グン！

3

4

サイクリングにおすすめのルート

550m

140m

90m

【料金】1回1,000円
【営業時間】9：00～16：00
【お問い合わせ】
0772-32-0277
（伊根町観光協会）

レンタ
サイクル

walking route

cycling route

創業260年の造り酒屋。女性杜氏による
独創的なお酒が人気。古代米を使用した
赤い日本酒「伊根満開」、酒粕を使った
ロールケーキ、甘酒など、お土産に是非。

舟屋群にたたずむ入江の公園。眺めがよく、ビュースポット、
撮影スポットとして人気がある。近くにバス停や海上タクシーの
発着場、有料駐車場がある。

お
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産
に
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め
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春には、境内の大きな桜が、伊根
を訪れた人の目を楽しませてくれ
る。対岸から見える建物が奥にも
連なる景色もおすすめ。
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伊根町観光交流施設
舟屋日和

海蔵寺

伊根浦公園
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舟屋日和



guide tour

舟屋は船のガレージ。かつては草葺
きの小屋だったものが、時代の移り変
わりに伴って、瓦葺きになり、居住ス
ペースとしても使われるようになり、
少しずつ変化してきた。現在、伊根湾
沿い約5kmにわたって23 0軒ほど
の舟屋が並び建つ。

基本的に、伊根浦の町並みは山側に母屋、海側に舟屋が
ある。そして、限られた平地の隙間を埋めるように、蔵や
網干し場（空地）などがある。
道路を挟んで、母屋・舟屋・蔵などで一件のお家になって
いるので、道路を横切って建物を行き来する人の姿がよく
見られる。

海上タクシー
地元の船頭が、自分の船で伊根湾を約30分周遊案内します。海
側から舟屋や“映画・ドラマのロケ地”をご案内。

            

成洋丸（定員：18名） 0772-32-0230
ハービー（定員：11名） 0772-32-0356
碧海丸（定員：6名） 0772-32-0111
亀島丸（定員：11名）  0772-32-0585
まるいち丸（定員：11名） 0772-32-0608

伊根の体験

fest ival

伊根のお祭り

 大人2,300円・未成年1,800円・小学生未満無料
 京都府与謝郡伊根町字亀島
 朝の部 10：15～11：45（1時間30分） ※10：15集合
 昼の部 13：00～14：30（1時間30分） ※13：00集合
 0772-32-0277（伊根町観光協会）
 要予約

料  金
場  所
時  間

お問い合せ
予  約

伊根湾めぐり 遊覧船
海から見える舟屋の町並みを見
ることができます。約30分周遊の
遊覧船からは、カモメにエサをあげることもできます。

 京都府与謝郡伊根町字日出651                 0772-32-0009
 www.inewan.com/index.html
場  所 お問い合せ

H  P

漁師に教わる！
ロープワークと
ビン玉編み体験
海の仕事では必須のロー
プワークを漁師自らレクチャーします。ロープの
様々な結び方は日常生活でも役立ちますが、その
結び方の応用として、ビン玉の縄網を体験。漁師
が網の修繕作業に使う「あんばり」を使って編み
上げます。できあがったビン玉はお持ち帰りいた
だけます。

 大人3,000円（中学生以上）・小人2,500円（小学生以下）
 「舟屋日和」、「おちゃやのかか」など
 13 :30～15:00（1時間30分）
 0772-32-0277（伊根町観光協会）
 要予約

料  金
場  所
時  間
お問い合せ
予  約

伊根の魚釣り体験
伊根の舟屋群を眺めなが
ら、最高のロケーションで
の釣り体験。いろんな魚が
岸から釣れるので、手軽に楽しめる”のべ竿（一本
竿）”を使います〈※状況によりリール付のタックル
を使用〉。地元の釣りガイドが丁寧に教えてくれる
ので、初心者でも安心。保冷バッグをご用意します
ので、大物が釣れたら是非お持ち帰りください！

 大人3,000円（中学生以上）・小人1,500円（小学生）
 七面山駐車場
 昼の部 13:30～15:00（1時間30分）
 夕の部 15:30～17:00（1時間30分）
 春～11月末
 0772-32-0277（伊根町観光協会）
 要予約
［注意事項］ ※お子様だけでのご参加はご遠慮願います。
   ※期間は釣果状況により前後する場合があります。

料  金
集合場所
時  間

期  間
お問い合せ
予  約

お問い合せ

鏝絵（こてえ）
まちを歩いていると、蔵の妻部に、意匠を凝らした鏝絵
と呼ばれるレリーフが施されているのが目に留まる。鶴
亀や七福神など、さまざまな字や絵が表現されているの
で注目してみよう。

出現！カラフルな化粧地蔵
道端や路地裏で見かける地蔵。これは
子どもたちが地蔵に化粧を施す地蔵
盆の風習によるもの。子どもたちの感
性が溢れたお地蔵さまに出会うのも楽
しい。

いろんなところに石
波による浸食を防ぐため、建物
の土台や護岸、舟屋の斜路（舟
を引き上げる地面）など、あらゆ
るところに石が使われている。山
側には無骨な石積み。神社から
海へと続く参道には綺麗に整え
られた切石も見られる。

舟提灯の
灯りが

幻想的

ゆらゆらと海から眺める舟屋群

伊根祭り
別名「海の祇園祭」。海上安全、大漁、五穀豊穣
を祈願する、江戸時代から続く伝統行事。御稚児
舞、太刀振り、神楽舞などの奉納や、祭礼船での
海上渡御、夜宮など、2日間かけて執り行われる。

おべっさん（蛭子神社）
伊根浦の4地区の若者が、海の安全と豊漁を祈願して船で青
島に渡り、蛭子神社を参拝する。その後、太鼓と横笛の音に
合わせて、手漕ぎの祭礼船で競争（こばりあい）を繰り広げ
る。順位はつけず、各々の判定に任せるのが習い。

散歩途中には、伊根ならではの
見どころ、発見がいっぱい！

伊根浦の
まちなみ

7月下旬

8月20日

舟屋ガイドとめぐる、
まるごと伊根体験
舟屋ガイドが伊根の町並
みや舟屋をご案内。このツ
アーならではなのが”もんどり体験”。海底に続く
ロープを引き上げれば大きなかご”もんどり”が現
れ、中には魚やタコの姿が‼舟屋の並びにたたず
む「向井酒造」では地酒の試飲も。伊根がまるご
と詰まった人気ツアーです。

※2名から利用可

祭で使われる“祭礼船”は
「舟屋日和」で収納展示
されています。

空き地に見えるところも舟屋も私有地であり
個人のお宅です。立入や撮影には十分注意を‼

舟屋の中をご覧になりたい方は、
ガイドツアーや舟屋の店舗等をご利用ください。


