
平成３０年８月１７日 

 

                        歴史街道推進協議会 

近畿日本鉄道株式会社 

南海電気鉄道株式会社 

阪急電鉄株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

京阪電気鉄道株式会社  

 

                             

関西５私鉄沿線、あの町この町スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅 

 を平成 30年 9月 14日（金）～12月 16日（日）に実施いたします。 

 

関西５私鉄 （近鉄・南海・阪急・阪神・京阪）と歴史街道推進協議会は連携し、伊勢～飛鳥～奈良～京都

～大阪～神戸と難波～堺～和歌山を結ぶ各沿線の歴史街道をテーマにした５私鉄・グループ沿線の旧街道に残

る歴史的・文化的資源に着目し、各社沿線の魅力を発信するため、楽しみながら歴史文化に親しんでいただき

たいとの思いから実施するものです。 

スタンプラリー「あの町！この町！スタンプラリー」を9月14日（金）から12月16日（日）まで、沿線ウォ

ークイベント「あの町！この町！ウォーク」を9月22日（土）から12月9日（日）まで実施します。 

記 

 実施概要 

（１）あの町この町スタンプラリー 

   ５私鉄沿線２０市町村おすすめのスポット２０カ所にオリジナルスタンプを設置いたします。参加者は期

間中に自由に巡っていただき、希望賞品の応募定数分のスタンプを集めて応募していただくと５私鉄鉄道

グッズなどが抽選で１６５名様に当たります。 

主  催：歴史街道推進協議会、近畿日本鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社 

 協  力：近鉄編～天理大学附属天理参考館、五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）、古市駅前観光案内所 

           愛宕神社（忍者神社） 

       南海編～さかい利晶の杜、岸和田市観光振興協会、 

泉佐野市立レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの、一般社団法人和歌山市観光協会 

       阪急編～高槻市立しろあと歴史館、箕面市立菅野三平記念館、伊丹市立博物館、大山崎町歴史資料館 

       阪神編～尼信会館、西宮市立郷土資料館、公益財団法人兵庫県園芸・公園協会、新開地・喜楽館 

       京阪編～難宗寺、市立枚方宿鍵屋資料館、八幡市立松花堂庭園・美術館、寺田屋 

実施期間：平成３０年９月１４日（金）から１２月１６日（日）まで 

 

 【各社 スタンプポイント （  ）は各施設の最寄り駅】 

近 鉄 天理市  

天理大学附属天理参考館 

（天理駅） 

城陽市 

五里ごり館 

城陽市歴史民俗資料館（寺田駅） 

羽曳野市 

古市駅前観光案内所 

（古市駅） 

伊賀市 

愛宕神社・（忍者神社） 

（伊賀鉄道 茅町駅） 

南 海 

 

堺市 

さかい利晶の杜 

（堺東駅・堺駅） 

 

岸和田市 

岸和田城 

（岸和田駅・蛸地蔵駅） 

 

泉佐野市 

レイクアルスタープラザ・ 

カワサキ歴史館いずみさの 

（泉佐野駅） 

和歌山市 

わかやま歴史館 

（和歌山市駅） 

 



阪 急 高槻市 

高槻市立しろあと歴史館 

（高槻市駅） 

箕面市 

箕面市立菅野三平記念館 

（箕面駅） 

伊丹市 

伊丹市立博物館 

（伊丹駅） 

大山崎町 

大山崎町歴史資料館 

（大山崎駅） 

阪 神 尼崎市 

尼信会館 

（尼崎駅） 

西宮市 

西宮市立郷土資料館 

（香櫨園駅） 

明石市 

明石公園サービスセンター 

（山陽電鉄 明石駅） 

神戸市 

新開地・喜楽館 

（神戸高速 新開地駅） 

京 阪 守口市 

難宗寺 

（守口市駅） 

枚方市 

市立枚方宿鍵屋資料館 

（枚方市駅） 

八幡市 

八幡市立松花堂庭園・美術館

（樟葉駅・八幡市駅） 

京都市伏見区 

寺田屋 

（中書島駅） 

◆スタンプラリー台紙の入手方法 

９月１４日（金）より各社の主要駅、歴史街道ｉセンター等で配架または歴史街道ホームページの 

特設情報サイト（http://www.rekishikaido.gr.jp/）から入手いただけます。 

 ◆応募方法 

    スタンプラリー台紙に所定のスタンプを押印していただき、必要事項を記入のうえ、パンフレットや 

特設情報サイト記載の住所へ台紙を郵送していただきます。 

 ◆賞品 

集めたスタンプの数により、スタンプ５個賞（２０個）、スタンプ１０個賞（１０個）、スタンプ１５ 

個賞（３個）を各社毎に設定しています。 

抽選で１６５名様に鉄道グッズを基本とした賞品をプレゼントいたします。 

 

 賞品名 賞 品 内 容 

近 鉄 スタンプ 15個賞 B トレインショーティー近鉄 26000 系さくらライナー2 種類+観光特急「しまかぜ」運転開始 5 周

年記念おぼろハンドタオル+観光特急「しまかぜ」運転開始 5周年記念プラカップ 

スタンプ 10個賞 Bトレインショーティー アーバンライナーnext 

スタンプ 5個賞 観光特急「しまかぜ」運転開始 5周年記念パスケース 

南 海 

 

スタンプ 15個賞 お楽しみ袋（南海グッズの福袋） 

プラレールラピート、ラピート型動くクロック、鉄コレ「泉北 3000系」2両セット等 

スタンプ 10個賞 「めでたいでんしゃ」めでたいさいふ（2個）+「めでたいでんしゃ」オリジナルガーゼタオル 

（1枚） 

スタンプ 5個賞 ダイヤグラムマグカップ+ダイヤグラムマウスパッド 

阪 急 スタンプ 15個賞 阪急電車レザーキーケース 

スタンプ 10個賞 走れ‼目覚まし時計 阪急 1000系 

スタンプ 5個賞 Hankyu Denshaマスキングテープ&クリアファイルセット（マスキングテープ 2種+クリアファイル） 

阪 神 スタンプ 15個賞 プラレール阪神電車 5700系+テクテク電車阪神 8000系+鉄ペン阪神 5700系ブルーリボン ver． 

スタンプ 10個賞 プラレール阪神電車 8000系 

スタンプ 5個賞 走る！鉄ぐるみ 阪神 5700系 

京 阪 スタンプ 15個賞 枚方特産品詰合せ 

スタンプ 10個賞 プラレール「京阪電車 8000系プレミアムカー」 

スタンプ 5個賞 パスケース［京阪電車 8000系］ 

 

 

http://www.rekishikaido.gr.jp/


（２）あの町この町ウォーク 

 ５私鉄沿線２１市町村が歴史街道をテーマにしたお勧めウォークコースを、各スポットの市町村がスタンプ 

ラリー期間中に開催日を設定してご案内します。 

主  催：歴史街道推進協議会、近畿日本鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社 

    協  力：近鉄編～城陽市商工観光課、天理市観光協会、羽曳野市観光協会、伊賀流忍者観光推進協議会 

  （共 催）  南海編～ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会、岸和田市魅力創造部観光課、 

            泉佐野市立レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの、一般社団法人和歌山市観光協会 

             阪急編～箕面市郷土資料館、伊丹市立博物館、高槻市文化財課、大山崎町歴史資料館 

        阪神編～一般社団法人明石観光協会、新開地まちづくりＮＰＯ、西宮市立郷土資料館、尼崎市立文化財収蔵庫 

        京阪編～守口門真歴史街道推進協議会、公益財団法人京都府公園公社伏見港公園管理事務所、 

一般社団法人八幡市観光協会、特定非営利活動法人枚方文化観光協会 

  実施期間：平成３０年９月２２日（土）から１２月９日（日）まで 

【各社 沿線ウォーク（あの町この町ウォーク）】 

近 鉄 城陽市編 10月 19日（金） 

「古代の遺跡が集積する 

城陽を歩く」 

天理市編 10月 20日（土） 

「石上神宮と布留遺跡」 

羽曳野市編 10月 21日（日） 

「世界文化遺産登録を目指す 

『古市古墳群の大王墓』めぐる」 

伊賀市編 11月 11日（日） 

名張市編 12月 2日（日） 

「天正伊賀の乱史跡を巡る」 

南 海 

 

堺市編  10月 14日（日） 

「海の玄関口から一等三角

点のある最低山を巡る」 

泉佐野市編 11月 4日（日） 

「商業の港町泉佐野を巡る」  

岸和田市編 11月 17日（土） 

「情緒溢れるディープな岸和田

を巡る」 

和歌山市編 11月 23日（金・祝） 

「吉宗公ゆかりの地めぐり」 

阪 急 大山崎町編 10月 6日（土） 

「幕末維新期の西国街道と

大山崎を歩く」 

箕面市編 10月 27日（土） 

「西国街道の文化財散歩」 

伊丹市編  11月 10日（土） 

「街道を歩く会～伊丹市内の西

国街道と有馬道を歩く」 

高槻市編  12月 1日（土） 

「高槻城下町と高山右近を歩く」 

阪 神 尼崎市編 9月 22日（土） 

「歴史ウォーク 富松城 

から尼崎城まで」 

明石市編 10月 28日（日） 

「城のまち時のまち明石」 

神戸市編  11月 14日（水） 

「Ｂ面の神戸新開地・喜楽館 

ツアー」 

西宮市編  11月 18日（日） 

「西宮・芦屋の文化財をめぐる」 

京 阪 

 

守口市編 9月 29日（土） 

「東海道五十七次守口宿 

（歴史文化溢れるまち）」 

 

京都市伏見区編  

10月 28日（日） 

親子でウォーク！「伏見の

『水の不思議』に迫る！」 

 

八幡市編  12月 6日（木） 

「旧街道沿いの非公開社寺を 

めぐる半日旅」 

 

枚方市編  12月 9日（日） 

「枚方宿の歴史と賑わいを楽 

しむ」 

 

   ◆応募人数：1ウォーク概ね５０名前後を応募します。 

   ※詳細については別紙参照 

 

 



織田軍と伊賀衆が戦った第二次天正伊賀の乱の最終決戦地などをたどり、ゆかりのある伊賀・名張の旧跡や寺社を
めぐっていただきます。伊賀流忍者観光推進協議会がご案内いたします。
参加費：伊賀市編５００円・名張市編５００円
定員：伊賀市編５０名・名張市編５０名（先着定員になり次第締切）
伊賀市編 ウォーク：約９ｋｍ 上野市駅～平楽寺跡（伊賀上野城）～鍵屋の辻～比自山城跡～西蓮寺～愛宕神社
（忍者神社）～松本院～上野市駅 １３時頃解散
名張市編 ウォーク：約９ｋｍ
赤目口駅～極楽寺～道観塚～勝手神社空柏原城跡～地蔵院～名張駅 １２時４５分解散
問い合わせ： 伊賀流忍者観光推進協議会（伊賀市観光戦略課） ℡ 0595-22-9670 （平日8時30分～17時15分）
申込： 申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、FAX・Eメールで受け付け
FAX  0595-22-9695     E-mail kankou@city.iga.lg.jp １０月１日（月）受付開始 １０月３１日（水）締切

白鳥伝説に彩られた歴史と文化が交差する街、羽曳野。世界文化遺産国内推薦された古市古墳群等の魅力や
その歴史を聞いて、見て、感じてください。 羽曳野まち歩きガイドの会がご案内いたします。
参加費：各２００円（午前・午後通し200円）定員：各４０名（先着定員になり次第締切）
ウォーク：約 午前、午後ともに４ｋｍ （午前午後両方参加可能）
（午前）古市駅～日本武尊白鳥陵古墳～峯ヶ塚古墳～翠鳥園遺跡～墓山古墳～１２時３０分 古市駅解散
（午後）古市駅～白鳥神社～誉田八幡宮～応神天皇陵古墳～大鳥塚古墳～古室山古墳～中津山古墳～

道明寺天満宮～ 16時00分道明寺駅解散
問い合わせ： 羽曳野市観光協会事務局（羽曳野市観光課内） ℡ 072-958-1111  FAX 072-950-2055
申込： 申込者氏名・住所電話番号を明記のうえ、電話・FAX・Ｅメールで受け付け （平日9時～17時30分）
℡ 072-958-1111  FAX 072-950-2055 E-mail  kankou@city.habikino.lg.jp
※件名に「あの町この町ウォーク申込」と入力してください。 １０月１２日（金）必着

史実に現れる日本最古の道「山の辺の道」沿いに鎮座する日本最古の神宮とされる「石上神宮（いそのかみ
じんぐう）」は、古代古豪：物部氏とゆかりが深く、そこに広がっていた集落は、現在は「布留遺跡」と呼
ばれています。普段、あまり耳にする事のない石上神宮神職と天理参考館学芸員の説明を現地でお楽しみ下
さい。参加費：５００円 定員：50名（先着定員になり次第締切）ウォーク：約３．５ｋｍ＋解散場所から天理駅約１．５ｋｍ
近鉄天理駅～石上神宮～布留遺跡・天理大学附属天理参考館 12時30分解散
問い合わせ： 天理市観光協会事務局（天理市産業振興課内） ℡0743-63-1001（平日８：３０～17時15分）
申込： ＱＲコードからアクセスし、入力フォームよりお申込み、または往復ハガキに
イベント名（関西５私鉄あの町この町スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅2018 10/20 天理編）と
名前、ふりがな、住所、連絡先、参加人数、参加者氏名、メールアドレスを記入の上、応募して下さい。
〒632-8555奈良県天理市川原城町605 天理市観光協会事務局 受付９月３日（月）～１０月１２日（金）

大阪・奈良・京都・三重に跨る近鉄沿線には「山の辺の道」「竹内街道」「伊勢街道」等、

歴史・文化の源となる街道や古道周辺には魅力ある地域資源が集積しています。

文化遺産が犇めく大阪～奈良～京都と京・大和文化の影響を強く受けながらも独自の文化を醸成している

伊賀地域等、スタンプラリーが開催される地域での魅力を堪能していただくウォークを実施いたします。

大和に近接した古代城陽の地は、北陸道や山陽道、山陰道へ至る重要な地域です。
今日に残る古墳や廃寺跡、役所跡などの遺跡を巡ります。城陽市観光案内ボランティアクラブがご案内いたします。
ウォーク：約６ｋｍ平井神社前～平川廃寺跡～久津川車塚古墳～丸塚古墳～芝ヶ原古墳～正道官衙遺跡～久世廃寺
跡～五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館） １２時３０分頃解散
※五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）入館希望の方は入館料が別途必要となります。
参加費：３００円 定員：５０名（先着定員になり次第締切）
問い合わせ： 城陽市商工観光課 ℡0774-56-4019（平日９時～１７時）
申込：申込者氏名・住所・電話番号を明記のうえ、電話またはE-mailで受け付け
城陽市商工観光課 ℡0774-56-4019（平日９時～１７時） E-mail : shoko@city.joyo.lg.jp
９月３日（月）受付開始、9月28日（金）締切

第１弾 城陽市 編 「古代の遺跡が集積する城陽を歩く」
10月１９日（金） ９時３０分 「平井神社前」集合 近鉄京都線 久津川駅下車

別 紙

第２弾 天理市 編 「石上神宮と布留遺跡」
10月２０日（土） ９時００分「近鉄天理駅前」集合

第３弾 羽曳野市 編 「世界文化遺産登録を目指す『古市古墳群の大王墓』めぐる」
１０月２１日（日） 午前の部１０時００分・午後の部12時30分 「近鉄古市駅前観光案内所」集合 近鉄南大阪線 古市駅下車

第４弾 伊賀市・名張市 共催編 「天正伊賀の乱史跡を巡る」
伊賀市編 １１月１１日（日）９時１０分「伊賀鉄道上野市駅前」集合
名張市編 12月 2日（日）９時１０分「近鉄大阪線赤目口駅前」集合

mailto:kankou@city.habikino.lg.jp

