まずは京都の桜のご案内です、軽いハイキング程度のコースを２つご案内します。
まずは地下鉄烏丸線北大路駅から賀茂川沿いに上賀茂神社まで向かうコースです。

半木の道から御園橋(賀茂川沿い)

北大路駅・バスターミナルから北大路通を東へ進み北大路橋を賀茂川左岸へ渡ります。
ここから北へ上がる道を半木の道と言い紅枝垂桜がとても美しい散歩道になっています。
更に北へ進み北山通りを越えると桜はソメイヨシノになり上賀茂神社近くまで並木道が続いていきます。

上賀茂神社
上賀茂さん(上賀茂神社)として親しまれていますが、
【賀茂別雷(かもわけいかづち)神社】が正式名です。
神社のホームページには「京都で最も古い神社である」
とあるので鵜呑みにして京都一古い神社として紹介します。
境内には賀茂桜・みあれ桜・御所桜・風流桜などの桜がありますが
メインは写真の斎王桜かなぁ？などと思っています。

府立植物園
夜になったら帰り道に桜のライトアップはどうでしょうか？
今年は 3 月 25 日から 4 月 7 日まで行われます。
昼とは違うライトに浮かび上がる桜も美しいですよ。
お花見は可能ですが、お酒の持ち込みは禁止なのでご注意を…
入園料 一般 200 円 高校生 150 円 中学生以下無料

次は帷子ノ辻から嵐電に乗って御室仁和寺駅から軽く山登りをして原谷苑に向かうコースです。
山を登るのが嫌な方は金閣寺近くからの原谷苑の送迎バスや
北大路駅(めっちゃ本数が少ないですが)や立命館大学前からの
市バスⅯ１系統、原谷行きを利用して逆ルートの山下りでも行けますよ。

嵐電桜のトンネル
ここは他の 2 ヶ所と違い少し早めに咲く桜ですが
コースに入れてしまいます。
嵐電北野線の鳴滝～宇多野間の約 200ｍに桜並木が続きます。
スピードを落として運行されゆっくりと眺められます。
また今年はまだ公式発表がありませんが例年ライトアップも行
われ、車内灯を消した列車の中から夜桜見物が出来ます。

仁和寺
こちらは遅咲きで有名な仁和寺の御室桜がメインです。
樹高が低いことから「花が低い」ので鼻が低いお多福に
かけて【お多福桜】とも呼ばれます。
ここの桜は見た目もさることながら香りが立つ花で、
桜林の中に入ると桜餅のあの香りが漂ってきます。
普段は境内無料ですが、桜の時期は拝観料(大人 500 円)が
必要となるのでお気を付けください。

原谷苑
仁和寺から登ること 45 分くらいでしょうか？
原谷苑に到着です。
ここは仁和寺とはうって変わって背の高い紅枝垂桜が
楽しめる庭園です。
ここはとにかく花の量が凄い!!の一言に尽きます。
視界が真っピンクになるほどの紅枝垂れの林です。
入苑料は花の咲き具合や天候で変動するのでご注意を…

プラス１で京都駅近くの名所を１ヶ所ご紹介

六孫王神社
梅小路公園から JR 京都線を挟んで南側にある六孫王神社です。
京都駅から徒歩 15 分程度で到着です。
こじんまりとした境内ですが、清和源氏始祖の源経基を祭神とする
【源氏三神社】の一つで境内には八重桜が咲き誇ります。
桜見逃がしたぁ!!と思ったら京都水族館や鉄道博物館と一緒に
行ってみてはいかがでしょうか？

滋賀県の桜
三井寺（園城寺）の桜
滋賀県の桜の名所として知られる天台寺門州の総本山の
三井寺。
広大な境内にはソメイヨシノを中心に約 1300 本の桜が咲
き、満開時には夜間特別拝観として一体がライトアップさ
れ美しい光景が見られます。
【スポット情報】
三井寺(園城寺)
住所: 滋賀県大津市園城寺町 246
例年の見頃:4 月上旬～中旬
開園・閉園時間 8:00～17:00／3 月 29 日(金)4 月 14 日(日) 8:00～21:30
料金・入山料 大人 600 円、中高生 300 円、小学生 200 円
交通アクセス:
【電車】京阪石山坂本線三井寺駅から徒歩 10 分
JR 大津駅から京阪バス・江若バス約 10 分 三井寺下車 徒歩 7 分
【車】 名神高速大津 IC または京都東 IC から約 10 分
駐車場 350 台 大型 2000 円、中型 1500 円、自家用車 500 円

海津大崎の桜
梅津大崎の桜は日本さくら名所 100 選にもえらばれていま
す。約 800 本の華麗なソメイヨシノがびわ湖岸約 4km にわ
たり続いています。例年の見頃は 4 月中旬となり、近畿圏で
は遅咲きの桜の名所として知れられています。
梅津大崎は、琵琶湖八景「暁霧・海津大崎の岩礁」としても
知られ、びわ湖随一の岩礁と、湖の碧、遠くに臨む竹生島が
見どころで、毎年多くの花見客で賑わっています。
【スポット情報】
住所:滋賀県高島市マキノ町海津
交通アクセス:
【電車】JR マキノ駅からマキノタウンバス(国境線)海津 1 区下車すぐ
またはマキノタウンバス(マキノ高原線)海津大崎口下車、徒歩 7 分
【車】北陸自動車道木之本 IC から国道 8 号・303 号・161 号経由約 30 分
名神高速道路京都東 IC から西大津バイパス・湖西道路・国道 161 号経由約 70 分
JR マキノ駅の駐車場または臨時駐車場利用可。
ただし混雑が予想されるため公共交通機関の利用を推奨です。 ※夜桜鑑賞は不可です。

大阪の桜
大阪城公園（大阪市中央区）

大阪城を中心に広がる緑豊かな公園で桜の名所として知られています。なかで

も重要文化財に囲まれた西の丸庭園はソメイヨシノを中心に約 300 本の桜が植えられ、ライトアップ（有料）が
楽しめます。
見頃は 3 月下旬～4 月中旬

アクセス

地下鉄谷町四丁目駅、森ノ宮駅 環状線大阪城公園駅、森ノ宮駅

造幣局（大阪市北区） 造幣局では毎年 4 月中旬頃の八重桜の開花時期に、敷地内の一部で「桜の通り抜け」
が行われます。通り抜けは、明治 16 年（1883 年）に造幣局長遠藤謹助が「役人だけが花見をしてはいけない」
と一般に開放したのが始まりです。
見頃は 4 月中旬

アクセス

京阪、地下鉄天満橋駅

柴島浄水場（大阪市東淀川区）

柴島浄水場の一部が解放され、阪急京都線崇禅寺駅から淡路駅線路沿いの約

460m でソメイヨシノなど約 160 本の桜が楽しめます。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

アクセス

阪急崇禅寺駅

万博記念公園（吹田市） 万博記念公園は桜の名所としても知られ「日本さくらの名所 100 選」にも選ばれて
います。3 月の中頃からカンヒザクラやヒガンザクラが咲き始めます。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

アクセス

大阪モノレール万博記念公園駅

毛馬桜ノ宮公園（大阪市北区）

大川の毛馬洗い堰から下流の天満橋までの約 4.2km の河川敷を利用した公園

です。ソメイヨシノやヤマザクラなど約 4800 本の桜が植えられています。付近には造幣局もあります。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

アクセス

環状線桜ノ宮駅、東西線大阪城北詰駅、京阪、地下鉄天満橋駅

五月山公園（池田市） 標高約 315m の五月山を中心に広がる公園です。春にはツツジ、秋には紅葉の名所とし
ても知られています。公園内には動物園もあります。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

勝尾寺（箕面市）

アクセス

阪急池田駅

１３００年もの歴史を持ち、勝運の寺として知られる勝尾寺は桜の名所としても有名です。

勝尾寺の桜は遅咲きで、大阪市内の桜が散ったころに咲き誇ります。
見頃は 3 月下旬～5 月上旬

アクセス

北大阪急行電鉄千里中央駅から阪急バス勝尾寺下車

大仙公園（堺市堺区） 仁徳天皇陵と履中天皇陵の間に広がる公園で、「日本歴史公園 100 選」にも選ばれてい
ます。園内にはソメイヨシノやヤマザクラ、オオシマザクラなど約 1000 本の桜が植えられています。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

摂津峡公園（高槻市）

アクセス

阪和線百舌鳥駅

摂津峡公園は芥川上流に広がる摂津峡の風致公園です。摂津峡公園は桜に名所として

も知られ、公園全体には約 3000 本のソメイヨシノなどが植えられています。
見頃は 3 月下旬～4 月上旬

アクセス

JR 高槻駅から高槻市営バス 塚脇下車

