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事前申込制ですので各欄右端に記載の市区町名を確認のうえ、P4の申込先からお申込みください。一部有料のツアーもあります。

阪急沿線にお住いの方限定

神戸線
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西宮酒蔵ミニツアー 日本盛〜大関コース
4月1日〜開催日4日前まで

和田岬砲台と兵庫七福神めぐり
開催前月の１日〜開催日2週間前まで

西宮酒蔵ミニツアー 白鷹〜白鹿コース
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12/14
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集合 阪神西宮おでかけ案内所 AM 10:00

所要時間・歩行距離

定員 8名（先着）

約2時間 約3.0㎞

西宮市

※お酒の試飲は有料ですので、
各自でお支払いください。

● 5月28日(土)・6月25日(土)も開催

兵庫区❶

集合 和田神社 AM9:00

※ひょうご観光ボランティアによる案内
※和田岬砲台の見学はコロナウイルス
感染状況により中止される場合があります。

所要時間・歩行距離

定員 20名（先着）

約2.5時間 約3.5㎞ ● 6/9、7/14、9/8、10/13、11/10にも実施
集合 阪神西宮おでかけ案内所 AM 10:00

申込期間

4月1日〜開催日4日前まで

【近代兵庫】運河と鉄道を訪ねて

所要時間・歩行距離

定員 20名（先着）

※お酒の試飲は有料ですので、
各自でお支払いください。

約1.5時間 約2.0㎞ ● 6月11日(土)も開催

集合 キャナルタウン広場（神戸市立兵庫図書館西側）

AM 9:00
ルート 山陽鉄道モニュメント→明親館説明版→近代産業エリア（0系新幹線展示など）→八尾善四郎銅像→鐘紡駅ホーム跡→旋回橋→神田兵右衛門顕彰碑／和田神社
申込期間

開催前月の１日〜開催日2週間前まで

ぶらり平野

¥ 1,000円

所要時間・歩行距離

定員 15名（先着）

西宮市

兵庫区❶

※希望者には兵庫県立兵庫津
ミュージアムまで案内します。
※ひょうご観光ボランティアによる案内

約2.5時間 約4.5㎞ ● 7/28、9/22、11/24にも実施
集合 神戸文化ホール入り口前 PM12:00

兵庫区❷

ルート 平頼盛屋敷跡→平野商店街→雪見御所旧跡→ネイチャースタジオ→神戸祇園神社→湊山温泉バックヤード ※平家ゆかりの地を歩き商店街の魅力をたっぷりお見せします。
※昼食は済ませておいてください.
申込期間

開催前月の1日〜開催日1週間前まで

● 9/17、11/19にも実施

所要時間・歩行距離 約5時間 約3.0㎞ 特典：平野商店街で使用できる金券100円券を5枚進呈。

定員 10名（抽選）

集合 阪急中山観音駅 北改札口 AM 9:00

ルート 阪急中山観音駅→中山寺→夫婦岩園地→中山寺奥之院→やすらぎ広場→清荒神清澄寺

勝尾寺

4月1日〜18日

所要時間・歩行距離

ご開帳

¥ 入山料別途要

定員 20名（先着）

※山道あり・健脚向けコース

約4時間 約6.0㎞

宝塚市

● 11月25日(金)も開催
（申込期間：10月3日〜20日）

集合 阪急箕面駅前 AM 9：40

箕面市

ルート 阪急箕面駅前→滝道→政の茶屋→自然研究路4号線→勝尾寺（※入山料は自己負担）→古参道→新家大鳥居→バス停
（新家）※中級者向けコース
申込期間

4月27日〜5月15日

小浜宿が丸わかり！歴史ウォーキングコース

所要時間・歩行距離

定員 10名（抽選）

約6時間 約10.0㎞
集合 阪急売布神社駅 東改札口 AM 9:30

4月1日〜18日

所要時間・歩行距離

桜塚古墳群と原田しろあと館巡り
4月20日〜5月11日

水月公園コース

定員 20名（抽選）

集合 阪急曽根駅 改札口 AM 9：30

所要時間・歩行距離

定員 20名（抽選）

4月14日〜28日

マチカネワニの化石を見る能勢街道北コース
4月27日〜5月18日

五月山コース

約3時間 約4.0㎞

集合 阪急石橋阪大前駅 西改札口 AM 9:00

所要時間・歩行距離

定員 20名（抽選）

池田市

※当日は2班に分かれます。

¥ 800円

9月1日〜15日

寺院めぐりコース ¥ 500円

集合 阪急石橋阪大前駅 西改札口 PM 1:00

所要時間・歩行距離

定員 20名（抽選）

約3時間 約5.0㎞

豊中市

所要時間・歩行距離

定員 14名（抽選）

9月16日〜30日

西国三十三所 巡礼道コース

所要時間・歩行距離

定員 10名（抽選）

● 10月7日(金)も開催
（申込期間：9月7日〜9月28日）

集合 阪急池田駅前てるてる広場 AM 9:00

池田市

※当日は２班に分かれます。
体験料は参加費に含まれています。

約3時間 約6.0㎞
集合 阪急池田駅前てるてる広場 AM 9:00

ルート 阪急池田駅前てるてる広場→寿命寺→西光寺→高法寺→池田城跡公園→大広寺
申込期間

約3時間 約2.0㎞

池田市

※体験料は参加費に含まれています。
参加費は寿命寺宝物拝観料。

集合 阪急売布神社駅 東改札口 AM 9:30

涓泉亭

10月3日〜20日

萱野三平を訪ねて

所要時間・歩行距離

定員 20名（先着）

約3時間 約4.0㎞
集合 阪急箕面駅前 AM 9:40

ルート 阪急箕面駅→こきん墓→西国街道→涓泉亭→三平墓→バス停
（萱野三平前） ※街歩きコース
申込期間

10/1
土

10/5

11月23日〜12月11日

所要時間・歩行距離

約4時間 約9.0㎞

10/15
土

10/22
土

木

日

申込期間

11/23
水・祝

11/26
土

12/10
土

4月18日〜5月6日

現代から弥生時代へタイムスリップするコース
申込期間

4月1日〜15日

定員 20名（抽選）

むこう竹の径さんぽ

所要時間・歩行距離

集合 阪急長岡天神駅 西口 AM 9:00

約3時間 約3.5㎞

高槻市

集合 阪急高槻市駅 AM 9:00

¥ 300円

定員 30名（先着）

約4時間 約4.2㎞

向日市

集合 阪急東向日駅 西改札口 AM 9:30

ルート 阪急東向日駅→築榊講常夜燈→向日市文化資料館→桓武天皇皇后陵→竹の径
（寺戸大塚古墳）
→阪急洛西口駅
申込期間

4月14日〜5月9日

所要時間・歩行距離

決戦！光秀vs秀吉 山崎の戦いゆかりの地をめぐる ¥ 400円 定員 10名（抽選）

約3時間 約5.0㎞

集合 阪急西山天王山駅 東口 AM 9:00

ルート 阪急西山天王山駅→山崎合戦古戦場→境野一号墳→恵解山古墳→勝龍寺→勝竜寺城公園→勝龍寺城土塁・空堀跡
申込期間

5月16日〜6月3日

所要時間・歩行距離

新幹線公園コース

定員 20名（先着）

長岡京市

※限定御城印付き

約4時間 約4.5㎞

摂津市

集合 阪急摂津市駅 AM 9:30

ルート 阪急摂津市駅→条里制・流れの馬場→勝久寺→弥栄の樟→明和池公園→味舌天満宮→明善寺→木下勘兵衛の供養碑→新幹線公園→阪急摂津市駅
申込期間

9月1日〜15日

所要時間・歩行距離

桓武天皇“夢の都”めぐり ¥ 300円

定員 30名（先着）

約3.5時間 約7.0㎞

集合 阪急西向日駅 西改札口 PM 1:30

向日市

ルート 阪急西向日駅→長岡宮跡
（朝堂院跡・大極殿跡）
→向日神社→五辻常夜灯→石塔寺→中小路家住宅→桜の径→噴水公園→旧上田家住宅→阪急西向日駅
申込期間

9月1日〜26日

所要時間・歩行距離

千里山・関西大学コース

定員 30名（抽選）

約2.5時間 約3.5㎞

吹田市

集合 阪急千里山駅 改札口 AM 9:30

ルート 阪急千里山駅→千里山基督教会→千里山神社→千里山第一噴水→千里寺→千里山・佐井寺図書館→関西大学構内散策（博物館）→関西大学学食にてランチ（希望者のみ）→阪急関大前駅
申込期間

9月1日〜18日

西国街道の登録有形文化財めぐり

所要時間・歩行距離

ア
定員 10名（抽選）
¥ 400円（ボランティ
ガイド協力金）

約3時間 約5㎞

※ご希望の方には昼食の時間を設けております。
（自費）

集合 阪急西山天王山駅 東口 AM 9:00

長岡京市

ルート 阪急西山天王山駅→なかの邸（中野家住宅）→神足ふれあい町家（石田家住宅）→長岡京発見の地→一里塚→一文橋→中小路家住宅→長岡宮跡（朝堂院跡・大極殿跡）→旧上田家住宅→阪急西向日駅
申込期間

9月19日〜10月6日

高槻城下町と高山右近に出会うコース

所要時間・歩行距離

定員 20名（抽選）

約4時間 約5.3㎞

高槻市

集合 阪急高槻市駅 AM 9:00

ルート 阪急高槻市駅→ヴォーリズ建築前→八丁松原→理安寺→本行寺→カトリック高槻教会→野見神社・永井神社→天主教会堂跡→高山右近像→高槻城公園・歴史民俗資料館→菁莪堂跡→しろあと歴史館
申込期間

9月1日〜15日

茨木城址と茨木旧市街地を巡る ¥ 500円

所要時間・歩行距離

定員 30名（先着）

約4時間 約3.2㎞

集合 阪急茨木市駅 北改札口 AM 9:00

茨木市

ルート 阪急茨木市駅→茨木別院→茨木神社（黒井の清水）→佐介樋跡・佐助屋敷跡→茨木城櫓門（茨木小学校）→おさ欄間出土地（茨木遺跡）→梅林寺→枝切街道→兵枡→阪急茨木市駅
申込期間

10月1日〜31日

所要時間・歩行距離

後鳥羽上皇の水無瀬離宮を巡るコース 定員 20名（先着）

約3時間 約3.0㎞

島本町

集合 阪急大山崎駅 改札口 AM 9：30

ルート 阪急大山崎駅→水無瀬の滝→水無瀬川→水無瀬神宮道標→水無瀬神宮→馬場跡
（細長い田）
→金井戸→

後鳥羽上皇水無瀬離宮跡→西浦門前遺跡の眺望→史跡桜井駅跡史跡公園→島本町立歴史文化資料館→阪急水無瀬駅
10月11日〜28日

三色彩道・水辺コース

所要時間・歩行距離

定員 30名（抽選）

約3.5時間 約7.6㎞

吹田市

集合 阪急北千里駅 改札口 AM 9：30

ルート 阪急北千里駅→藤白公園（ピアノ池）→三色彩道→水遠池→ふじのき公園→水路ぎわのメタセコイア→はぎのき公園（古江稲荷神社）→阪急北千里駅
申込期間

10月8日〜22日

南千里・遊歩道コース

所要時間・歩行距離

定員 30名（抽選）

約3時間 約5.0㎞

吹田市

集合 阪急南千里駅 改札口 AM 9：30

ルート 阪急南千里駅→佐竹公園→千里緑地
（もみじ）
→海老池→山田西第二公園
（まきふん公園）
→あやめ橋→千里南公園→阪急北千里駅
申込期間

10月8日〜22日

秋の天王山山麓・紅葉と歴史文化満喫コース

所要時間・歩行距離

約3時間 約6.0㎞

大山崎ふるさとセンター1階ロビー

大山崎町
（阪急大山崎駅から徒歩2分） AM 9:30
ルート 大山崎町歴史資料館→アサヒビール大山崎山荘美術館→宝積寺→山崎聖天→史跡大山崎瓦窯跡公園→東黒門跡→山崎合戦古戦場→明智光秀本陣跡（境野一号墳）→阪急西山天王山駅
申込期間

10月24日〜11月18日 募集対象者 阪急沿線市町在住の方

酒蔵が残る寺内町を訪ねるコース

定員 30名（先着）

所要時間・歩行距離

定員 20名（抽選）

集合

約5時間 約6.0㎞

※施設入館料として1,500円必要です。

高槻市

集合 阪急富田駅 AM 9:00

ルート 阪急富田駅→蓮如上人の腰掛石→清蓮寺→普門寺→三輪神社→本照寺→清鶴酒造→教行寺→大宅壮一顕彰碑→慶瑞寺→壽酒造
申込期間

11月1日〜15日

以下の事項にご同意のうえご参加ください。

所要時間・歩行距離

約4時間 約3.7㎞

普門寺は拝観料が必要。
酒造内の見学は行いません。

● 事故のないよう交通ルールを順守してください。
感染症や天候などの影響により、
ツアーを中止または
● 住宅地等、
コース内容を変更する場合があります。
私的な場所での大声を慎んだり、
一般歩行者や
● 当日の検温やマスク着用など、
マナーに配慮してください。
感染症対策にご協力ください。 自転車の通行を妨げないようにする等、
● 万全な健康管理のもとでご参加ください。
● ガイド
・係員の指示および注意事項を順守してください。
● ご参加の方のケガや他に与えた損害等については、
● 現地までの交通費等は、
ご参加者でご負担ください。
主催団体は一切の責任を負えませんのでご了承ください。 ● 日傘の使用は控え、
帽子などで対応してください。
●

箕面市

所要時間・歩行距離

長岡京市

定員 10名（抽選）

（弥生時代の遺構・旧農場本館等の展示施設を見学し、
公園内を散策）
ルート 阪急高槻市駅→昼神車塚古墳→上宮天満宮→伊勢寺→伝能因法師墳→安満遺跡公園

申込期間

11/18

¥ 100円（ボランティアガイド協力金）

ルート 阪急長岡天神駅→開田城跡→長岡天満宮→乙訓寺→光明寺

宝塚市

ルート 阪急売布神社駅→売布神社→中山荘園古墳→市杵島姫神社→中山寺→天満神社→泉流寺→松尾神社→木接太夫彰徳碑→あいあいパーク
申込期間

水

金

約3時間 約4.5㎞

ルート 阪急池田駅前てるてる広場→伊居太神社→五月山動物園→大広寺→都市緑化植物園
申込期間

9/28

11/13

ルート 阪急石橋阪大前駅→大阪大学総合学術博物館→マチカネワニ化石出土地点→北谷の井戸→常楽寺・正安寺→麻田藩陣屋門→稲荷神社→阪急豊中駅
申込期間

土

豊中市

● 10月1日(土)も開催
（申込期間：8月31日〜9月21日）

ルート 阪急石橋阪大前駅西改札口→二子塚古墳→水月公園→尊鉢厄神・釈迦院→五社神社→歴史民俗資料館
申込期間

6/11

11/10

約3時間 約4.0㎞

ルート 阪急曽根駅→桜塚古墳群→原田城跡・旧羽室家住宅→阪急曽根駅
申込期間

土

宝塚市

ルート 阪急売布神社駅→旧和田家住宅→国府橋→小浜宿資料館→毫摂寺→首地蔵→小浜皇大神社→阪急清荒神駅
申込期間

5/14

水

中山寺・清荒神 お祈りハイキングコース
申込期間

土

青もみじ御朱印めぐりコース

※アプリのご利用には事前にスマートフォンへの
当日お弁当を
ダウンロードが必要です。なお、当日はアプリ
ご準備ください。 使用方法の説明等はございません。予めご了承ください。

当日の準備品

11/18

定員 20名（先着）

ルート 阪神西宮おでかけ案内所→御輿屋伝説地→宮水発祥の地碑→白鷹禄水苑→白鹿クラシックス

宝塚線
5/13

5/14

ルート 和田神社→和田岬砲台→薬仙寺→真光寺→能福寺→柳原天神社→柳原蛭子神社→福海寺→新開地駅
（神戸高速線）
申込期間

5/14
土

ルート 阪神西宮おでかけ案内所→御輿屋伝説地→宮水発祥の地碑→日本盛酒蔵通り煉瓦館→大関甘辛の関寿庵
申込期間

京都線

aruku& コース（P.4 参照）同様のスポットをめぐるツアー。
ツアーに参加しながら aruku& コースに挑戦することができます。

歩きやすい靴
マスクや消毒液など
感染症対策グッズ
● 帽子
● 飲みもの
● 必要に応じて弁当
● 雨具
● その他
（救急薬品など）
●
●
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