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川西市郷土館
銅の製錬を手掛けていた平安家（ひらやすけ）の邸宅を利用し、昭和63年に開館しま
した。邸宅自体は大正中期に建てられており、国の登録有形文化財になっています。
広い敷地内には、鉱山資料展示室や箸の展示室、
アトリエ平通などがあり、テレビド
ラマなどの撮影にも使用されています。

〜初詣は家族そろって〜

能勢妙見山

!

●住所：兵庫県川西市下財町4-1 ☎072-794-3354 ●休館日：月曜日
（祝日の場合はその翌日）、12月28日
〜1月4日 ●入館料：一般300円、高校・大学生200円、中学・小学生150円 ●交通：山下駅から徒歩約15分
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家族でお出かけ !
家族でお出か

〜伝統文化に触れる場所〜

郷土館では、子どもから大人まで楽しめるイベントを毎月開催！

1月5日
（日）
：コマの実演とコマ遊び

2月1日
（土）〜4月4日
（金）
：雛人形展

コマ愛好家・枇杷紘一郎さんご夫妻による
メルヘン物語風なコマの実演とコマ遊びをします。
●時間…10：00〜12：00

大正期に作られた内裏雛や元禄花踊り時代人形、
昭和雛飾りの古今雛などを展示します。

能勢妙見山は関西随一の日蓮宗の霊場で、開運北
辰妙見大菩薩を祀っています。妙見大菩薩は北極星の

⇒詳細は終面「沿線イベント情報」
を参照

〜大昔へタイムスリップ〜

〜アウトドアで家族団らん〜

加茂遺跡・川西市文化財資料館

北田原ます釣り場

神様で、常に北を指し示していることから人生を正しい
加茂遺跡は旧石器時代から

神、学問の神としても信仰を集めており、正月には毎年

平安時代にかけての集落遺跡

多くの参拝客で賑わいます。家族そろっての初詣には

で、発掘調査により今から2千

最適の場所ですよ。

年前の弥生時代中期にあった

※12月9日（月）〜3月14日（金）は、妙見の森ケーブル・リフトは運休します。なお、期
間中、臨時運行日を設定しております。
（ 詳細は、下記「妙見の森ケーブル・リフト 冬
期運休期間と臨時運行日について」を参照）

初詣以外にも…
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能勢妙見山への参拝へは妙見の森ケーブル・リフトが便利で
す。大晦日から元旦にかけては終夜運転をしますので、真夜中の
ケーブル・リフトに乗るめったにないチャンス！昼間とは違った雰
囲気の妙見の森ケーブル・リフトに乗るだけでも価値ありですよ♪

畿内有数の大集落であったこ
とが判明しました。
この加茂遺跡をはじめ、市
内各所の発掘調査で出土した
土器・石器などの資料を収蔵・
展示しているのが、加茂遺跡

能勢妙見山ではこんなことも！

内にある川西市文化財資料館

❶ 無病息災を願って
「建国祭国祷会〜お火焚祭り〜」

❷ 荒行僧による特別祈祷「報恩大祈祷会」

です。平成5年に開館したこの

2月11日
（火・祝）には古いお札やお守りに1年間の感謝
の意を込めて、読経して焚き上げる
「建国祭国祷会〜お
火焚祭り〜」。火にあたれば無病息災の効験があると言
われていますよ。
また、祈願矢に願いを書いて火に投じ
ると、除災開運の効果があるとも言われています。

3月2日（日）10：00からは、日蓮宗正中山大荒行堂で
11月1日から100日間、苦修錬行の日々を過ごした荒
行僧による「報恩大祈祷会」。修行の一つである「水
行」を間近で見る事ができます。あわせて荒行僧によ
る修法加持 特別祈祷も実施します。

施設では、加茂遺跡の出土品

❹ 受験合格祈願「すべり止めの砂まもり」

妙見山には七つの鐘があります。
その七つの鐘全て
を鳴らしてお詣りすると、運命の人へと導いてもら
えるといわれています。鐘のある場所にある印を七
つ集めたら能勢妙見山の事務所に行って、最後の
印をもらってね。特別な御朱印（300円）
もあります。

能勢電鉄では積雪や雨天時に電車や機関車が急勾配の区間を運
行する際、車輪が滑り、空転して動けなくなることを防ぐため、
レー
ル上に滑り止めの特殊な「セラミック粒子」を撒くことがあります。
この滑り止めのセラミック粒子を霊場能勢妙見山「開運殿」で開運
合格のご祈祷をしていただき、
「合格祈願 すべり止めの砂守り」
と
してお守りにしたものを無料で配布します。

妙見の森ケーブル・リフトは12月9日
（月）〜3月14日
（金）の期間、冬期運休と
なります。冬の妙見の森をもっと身近に感じていただくため、下記期間に妙見の
森ケーブル・リフトの臨時運行を実施します。
この機会に、
ぜひ冬の妙見の森を感
じにお越し下さい。

★臨時運行日
■12月14日
（土）、15日
（日）
、21日
（土）、22日
（日）
、23日
（月・祝）
■1月1日
（水・祝）〜1月5日
（日）
■2月11日
（火・祝）
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※能勢電鉄、妙見の森ケーブル・リフトでは12月31日
（火）23:00から1月1日
（水・祝）
にかけて
終夜運転を行います。
（妙見の森ケーブルは1月1日 17：00まで リフトは1月1日 16：30まで）
また、
妙見口駅からケーブル連絡バスを臨時運行します。
（12月31日 22：40〜1月1日 9：20）

※左記臨時運行日には、妙見の森ケーブル山上駅構内「妙見の森 山上の足湯」
を臨時営
業します。
（大人200円
（オリジナルタオル付き）、子ども100円）
【妙見の森ケーブル運行時間】
9：15〜17：00（1月2日〜5日、2月11日は9：15〜16：30）
【妙見の森リフト運行時間】
9：20〜16：30（1月2日〜5日、2月11日は9：15〜16：00）
【妙見の森 山上の足湯 営業時間】
13：00〜ケーブル最終運行時間の30分前
（1月1日は前日23:00〜）
【お問い合わせ】
☎072-738-2392

た釣り場で、エサ専用釣り場とル
アー専用釣り場があります。
自然に
囲まれたフィールドで、家族でおも
いっきりフィッシングを楽しめます。

の他、市内にある勝福寺古墳
や栄根寺廃寺遺跡の出土品
います。

❸ 運命の人との出会い「妙見山 出会いの鐘伝説」

猪名川上流の自然渓流を利用し

画文帯神獣鏡
（約1500年前）

を時代ごとにわけて展示して

※詳細は終面「沿線イベント情報」
を参照

妙見の森ケーブル・リフト
冬期運行休止と臨時運行日について
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●住所：大阪府豊能郡能勢町野間中661 ☎072-739-0329
●交通：妙見口駅から徒歩約20分または阪急バスで妙見の森ケーブル
黒川駅へ。
ケーブル・リフト乗り継ぎリフト妙見山駅から徒歩約10分
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が
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方向に導いて下さるといわれています。また、開運の
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栄根銅鐸
（約1800年前）の
レプリカ

文化財資料館では、毎週土・日・祝日に
「勾玉作り」
「栄根銅鐸
のペーパークラフト作り」
を13：00からと14：30からの2回開催し
ています。
先着順
（予約不要）
で参加できます。
料金は、
勾玉作り
が50円、
ペーパークラフト作りは無料です。

●住所：兵庫県川西市南花屋敷2-13-10 ☎072-757-8624
●休館日：月曜日
（祝日の場合はその翌日）、12月28日〜1月4日 ●入館料：無料
●交通：川西能勢口駅から阪急バス伊丹方面行き
「南花屋敷」
バス停下車徒歩約2分

バーベキューセットを持参すれば、釣ったニジマスやイワナ
をその場で焼いて食べることもできますよ♪ 釣り餌、釣り竿の
販売もしているので、お気軽にお越し下さい。
●営業期間：5月上旬頃まで（予定） ●営業時間：7：00〜17:00
●住所：兵庫県川辺郡猪名川町北田原寺ノ前425-2 ☎072-766-2208
●休場日：期間中無休（川の増水等で休場の場合あり）
●料金：1日…大人3,500円 女性・子ども2,000円
半日
（12:00以降入場）…大人2,000円 女性・子ども1,500円
●交通：日生中央駅から阪急バス杉生方面行き
「大井」バス停下車徒歩すぐ

12月も妙見の森ではイベントがあります♪

妙見の森 ふれあい広場で
「新春振舞酒」開催！

12月の妙見の森ケーブル・リフトの臨時運行日には、妙見の森周辺で様々なイ
ベントを開催します。
家族連れからハイカー、
カップルやご年配の方まで幅広く楽しんで頂けるイベ
ントをご用意しています！

能勢電鉄では、1月1日（水・祝）6:00から、妙見の森 ふれあい広場で「新春振舞酒」を開催し
ます。振舞酒をはじめ、甘酒・ぜんざい・紅茶の無料サービス、おでんの販売を行います。また、
当日は妙見山上から初日の出を拝む「第27回 のせでん初日の出ハイキング」を開催します。
新春の歩き初めとして是非、
ご参加下さい。
（初日の出ハイキングは妙見口駅を5：30出
発予定。懐中電灯を必ずお持ち下さい。）

■12月14日
（土） のせでんハイキング特別編
■12月22日
（日） 妙見の森 恋日記〜over40.ver.〜
※12月22日
（日）
のイベントの参加については、予約が必要です
※各イベントの詳細については、駅ポスター、
チラシ、能勢電鉄
ホームページ等をご参照下さい。
【お問い合わせ】☎072-792-7716（平日9：00〜17：30）

●開催日：1月1日（水・祝） ●時間：6：00〜（無くなり次第終了）
●場所：妙見の森 ふれあい広場
●交通：妙見口駅から徒歩約20分または阪急バスで
妙見の森ケーブル黒川駅へ。ケーブルに乗車し山上駅から徒歩約5分
【お問い合わせ】☎072-792-7716（平日9：00〜17：30）
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