
レンタル基本料金  1日 300円 返却期限を超えた場合の
延滞料金 1日につき 300円

利用申し込み及び返却受付  AM9：00～PM4：00
年末年始（12月29日～ 1月3日）はご利用いただけません

自転車に乗って羽島をぐるっと楽しむ !

木曽川と長良川に挟まれた羽島市は水と緑が豊かで、伊吹山や能郷白山、
遠くには南アルプスを望む風光明媚な地。さらには寺院が点在する歴史の
街でもあります。たまには自転車で羽島をぐるっとまわり、豊かな自然や
歴史に触れてみませんか?

レンタサイクルは
しま ぐるっと

Rental
       Cycle 

1235年、この地に立ち寄った親鸞聖人か
ら教えを聞いた住民9名が、草庵を建造し
たのが始まり。境内には、江戸時代の宝暦
治水薩摩工事義没者・竹中伝六の墓や、樹
齢300年以上の大藤があり、開花時期の4
月下旬～5月上旬には美濃竹鼻ふじまつり
が開催される。

TEL 058-392-2379

竹鼻別院A-1

佐吉大仏A-2

千代菊（株）A-3

本覚寺A-4

八劔神社A-5

明治の土蔵を改修した観光拠点。施設内に
は観光案内所のほか、江戸時代から伝わる
木綿織物「美濃縞」の体験コーナーや、お
土産が揃う販売所があり、地域の文化を知
ることができる。無料休憩所には公共無線
LANも整備されているので、情報収集して
出掛けたい。
開館時間　9:00～17:00

岐阜県の玄関口であり、ビジネ
ス・観光の拠点でもある東海
道新幹線岐阜羽島駅に直結し
た「羽島こうか東駐車場」。駅
周辺には飲食店や宿泊施設も
多く、出発までのちょっとした
時間を利用して、自転車旅行
をスムーズに始められる。

C-2

C-1

C-4

C-5

日本全国のファッション衣料用素材を集積
した、国内最大のテキスタイル資料館。毎
年の最新素材をはじめ、常時10万点以上
の素材サンプルが展示されている館内は、
アパレルメーカーやデザイナーも訪れ、生
地デザインに触れる産地ならではの体験が
できる。

TEL 058-391-8511（平日のみ。要事前連絡）

テキスタイルマテリアルセンターB-2

竹鼻まちなかの伝統的な京町家の風情を
残した佇まいのアートギャラリー。岐阜県
ゆかりの熊谷守一・前田青邨をはじめ、棟
方志功・奥村土牛・加藤唐九郎・荒川豊
蔵など著名作家の絵画・陶器・彫刻を所蔵。
テーマにあわせて企画展示。研修室にて、
アートワークショップを開催。

TEL 058-393-0951

B-1

JA岐阜が経営する「おんさい朝市」。ＪＡ岐
阜管内の野菜や加工品はもちろん、れんこ
んや銀杏といった羽島を代表する特産品も
目白押し。多くの農産物が地元農家による
ものなので鮮度は抜群です。季節限定の採
れたてれんこんは人気商品のためお早めに
お買い求めください。

TEL 058-391-9231

B-5

不破源六友綱が城主であった時代、羽柴
秀吉（後の豊臣秀吉）による水攻めで知ら
れる竹鼻城。その後、杉浦五左衛門が城主
の時には、関ヶ原合戦の前哨戦として東軍
に攻められ、城は消滅した。羽島市歴史民
俗資料館の敷地内には、竹ヶ鼻城跡の石
標が立っている。

TEL 058-391-2234

本能寺の変の後、主筋織田家との間で起
こった長久手の戦いで大敗を喫した豊臣秀
吉が、10万の大軍を出動させて織田信雄
を撃退した「加賀野井の一戦」の舞台。当
時、城主で信雄の臣下だった加賀野井秀
望は、敗戦後に関東へ逃れ、落城したと伝
えられている。

八神城跡

金宝寺

C-3

名古屋・尾張藩の家臣だった八神毛利氏
が、豊臣秀吉から3千石を領し、広大な武
家豪族屋敷を建てたといわれる八神城。現
在、その辺り一帯は「旧地頭」と呼ばれ、田
畑が広がっているが、小高い丘には歴史を
見守ってきた樹齢300年・樹高約30ｍの
大銀杏が佇む。

金宝寺は、この地を治めていた八神城主・
毛利氏の菩提寺がある臨済宗妙心寺派の
寺院。明治24年の濃尾地震で諸堂は全壊
したため、本堂は再建された。寺内では八
神毛利氏歴代の墓のほか、羽島市文化財
の円空仏如来像や徳川家から拝領した駕
籠を見ることができる。

TEL 058-398-8511

名古屋市大須観音の本家にあたる宝生院
真福寺。出世運や健康運にご利益があると
いわれ、通称「大須観音」として親しまれて
いる。度重なる水害で移転し、今の場所に
落ち着いた。現在は、本尊の前立観音だっ
た聖観音像が安置され、毎年8月第2日曜
日のみ開帳される。

TEL 058-398-6578

本尊の「薬師如来像」をはじめ、9体の円
空仏を安置。羽島市で生まれ、12万体もの
仏像を彫刻した円空上人だが、中でも「薬
師三尊像」と「護法神像」は、最も優れた
初期作品とされ、羽島市民会館の壁面にも
描かれる護法神像は、市を代表する円空仏
となっている。

TEL 058-392-3210（要予約）

長間薬師寺B-3

円空生誕の地といわれる羽島市上中町中に
置かれ、本尊である全長222cmの「十一
面観音像」のほか、16体の円空仏を間近に
見ることができる。円空が歩んだ人生の始
まりを感じられる場所。 
※入館料300円

TEL 058-398-6264（月曜日定休）

B-4

数々の善行を実践し、「美濃聖人」と称えら
れた永田佐吉翁が、諸国巡礼の旅先で大
病に罹った後、全快したことに対する感謝
の気持ちを込めて建立。青銅で造られた全
高4.9ｍの釈迦如来像は、背中に経典を納
める胎内へ続く扉があり、希望すれば入る
ことができる。

TEL 058-391-5032

元文3年（1738）の創業から280年続く、
老舗の蔵元。日本三大清流の1つ・長良川
の伏流水を地下128ｍから汲み上げて仕込
む、ふくよかな味わいの地酒が楽しめる。
趣ある建物には売店が併設され、無料試
飲のほか、事前に予約すれば酒蔵も見学
できる。

TEL 058-391-3131（原則土日定休）

竹ヶ鼻城主歴代の菩提寺で、境内には佐
吉大仏を建立した永田佐吉の墓碑がある。
本堂には、幕末の勤皇家で大和絵師の宇
喜多一蕙が描いた「雲竜の絵天井」があり、
県の重要文化財に指定されている。見る角
度で表情が変わる、迫力ある八方睨みの
雲竜は必見。

TEL 058-391-5453

天正9年（1581）に、竹鼻城主・不破
源六が居城の守護神として現地に奉納。
出世開運・除災厄除の神として崇拝され
ている。5月3日に行われる例祭「竹鼻まつ
り」では、豪華絢爛な山車が奉芸を行っ
た後、町中を練り歩き、多くの見物客で賑
いを見せる。

ぐるっと羽島  はしま観光交流センター　羽島市竹鼻町2614　TEL 058-322-2303 JR岐阜羽島駅前「羽島こうか東駐車場」 
自転車レンタル場所

相互返却
OK!

ぐるっと街並み探索 ぐるっとはしま満喫 ぐるっと三英傑に想いを馳せる

レンタサイクルは
しま ぐるっと

不二竹鼻町屋ギャラリー
  ふ     じ   たけ はな まち   や たけ はな べつ いん

   さ  きち だい ぶつ

  ち     よ    ぎく  なが   ま    やく    し    じ   や   がみ じょうせき 

 きん  ぽう   じ

織田家ゆかりの竹ヶ鼻城跡の石標
（羽島市歴史民俗資料館・映画資料館）

  お    だ    け　　　　　　　　　  たけ  が  はなじょうせき

       は   しま   し   れき   し   みん  ぞく   し  りょうかん      えい   が     し  りょうかん

加賀野井城跡（豊臣ゆかりの地）
  か   が     の     い   じょうせき      とよ  とみ　　　　　　　　　　ち

大須観音（徳川ゆかりの地）
おお   す  かん のん     とく  がわ　　　　　　　　　　ち

おんさい朝市はしま中央グリーン
　　　　　　　　　 あさ  いち 　　　　　　 ちゅうおう

ほん  がく   じ

はっ  けん  じん  じゃ

中観音堂・羽島円空資料館
なか かん のん どう　　    は   しま  えん くう    し  りょう かん

羽島市竹鼻町2802

羽島市竹鼻町209（大仏寺）

羽島市竹鼻町2733

羽島市竹鼻町2434-1

羽島市竹鼻町3298-1

羽島市竹鼻町2765

羽島市竹鼻町蜂尻448

羽島市上中町長間893

羽島市上中町中526

羽島市舟橋町8-2

羽島市竹鼻町2624-1

羽島市下中町加賀野井857-1

羽島市桑原町八神1998-1

羽島市桑原町八神2221

羽島市桑原町大須2759-131

岐阜羽島駅

羽島こうか東
駐車場

名鉄
新羽島駅市営駐車場

羽島こうか西
駐車場

市営駐車場

N

受託事業者：羽島髙速鉄道髙架（株）
羽島市舟橋町字細田660-3　TEL 058-391-4761

問い合わせ先　羽島市観光協会 TEL 058-322-2303


