取材地・協力者一覧
−福井県 福井市−
●福井市役所（q0776-20-5111）
〒910-8511 福井市大手3-10-1
●社団法人 福井市観光協会（q0776-23-0525）
〒910-0018 福井市田原1-13-6（フェニックスプラザ1F）
●福井県庁（q0776-21-1111）
〒910-8580 福井市大手3-17-1
●北の庄城址柴田神社（q0776-23-0849）
〒910-0006 福井市中央1-21-17
●足羽山（足羽山公園遊園地 q0776-34-1680）
〒918-8006

福井市山奥町58-97

−福井県 鯖江市−
●鯖江市役所（q0778-51-2200）
〒916-8666 鯖江市西山町13-1
●越前漆器協同組合（q0778-65-0030）
〒916-1221 鯖江市西袋町37-6-1
●王山古墳群（日の出町）
●西山公園（公園管理事務所 q0778-51-1001）
〒916-0027 鯖江市桜町3-7-20
●鯖江市資料館（q0778-51-5999）
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1-9-20
●立待公民館（q0778-51-3376）
〒916-0005 鯖江市杉本町702-2
●吉江藩館跡碑（吉江町）
●西光寺（q0778-51-1539）
〒916-0005 鯖江市杉本町31-42-1
●春慶寺（q0778-52-2015）
〒916-0002 鯖江市米岡町5-1
●天満神社（吉江町）
●天満神社（杉本町）
●天満神社（西番町）
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●渡し場跡（石田下町）
●株式会社

大黒屋（q0778-51-0451）

〒916-0026 鯖江市本町2-1-13
●有限会社 鯖江菓撰栄進堂（q0778-51-0471）
〒916-0026 鯖江市本町2-3-3
●近松（q0778-53-1122）
〒916-0027

鯖江市桜町3-3-3（サバエシティホテル内）

−福井県 丹生郡朝日町−
●朝日町役場（q0778-34-1234）
〒916-0192 丹生郡朝日町西田中13-5-1
●古墳公園（朝日町朝日）
●大谷寺（q0778-34-5045）
〒916-0117

丹生郡朝日町大谷寺40-4-1

−福井県 坂井郡三国町−
●三国町役場（q0776-82-3111）
〒913-8501

坂井郡三国町中央1丁目5-1

●三国町観光協会（q0776-82-5515）
〒913-0063

坂井郡三国町東尋坊

●月窓寺（q0776-81-2565）
〒913-0047 坂井郡三国町神明1-2
●三国漁港（三国港漁業協同組合 q0776-82-3269）
〒913-0056

坂井郡三国町宿1-17-23

−福井県 敦賀市−
●敦賀市役所（q0770-21-1111）
〒914-8501 敦賀市中央2-1-1
●氣比神宮（q0770-22-0794）
〒914-0075 敦賀市曙町11-68
●気比の松原（敦賀市観光協会
〒914-0801

q0770-21-8686）

敦賀市松島町
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−福井県 武生市−
●武生市役所（q0778-22-3000）
〒915-8530 武生市府中1-13-7
●酒造家倶楽部 一力（清酒 門左衛門販売 q0778-22-1540）
〒915-0812

武生市桂町1-18

−福井県 坂井郡春江町−
●株式会社 エクシート（q0776-51-5678）
〒919-0482

坂井郡春江町中庄61-32

−滋賀県 大津市−
●大津市役所（q077-523-1234）
〒520-8575
●社団法人

大津市御陵町3-1

大津市観光協会（q077-528-2772）

〒520-0047 大津市浜大津1-4-1（大津市社会教育会館内）
●園城寺（q077-522-2238）
〒520-0036 大津市園城寺町246
●近松寺（q077-522-0411）
〒520-0054 大津市逢坂2丁目11-8
●関蝉丸神社（逢坂1丁目）
−京都府 京都市−
●京都市役所（q075-222-3111）
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488
●社団法人 京都市観光協会（q075-752-0227）
〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13（京都会館内）
●株式会社 臨川書店（q075-721-7111）
〒606-8204 京都市左京区田中下柳町8
●上賀茂神社（q075-781-0011）
〒603-8047 京都市北区上賀茂本山339
●永観堂禅林寺（q075-761-0007）
〒606-8445 京都市左京区永観堂町48
●大覚寺（q075-871-0071）
〒616-8411

京都市右京区嵯峨大沢町4
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●東福寺（q075-561-0087）
〒605-0981 京都市東山区本町15-778
●真如堂（q075-771-0915）
〒606-8414 京都市左京区浄土寺真如町82
●本圀寺（q075-593-9191）
〒607-8403 京都市山科区御陵大岩6
●壬生寺（q075-841-3381）
〒604-8821

京都市中京区壬生梛ノ宮町31

−大阪府 大阪市−
●大阪市役所（q06-6208-8181）
〒530-8201

大阪市北区中之島1丁目3-20

●大阪市ゆとりとみどり振興局集客観光課（q06-6615-0695）
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16
●大阪城（q06-6944-0546）

WTCビル17階

〒540-0002 大阪市中央区大阪城1-1
●大阪城天守閣（q06-6941-3044）
〒540-0002

大阪市中央区大阪城1-1

●露天神社（q06-6311-0895）
〒530-0057

大阪市北区曽根崎2-5-4

●大長寺（q06-6351-6570）
〒534-0027 大阪市都島区中野町2-1-14
●国立文楽劇場（q06-6212-2531）
〒542-0073 大阪市中央区日本橋1-12-10
●近松門左衛門の墓（中央区谷町8丁目）
●玉造稲荷神社（q06-6941-3821）
〒540-0004 大阪市中央区玉造2-3-8
●生国魂神社・浄瑠璃神社（q06-6771-0002）
〒543-0071

大阪市天王寺区生玉寺町13-9

●銀山寺（q06-6771-2702）
〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町6-26
●四天王寺（q06-6771-0066）
〒543-0051

大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
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●青蓮寺（q06-6772-0979）
〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町3-19
●超願寺（q06-6771-6654）
〒543-0052 大阪市天王寺区大道1-14-1
●通天閣（q06-6641-9555）
〒556-0002 大阪市浪速区恵美須東1-18-6
●難波八阪神社（q06-6641-1149）
〒556-0016 大阪市浪速区元町2-9-19
●大阪フィルハーモニー会館（q06-6656-7701）
〒557-0041 大阪市西成区岸里1-1-44
●近松門左衛門の碑（松乃木大明神内）
〒557-0002

大阪市西成区太子2-3-19

●安養寺（q06-6653-8519）
〒557-0042

大阪市西成区岸里東1-7-15

−大阪府 大東市−
●大東市役所（q072-872-2181）
〒574-8555

大東市谷川1-1-1

●慈眼寺（q072-876-2324）
〒574-0015

大東市野崎2-7-1

●法妙寺（q072-872-8114）
〒574-0014

大東市寺川4-8-1

−兵庫県 尼崎市−
●尼崎市役所（q06-6489-6880）
〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1
●広済寺（q06-6491-0815）
〒661-0977 尼崎市久々知1-3-27
●近松記念館（q06-6491-7555）
〒661-0977 尼崎市久々知1-4-38
●近松公園（q06-6489-6385）
〒661-0977 尼崎市久々知1丁目
●ＪＲ尼崎駅（q06-6481-0416）
〒660-0808

尼崎市潮江1-1-1
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●ＪＲ塚口駅（q06-6429-5679）
〒661-0011 尼崎市東塚口1-9-1
●阪急塚口駅（q06-6421-7769）
〒661-0012 尼崎市南塚口町2-12-112
●園田学園女子大学近松研究所（q06-6429-9928）
〒661-8520 尼崎市南塚口町7-29-1
●近松応援団（q06-6429-2574）
〒661-0024

尼崎市三反田町2-12-5

−山口県 長門市−
●長門市役所（q0837-22-2111）
〒759-4192

長門市東深川1339-2

●長門市観光協会（q0837-22-8404）
〒759-4101 長門市東深川正明市1324-1
●近松屋敷跡（東深川江良）
●巣林子近松翁之碑（深川小学校前）
●赤崎神社楽桟敷
●ルネッサながと（q0837-26-6001）
〒759-4106

長門市仙崎818-1

●金子みすゞ記念館（q0837-22-2656）
〒759-4101

長門市東深川803-8 ウエーブ5F

−佐賀県 唐津市−
●唐津市役所（q0955-72-9111）
〒847-8511

唐津市西城内1-1

●唐津城（管理所 q0955-72-5697）
〒847-0016 唐津市東城内8-1
●菜畑遺跡（末盧館 q0955-73-3673）
〒847-0844

唐津市菜畑3359-2

●近松寺（q0955-72-3597）
〒847-0815

唐津市西寺町511

−個人−
●吉田文雀氏
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