
川西町『いい町、ちかい町』フォトブック
まって〜

川西町の
ちかいを探そー !!

＃ちかい町かわにし
いいね！



天理市

三宅町

安堵町

大和郡山市

徒歩時間は、川西町役場を起点に表記しています。※徒歩 1 分胃＝ 80m で表示しています。

Convenient川西町ってこんな町

川西町はコンパクトな田園都市の機能を備えた

自然豊かな町として発展してきました。

人と人がちかい町、便利がちかい町、

自然がちかい町の 3 本を軸に『いい町、ちかい町』を

目指し、住む人が安心して過ごせる町を

目指しています。

そんな川西町を訪れた人や住民が

インスタグラムに投稿したとっておきの写真を使って

フォトブックにまとめてみました。

駅近で便利、
地域の台所を支える人気の

『スーパーおくやま』

いいね！

医院や診療所に
歯科まで揃っているから

子育ても安心

いいね！

イベントならココ！ 
大ホールや会議室、和室
充実の図書館もある

『川西文化会館・図書館』

いいね！

地域で見守り、
地域で育てる。

充実の教育環境も
川西町の魅力です

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !便利がちかい町

お昼ごはんは
あそこにしよう

今度は
スーパーまで

ひとりでおつかい
行けるかな〜？

今日は
図書館に行こうか

いける〜

公園 !!
学校やスーパーなど、
歩ける範囲に生活に必要なものが揃ってる。
大人も子どもも、生活しやすい町。

川で釣りでも
しようか！

うん !
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kawanishi 100%

saka_to_the_future・フォローする

13:00
最新

＃ちかい町かわにし

saka_to_the_future 撮影地：奈良県磯城郡川西町
夕方の田園風景と近鉄
#川西町 #ちかい町かわにし #奈良県 #近鉄 #近鉄電車 #写真好
き #写真部 #写真撮ってる人と繋がりたい #写真好きな人と繋が
りたい #写真 #写真が好き #ファインダー越しの私の世界 #ファイ

kawanishi

100%

kawanishimeshi・フォローする

12:12
最新＃ちかい町かわにし

kawanishimeshi #本日のランチ #ちゃんこ杉さんの #やき肉

丼！ 肉の下には白菜たっぷり！
#ちかい町かわにし #奈良県川西町 #結崎駅前

kawanishi

100%

tinyriverwest・フォローする

12:10

最新

＃ちかい町かわにし

tinyriverwest #ちかい町かわにし #子育て支援センター #流し

そうめん

歩いて行ける
距離が嬉しい♪



People 2

3

4 5 6

1

人と人がちかい町
いいね！

#花火が近い  #ちかい町かわにし 
#食べロゲ

気球やお笑いイベントに花火まで、
毎年約2,000人が訪れる
近隣最大の夏イベント

『かわにし夏フェスタ』

いいね！

中学生や高校生の迫力ある
吹奏楽部や声楽隊の
透明感ある歌声など、

様々な音楽に触れることができる
『川西夏の音楽祭』

いいね！

パフォーマンスショーや
親子で楽しめるイベントも
盛りだくさん。
毎年11月に開催される

『川西文化祭』

いいね！

2018年初開催の町全体を使った
ウォーキングイベント、

戦略性に富んだゲームは
大人から子どもまで大好評

『川西町 魅力発見ウォーキング  
食べロゲ』

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !

いろんなイベントで、
みんなと

仲良くなれるよ♪

次は何して
遊ぼうかな♪

1
川西サマーフェスタ2018での川西燈花会
#ちかい町かわにし

yosshy_0131・フォローする

2
昨日の花火は近すぎてド迫力で娘ちゃん音に 
ビビり、寝てた息子くんはさすがに起きたお祭りの
フィナーレ！
#ちかい町かわにし # 花火が近い #ド迫力 
#音にビビる5歳女の子 #音に目覚める1歳男の子 
#ふたりともキレイだから泣きはしない

emily.o.mihikana・フォローする

3
#ちかい町かわにし

death_pizarro990・フォローする

4
偶然会って、予約も遊びも一緒 (*^^*)
#ちかい町かわにし 

meno2518・フォローする
奈良県川西町

5
今日は "川西町魅力発見ウォーキング食べロゲ !!"に
急遽参加♡
トレーニングも兼ねて 走って歩いて
そして行く先々で出会った方々とお話しして♪
なんて素敵な企画
川西町ってエエ町 〜と、再確認
今日も幸せ♪
#ちかい町かわにし #食べロゲ #川西町 
#カフェねぶっか #ぱん処ととかか #奈良県川西町 
#フォトロゲ #フォトロゲイニング #結崎ネブカ 

takako713・フォローする

6
#ちかい町かわにし

echugon・フォローする

43

kawanishi

98%

hiratamasanobu・フォローする
川西町中央体育館

13:20
最新＃ちかい町かわにし

hiratamasanobu かわにしサマーフェスタ 2018、熱気球のフ

ライトが始まりました
#ちかい町かわにし#熱気球

イベントが楽しい !
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4

いいね！

#飛行機公園  #ちかい町かわにし
#桜

天然木を使った木の玉プールは
子どもに大人気！
川西文化会館『木育広場』

いいね！

芝生広場に楽しい
遊具がいっぱい

『唐院運動公園』

いいね！

面塚に隣接し、
憩いの場として愛されている

「結崎面塚公園」

いいね！

最新の書籍から名作や絵本まで、
充実のラインナップ

『川西町立図書館』

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !

ボール
とれるかな♪

1
少しずつ兄妹で遊ぶ光景が増えてきたような気が
します ( ́ ∀` )
#飛行機公園 #ちかい町かわにし

hiratamasanobu・フォローする
奈良県川西町

2
飛行機公園でバッタ捕ってた！
#ちかい町かわにし

takeda_junichi・フォローする

3
ちょっと前だけど…
沐浴じゃなくて木浴！
#ちかい町かわにし

emily.o.mihikana・フォローする

4
1年前の娘と桜です。
結崎駅近くの公園で撮影しました！！！
#ちかい町かわにし #桜 #10月生まれ #奈良県 #赤ちゃん

ka.na7362・フォローする

6
ばあば大好き  専属カメラマンありがとう
#ちかい町かわにし

meno2518・フォローする
奈良県川西町

5
子供がシーソーに鈴なり（笑）
#ちかい町かわにし

momo.morimo・フォローする

気軽に出かけられる
場所がたくさんあるから

自然に笑顔に
なっちゃうね

65

kawanishi

98%

hiratamasanobu・フォローする

奈良県川西町

13:50

最新

＃ちかい町かわにし

hiratamasanobu 成和保育園で恒例の夏祭り◎

先生方のご尽力のおかげで、今年も楽しく過ごせました ( ´ ∀` )

#夏祭り #縁日 #盆踊り #花火 #ちかい町かわにし

笑顔が
ステキ♡
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1Nature
自然がちかい町

いいね！
#星空  #田んぼ  #ちかい町かわにし　
#奈良  #夕日

並木が続く堤防沿いは
家族お気に入りの散歩道

いいね！

田植えの時期には
一斉に水が入り、

日本の原風景が広がる

いいね！

ボランティアさん達の
心が込もった花が
小学校を包みます

いいね！

大和川へとつながる
川が流れる川西町。

魚や亀がのんびり泳ぐ姿も
楽しめます

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !

1
しまった ペルセウス狙いだったがどうせ雲  
だらけだろうと思い 空けてもた…仕方なく 
自宅でちと撮ってみた。意外と撮れるなぁ。田舎だ
からかな？肉眼で約1時間で20個ほど見れました
#ペルセウス座流星群 #ペルセウス流星群 #星空 
#流れ星 #流星 #japan_night_view #ちかい町かわにし 

taka._.0826・フォローする
奈良県川西町

稲年齢中学生ぐらいかな？やっと穂もではじめてこれから
グングン成長。しっかり水吸って垂れ下がっておくれ
これだけ暑いと水管理も大変
#ちかい町かわにし #川西町 #田んぼ #稲 #お米 #ヒノヒカリ

2 taka._.0826・フォローする
奈良県川西町

3
Date：2018/10/9
Location：奈良県磯城郡川西町吐田
film コスモス
#photo_shorttrip #私の花の写真 #photo_travelers #visitjpn 
#impression_shots #japan_of_insta #はなまっぷ #picture_to_keep 
#wp_flower #whim_life #lovers_nippon #daily_photo_jpn #広がり同盟 
#photo_jpn #bestjapanpics #japan_daytime_view #explorejapan 
#ig_phos #igersjp #東京カメラ部 #art_of_japan_ #team_jp_flower 
#ちかい町かわにし #一眼レフ #写真好きな人と繋がりたい 
#写真撮ってる人と繋がりたい #日本 #奈良 #彼岸花 #夕焼け

shu__n_p・フォローする

4
＊朝の風景＊
桜の咲く時期。
この時期は朝の散歩が日課になります。
面塚の桜は堤防を歩いて見るのもいいけど、下から
見ると見応えがあって好きだ。
—————————————
Location：奈良県・面塚（Nara Japan）
—————————————
#ファインダー越しの私の世界 #写真好きな人と繋がりたい 
#東京カメラ部 #単焦点 #リフレクションのある風景 
#canon70d #ちかい町かわにし #skysun_friends 
#ig_japan #ig_color #photo_jpn #team_jp_ #icu_japan 
#Lovers_Nippon #art_of_japan_ #igersjp #wu_japan 
#rsa_social #pics_jp #art_of_japan_ #Airy_pics #reco_ig
#jp_gallery #iGersJP #47canon2018 #奈良

hiroshi.s.photography・フォローする

5
奈良県川西町下永の農道より、夕景を望む (^^)
何気ない日常の一コマが美しい
#奈良県 #川西町 #夕日 #ちかい町かわにし
#thediscoverer #exceptional_pictures #pict_lovers 
#bestjapanpics #wu_japan #instagramjapan 
#bestphoto_japan #art_of_japan_ #kf_gallery #instagram 
#nature_special_ #japan_of_insta #tokyocameraclub 
#special_zipangu_ #special_spot_ #s_shot 
#ファインダー越しの私の世界 #東京カメラ部 #visitjapanjp 
#nakedplanet #awesomeearth #special_alive #bd_pro 
#amazing_longexpo #longexposure_shots 
#national_geographic

bravoman.ys・フォローする
奈良県川西町

6
「自然がちかい」: 自分家の畑です
つくしが生えてて写真撮っとこうと思ったらてんとう
虫が。思わず写真そっちのけで遊んでしまいそう
でした。
写真を見たともだちがてんとう虫が身体にとまると
幸せがやってくるんだよ、と教えてくれました。
#ちかい町かわにし

__post__photo・フォローする

87

kawanishi

90%emily.o.mihikana・フォローする

14:10
最新＃ちかい町かわにし

emily.o.mihikana 今日は稲刈り体験！

1 歳おんぶではかなり体力消耗しました 何日後にどこが痛くなる

かなぁ
12 月に餅つきして食べるのが楽しみ

娘ちゃんはいい経験！

自然が身近
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6Nature
いいね！

#ちかい町かわにし  #春爛漫　
#太子道  #うろこ雲

聖徳太子の
通学路と言われる道に
悠久の刻を感じる

『太子道（筋違い道）』

いいね！

美しい桜並木が続く
「面塚」付近の春は
一見の価値あり

いいね！

白銀の雪景色が
荘厳な雰囲気を醸し出す
観世能発祥の地と言われる

『面塚』

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !

1
撮影場所：保田
#ちかい町かわにし

momo.morimo・フォローする

2
Date：2018/9/23
Location：奈良県磯城郡川西町吐田
奈良県産ヒノヒカリ
本当に美味しいので是非一度。
#photo_shorttrip #photo_travelers #hueart_life #visitjpn 
#impression_shots #japan_of_insta 
#picture_to_keep #whim_life #as_archive 
#lovers_nippon_portrait #daily_photo_jpn #広がり同盟 
#photo_jpn #japan_vacations #bestjapanpics 
#japan_daytime_view #good_portraits_world #explorejpn 
#ig_phos #igersjp #東京カメラ部 #art_of_japan_ 
#portraitpage #jp_portrait 部 #portraitgames #team_jp 
#ちかい町かわにし #canoneoskissx8i #canonphotography 
#写真好きな人と繋がりたい

shu__n_p・フォローする

3
綺麗な夕焼け♡
幸せな気持ちになるね
おくやま結崎店駐車場にて
#ちかい町かわにし

takako713・フォローする

5
Location：taishimichi nara
撮影地：太子道 奈良県磯城郡川西町
#taishimichi #nara #kawanishi #manhole #instagram 
#instagramjapan #instagood #instalike #ig_japan 
#IGersJP #japan #summer #nara_landscape_heritage 
#japanitalybridge #jalan_natsu #jalan_travel 
#tokyocameraclub #太子道 #奈良県景観資産 #磯城郡 
#ちかい町かわにし #川西町 #マンホール 
#マンホールの蓋 #油掛地蔵 #夏

nara_photos_yf・フォローする
奈良県川西町

6
追記 2018.11.28 
かわにしフォトコンテストで優秀賞を頂きました！
ありがとうございます
.
秋のうろこ雲と、黄金色の稲穂。
いいタイミングで 近鉄特急 しまかぜ がっ
いいぞ！しまかぜ！
#voigtlanderism #landscapes #ig_sky #love_all_sky 
#landscapejapan #landscaper #ig_landscape #clouds 
#blue_sky #ig_japan #deaf_b_j_ #top_landscape_photo 
#myworld_in_blue #ig_landscapes_lovers 
#japancountryside #landscapetreasures #bluesky #county 
#風景写真 #雲 #うろこ雲 #秋 
#写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい 
#田舎の風景 #空が好きな人と繋がりたい 
#風景写真を撮るのが好きな人と繋がりたい 
#ちかい町かわにし

aki_goodspeed・フォローする
奈良県川西町

4
春爛漫。
こんなに咲き誇るレンゲ畑を見たのは久しぶりで、
なーちゃんより必死に花を摘む。
#春爛漫 #れんげ #レンゲ畑 #川西町 #ちかい町かわにし

wakameco823・フォローする

109

kawanishi 90%

aki_goodspeed・フォローする
奈良県川西町

14:20
最新

＃ちかい町かわにし

aki_goodspeed たまには晴れた日の写真を。
いやー、田舎はエエですねえ。
引っ越してから、通勤は毎日プチジャーニーやけど

#voigtlander #landscapes #ig_sky #ig_ japan #iskyhub 

絵になる
町の風景
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3Other 造立は大永3年。
できものを直してもらうために、
願いをかける日には、
油を塗りかける習わしがあることから
油掛地蔵と名付けられた

『油掛地蔵』

いいね！

約千年前の「延喜式」という
書物にも記されている式内社で

由緒ある神社
『糸井神社』

いいね！

能楽観世流の創始者である
観阿弥が御前演奏の成功を
糸井神社に祈願したところ、
能面とネギを授かったという
伝説がある

『面塚』

いいね！

全長約200mの大型前方後円墳。
1996年の発掘調査で

大量の石製品が出土し、
国の重要文化財に指定された

『島の山古墳』

いいね！

川西町のコ
・

コ
・

が いいね !町の“ちかい”
いいね！

#糸井神社  #ちかい町かわにし  #比売久波神社 
#大好きな町  #伝統行事

まだある !

自分の住んでる町の
歴史を知るのも

楽しいね♪

1
糸井神社 宵宮祭
#canon #canon_photos #canonphotography #my_eos_photo 
#photography #team_jp_ 西 #lovers_nippon 
#写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい
#カメラ好きな人と繋がりたい #カメラ女子 
#ファインダー越しの私の世界 #japan_daytime_view 
#奈良県 #奈良県川西町 #nara #japan #宵宮祭 
#糸井神社 #ちかい町かわにし

u.natsuko・フォローする

2
親子三代で秋祭り。
家族の繋がりは良いもんだ！
来年も夏穂さん宜しくね
#ちかい町かわにし

adeu2okoyk・フォローする

3
川西町唐院にある比売久波神社（ヒメクワジンジャ）の
秋祭り。
人口減少、少子化、高齢化で神輿の担ぎ手不足が問題
になってますが、我が村では外国人助っ人がいっぱい！
三ヶ国合同で「わっしょいっ！」言うて盛り上がります！
異文化交流！
#奈良県川西町 #唐院 #比売久波神社 #ちかい町かわにし 
#島の山古墳 #秋祭り#神輿 #わっしょい #異文化交流

hiromichifukunish・フォローする
島の山古墳

4
地元の神社で安全祈願

#ちかい町かわにし

sin_ftw1223・フォローする

5
奈良県磯城郡川西町吐田（はんだ）にある「油掛け
地蔵」さん。
聖徳太子が斑鳩と飛鳥を行き来したといい伝えら
れている「太子道」沿いにある。周りは田んぼ。
お地蔵さんの後ろに見える東の空からお日様が上
がってきた。秋の日の朝。
#ちかい町かわにし #奈良県磯城郡川西町 #川西町 
#もみじ #紅葉 #あさひ #朝日 #秋の日の朝 
#いい町ちかい町 #大好きな町 #ふるさと #故郷 
#お地蔵さん #太子道

gt_rdaisuki・フォローする
Kawanishi, Nara

6
年に一度の伝統行事。ご先祖さまをお迎え。お墓に
夜店も並びます
#ちかい町かわにし #墓会 #墓参り #墓 #お盆 
#伝統文化 #伝統行事 #japan_night_view 
#japancalture #japan 

taka._.0826・フォローする
奈良県川西町

1211

kawanishi

86%

masaki158・フォローする

15:00
最新＃ちかい町かわにし

masaki158 #ちかい町かわにし 
#たこあげ  #☀

歴史や伝統に触れる



川西町ってどんなとこ？って聞かれたら

みんなが見つけた

人と人がちかい町、

これが川西町。

たくさんありました

便利がちかい町、

自然がちかい町、

川西町の “ちかい” が

1413


