行こう！
サン・チャイルドを見に

ＧＯー！
ＧＯー！

茨木

阪急南茨木駅前に、現代美術作家として国内外で
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幅広く活躍されているヤノベケンジさんの彫刻作品「サ
ン・チャイルド」
が設置されました。防護服を脱いでも生き
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ていける世界を願い、
たとえ傷ついてもたくましく立ち向
３月１１日には除幕式が行われ、
ヤノベさんのスピーチ
の他、
ワークショップや屋台の出店もあり、大いに盛り上

茨 木自慢 小ネタ集

がりました。間近で見るサン・チャイルドは高さ６．
２メート
ルと大迫力！
！茨木の新しいランドマークの誕生です！
！

現代美術作家

ヤノベケンジさん

INFORMATION
茨木音楽祭

モノ Recommend オススメ
オススメ

イ
イベ
ベン
ント
ト

FORTY/4 CLOVER

平成24年5月5日(祝)

ほんまかいな？！
知っていそうで知らなかった事に「ほんまかいな！」って
おどろいてね。僕も小学校に入って勉強したかったなあー
金髪でパーマかかっているから同級生に怖がられるかな。
でも僕のは天然パーマなんだけど…

1965年大阪生まれ。6歳から茨木市で過ごす。現代社会を生き
抜くための、
さまざまな実機能をもつ大型機械彫刻を数多く制作。
近年では巨大ロボットや火を噴く
ドラゴン船など、壮大なパフォーマ
ンスを展開し精力的に発表を続けている。2009年大阪文化賞受
賞。現在、京都造形芸術大学教授。

コト E v e n t

5
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かう姿を表しています。

ちょうど１００年前に
卒業しました！

tocotowa

川端 康 成が通ったお店

豊川小学校は川端康成と笹川良一が卒業し
た小学校です。当時、豊川村は茨木市と箕面市
にまたがっていました。宿久庄に住んでいた川端
康成は茨木市の名誉市民に、笹川良一は箕面
市の名誉市民となりましたが、二人は仲良しの同

■住所：茨木市舟木町3-28 フェリーズ茨木1F
■電話：
０７２-６３６-８８３０
■HP：http://www.44clover.jp

■問合：茨木音楽祭実行委員会
■電話：
０７２-６３８-３９１４
■ＨＰ
：http://www.ibaon.jp/

スヌーズタイム

注目 フレンド会員募集！

級生
（ほんま）
で百年前の１９１２年
（明治４５年）
に

人と地球に優しいベビー雑貨のお店です。
木のおもちゃやオーガニックコットン製品など、
ご
出産祝い・プレゼントにも喜んで頂いています。

同校を卒業しました。
その年４月、川端康成は茨木
中学校に１番（ほんま）
で入学、中学時代に利用
したお店が現在でも残っています。豊川小学校は

■住所：茨木市駅前１-８-１９-１０１
■電話：
０７２-６２３-０２３１
■HP：http://tocotowa.jp/

豊 川 村が 二 分したた
め、茨 木 市 箕 面 市 学
校組合立豊川小学校

玉屋月心庵

という長い校名を約１０
年間続けました。

豊川小学校

ぼくも
パンチデ
ビュー！
？

きみ

３６年前の“喜美”に会いに行く
もっと、
「茨木」がお得になる♪

フレンド会員カード。茨木市観光協会の窓口で登録できます。

もっと市民の方々が街で楽しんでもらえたらと、
年会費2,000円で茨木市内の約80店舗で特
典サービスが受けられる
「フレンド会員」
を新た
に設けました。気軽にお問い合せくださいね！
■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

編集

後

記

■世はまさにゴールデンウィーク。街ですれ
違う人たちみんなが、陽気になって、
うき
うき顔で！そんな風景を思い浮かべながら
原稿を書いていました。 （まれすけ）
■茨木市の名誉市民にゴルフの杉原輝
雄さんも入れて欲しい。
ゴルフは市歌に

茨木市観光協会

お休み前の１５minを提案する「ふとん専門
店」。4種類のベッドに気軽に横になって睡眠
の大切さを感じて下さい。

お祝い用品・結納品・金封・和小物の販売。
フリースペース
（蔵）
では、
ギャラリーカフェとして
イベントを開催。

■住所：茨木市白川１-３-２７
■電話：
０７２-６３７-７６８６
■HP：http://www.snoozetime.com/

■住所：茨木市元町６-３４
■電話：
０７２-６２２-２６６６
■HP：http://www.f2.dion.ne.jp/˜kokotan/

「ゴルフの丘」
という歌詞もあり、市内に
４つもゴルフ場がある観光資源、努力の
杉原さんは茨木の誇りです。
（元ゴルフ童子）
■茨木の充実した図書館を満喫している
市民は沢山いらっしゃるはず。平松さん
の熱意に感謝です。 （ペラちゃん）
■サン・チャイルドの除幕式に行きました！

http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

たくさんのちびっ子がサン・チャイルドのコ
スプレしてて可愛かった〜。
（よんよん）
■表紙の童子クンがかぶっているものは学
生帽のつもりなんですが分かるでしょう
か？？ 不器用ながら一生懸命作りました！
！
でもちょっと浮いてる(T̲T)
（いづむ）

VOl.

6次号

は
8月発行予定！
お楽しみに♪
2012 夏号

いろいろ情報
盛りだくさん！！
ぼくのブログも見てね！

「童子クンのブログ」で検索

山口紅葉堂北店

■住所：茨木市元町３-４
■電話：
０７２-６２２-２８４８

みなさんご存じ
「パンチパーマ」の開発に、茨木市下中条にある
「ヘア
ーサロン喜美」の吉中氏が中心的な役割を担っていたのです。
今から36年前の昭和51年、当時流行っていたアフロヘアーの短いヴァージョ
ンを、吉中氏ら4人で研究していました。試行錯誤を繰り返し、生まれたのが写真のア
イロン
（→）
。アイロン業者さんに頼んで6mm〜8mmのアイロンを作ることから始まりました。
最初はニクロム線のアイロンだったため髪が焦げたりしましたが、今はセラミックのアイロンになっ
たそうです。吉中さんは開発したパンチパーマを広げるために愛知、富山、和歌山などへ講習にでかけ、
技術を伝授していったそうです。
ところで、
パンチパーマという名は
「アイロンでパチッとはさむ」
こと
からそう呼ばれるようになったと
か。
さて吉中氏の次なる企画は
「耳かきエステ」。昔は散髪屋さ
んでやっていたらしいですよ。

ヘアーサロン喜美
オーナー

吉中定次さん

ヘアーサロン喜美
■住所：茨木市下中条町２-２
■電話：
０７２-６２７-０３４０

堀廣旭堂

■住所：茨木市大手町４-１９
■電話：
０７２-６２２-２０３９

たち、
ゆかりのお店 よう♪
み
ぼくも行って

2010年にOPENしたレディース&メンズセレク
トショップ。国内外ブランドの個性的なお洋服
が並ぶ、茨木の新しい注目スポットです。

第４回を迎える今年の茨音は屋外５会場プラス
屋内１１会場にプロ・アマ約８０組が大集結♪フ
リマ、飲食ブース、
マルシェ、
アートコーナーもあり
ますよ!詳細はＨＰをチェック！
！

藤田屋薬局

■住所：茨木市元町２-２３
■電話：
０７２-６２２-２０２５

ほんまかいな？！
歴史編

ほんまかいな？！

８６年前バチカン（ローマ聖庁）
茨木に特使派遣！

守り続けたお祈り
海を越えて特使がやってきた！

街中編

商店街に、
「橋」がかかっていた！！

阪急本通り商店街と中央通りを

が、一番の驚きは江戸初期より代々キリスト教のお祈りが受け継がれ

結ぶ茨木心斎橋商店街。道幅がせ

た事です。 江戸末期までは家族皆でお祈りをし、
ツバメがやってくる

まく、
その距離が短いながらも、老舗

と３０日間の１日２食を続け、毎日身を清めてジチリナ
（むち）
で自分の

の店が立ち並ぶ賑わいどころ。

肩を打った行を毎年続けたそうです。江戸末期以降に一子相伝とな

その商店街の途中に、
「 橋」
が架

り、時には、深夜に家人にも秘密でオラショ
（祈祷）
を唱えました。ロー

かっているんです！なぜ、
こんなところ

マ聖庁の使節団は大正１５年
（１９２６）
４月２２日、千提寺の仲谷源之

に橋が？と不思議に思いますよね。

助氏宅を訪れ、仲谷イトさん

ボランティアガイドさんの
お話は「へぇ～」と
思うことがいっぱいです。

ご存知ですか？茨木市の歴史には全国的に有名な
ものが二つあります。
弥生時代に銅鐸を作った鋳型が日本で唯一、
ほぼ
完全な形で見つかった東奈良遺跡と、大正時代ま
で北摂の奥深い谷間でひそかに信仰が受け継がれ
ていた、隠れキリシタンの里です。市域にはほかにも
興味深い所がいくつも。ボランティアガイドがご案内
します。

実は、
その下には、茨木別院から茨木神社の方へと東西に水路

（当時84才）
に永年の信仰

が流れているんです。
その証拠に、東隣りの通りには橋の欄干もあ

の労をねぎらいました。千提

るんです。ぜひ、見つけてみてくださいね。
「水」にまつわる地名が多

寺にあるキリシタン遺物史料

い茨木。阪急本通り商店街も、幾つかの水路をまたがって通ってい

館 には、重 要 文 化 財 の 絵

るほど、街には、多くの水路が存在しているんですよ。

画、工芸品が展示されていま

の方も
ウォーク初心者
ください。
加
参
ご
に
お気軽

観光ウォーク

す。ぜひ見に来てください。
「キリシタン遺物史料館」
■茨木市大字千提寺２６２
■午前９時３０分〜午後５時
■休館日：火曜日、国民の祝日
■入館料：無料

ォーク
ウ
光
観
き
ら
いば

！
！
大人気

えっ、
これが橋？ 老舗が並ぶあの商店街の下
縦横無尽に水路が走る！

茨木の山間部に隠れキリシタンの遺物が発見されたのは有名です

歩く前に
…
操 をして
準備 体
！
！
す
で
さぁ出発

M aster!

いつも観光ウォークに参加していた
「ここにも、短い橋が！」
イバラキ薬局前

「下に水路があるなんて！」阪急本通り商店街

だいているお二人に
「いばらき観光

子どもと「郷土かるた」で遊
びながらいつか行ってみたい
と思っていた所へ案内しても
らったり、里山の道を辿って
季節を感じたり、大きな樹を
見上げて長い年月に想いを
巡らせたり…。楽しく歩いて
リフレ ッシュ！茨 木 も 広
い！！
越智あき子さん

ボランティアガイド 牧野武彦さん
（左）、福井邦夫さん
（右）

参加の動機は運動不足の解
消でした。歩く速度も私の年
齢には調度良く、今後も参加
したいと思っています。昭和
50年から茨木に住んでいま
すが、知らない所も多く、
「こ
んな所に・・・」という発見が
多々あります。
井原孝恵さん

ウォーク」
についてお聞きしました。
茨木のお気に入りスポットも教えて

ほんまかいな？！

人生編

いただきましたよ！

茨木には古墳がたくさんあ
り、中には石室に入ることが
できるものもあるんですよ。
（写真は耳原古墳）

銀行員からテキ屋へと
１８０度の転身？！実は、大学の先生！！

よく、お祭りや読み聞かせイベントなどで見かける
「紙芝居とポン菓子」のおじさん、平松さんをご存知ですか？
実は平松さんはユニークな経歴をお持ちで、銀行員からテキ屋へ

いとの想いから、若い頃の路上販売員の経験をヒントに
「ポン菓子と

と180度の転身、
自分の新たな人生を模索するなか出会った図書

紙芝居」
をライフワークとして、
いろんなイベントなどで子ども達とお母

館司書の資格を27歳で取得。
そして昭和48年、消防署・公民館と

さんの前に立ち続けて楽しませています。

の合同庁舎として完成したばかりの茨木市立図書館
（現中条図書

あるとき絵本読み聞かせの場に来ていたあるお母さんから
「子供

館）
で働くことになります。

の頃は移動図書館をとても楽しみで、
その時に来てくれた平松さんも

それからの図書館人生31年では、
（中央・水尾・庄栄・穂積）
という特

よく覚えています。」
と声をかけられた事は、語り合いを大切にする平

色ある図書館の設立に関わり、
また
（絵本読み聞かせ）
（テープ図

松さんとって、親子二代に関わることができた嬉しさと達成感でとて

書）
（移動図書館ともしび号）
などの図書館の活性化を積極的に行

も印象に残っているエピソードだそうです。

う中、
「図書館学」
や「子供の成育を助ける絵本の読み聞かせ」
につ

そんな平松さんに人生のモットーを伺うと、
「まずは健康！体さえ健

いての研究も重ね、退職後はその分野の講師として梅花女子大

康なら、人生には色々な出会いやチャンスがあるからね！」
と明快にご

学、関西大学、龍谷大学の教壇に立っておられます。

回答。平松さん、
これからも健康に気をつけて茨木の子ども達を楽し

また、退職後も地域の多くの人たちと関わり続けたい・語り続けた

ませ続けてくださいね。

お気に入り

いばらき観光ウォーク

応募方法

5月 「古代神話と優雅バラ園を
楽しむ」
コース

応募締切日までに往復ハガキ、
または
メールにて代表者の郵便番号、住所、
氏名、電話番号、参加人数、希望コー
スをお書きの上、下記宛先までお送り
下さい。
（応募者多数の場合は抽選に
なる場合があります）
〒５６７-０８８１ 茨木市上中条１-９-２０
茨木商工会議所２階 茨木市観光協会宛
メール w-info@ibaraki-kankou.or.jp

コース
6月 「茨木パワースポット」
平成２４年６月１０日(日)

平成２４年５月１３日(日)

溝咋神社等古代神話を辿ります。若園公園
バラ園では色とりどりのバラの花が迎えてく
れます。

ぼくも みたいに
ん
平松さ
に
なこと
いろん いな♪
た
挑戦し

■歩程距離：約８km
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年５月７日(月)

総持寺や疣水神社等、茨木のパワースポッ
トを巡ります。
■歩程距離：約７km
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年６月４日(月)

？
いばらき観光ウォークって
年に１０回開催され、ボランティアガイドの
解説を聞きながら市内の史跡や名所を巡り
ます。散策から軽登山までバラエティ豊かな

平 松 克 一さん

お気に入り
毎年色とりどりのバラが咲き、
私たちの目を楽しませてくれる
バラ園 。とってもキレイです
よ。
（写真は若園公園バラ園）

コースをお楽しみいただけます。

市内には史跡や名所がたくさん！ゆ
っくり歩くのでウォーク初心者の方
でも安心です。

ほんまかいな？！
歴史編

ほんまかいな？！

８６年前バチカン（ローマ聖庁）
茨木に特使派遣！

守り続けたお祈り
海を越えて特使がやってきた！

街中編

商店街に、
「橋」がかかっていた！！

阪急本通り商店街と中央通りを

が、一番の驚きは江戸初期より代々キリスト教のお祈りが受け継がれ

結ぶ茨木心斎橋商店街。道幅がせ

た事です。 江戸末期までは家族皆でお祈りをし、
ツバメがやってくる

まく、
その距離が短いながらも、老舗

と３０日間の１日２食を続け、毎日身を清めてジチリナ
（むち）
で自分の

の店が立ち並ぶ賑わいどころ。

肩を打った行を毎年続けたそうです。江戸末期以降に一子相伝とな

その商店街の途中に、
「 橋」
が架

り、時には、深夜に家人にも秘密でオラショ
（祈祷）
を唱えました。ロー

かっているんです！なぜ、
こんなところ

マ聖庁の使節団は大正１５年
（１９２６）
４月２２日、千提寺の仲谷源之

に橋が？と不思議に思いますよね。

助氏宅を訪れ、仲谷イトさん

ボランティアガイドさんの
お話は「へぇ～」と
思うことがいっぱいです。

ご存知ですか？茨木市の歴史には全国的に有名な
ものが二つあります。
弥生時代に銅鐸を作った鋳型が日本で唯一、
ほぼ
完全な形で見つかった東奈良遺跡と、大正時代ま
で北摂の奥深い谷間でひそかに信仰が受け継がれ
ていた、隠れキリシタンの里です。市域にはほかにも
興味深い所がいくつも。ボランティアガイドがご案内
します。

実は、
その下には、茨木別院から茨木神社の方へと東西に水路

（当時84才）
に永年の信仰

が流れているんです。
その証拠に、東隣りの通りには橋の欄干もあ

の労をねぎらいました。千提

るんです。ぜひ、見つけてみてくださいね。
「水」にまつわる地名が多

寺にあるキリシタン遺物史料

い茨木。阪急本通り商店街も、幾つかの水路をまたがって通ってい

館 には、重 要 文 化 財 の 絵

るほど、街には、多くの水路が存在しているんですよ。

画、工芸品が展示されていま

の方も
ウォーク初心者
ください。
加
参
ご
に
お気軽

観光ウォーク

す。ぜひ見に来てください。
「キリシタン遺物史料館」
■茨木市大字千提寺２６２
■午前９時３０分〜午後５時
■休館日：火曜日、国民の祝日
■入館料：無料

ォーク
ウ
光
観
き
ら
いば

！
！
大人気

えっ、
これが橋？ 老舗が並ぶあの商店街の下
縦横無尽に水路が走る！

茨木の山間部に隠れキリシタンの遺物が発見されたのは有名です

歩く前に
…
操 をして
準備 体
！
！
す
で
さぁ出発

M aster!

いつも観光ウォークに参加していた
「ここにも、短い橋が！」
イバラキ薬局前

「下に水路があるなんて！」阪急本通り商店街

だいているお二人に
「いばらき観光

子どもと「郷土かるた」で遊
びながらいつか行ってみたい
と思っていた所へ案内しても
らったり、里山の道を辿って
季節を感じたり、大きな樹を
見上げて長い年月に想いを
巡らせたり…。楽しく歩いて
リフレ ッシュ！茨 木 も 広
い！！
越智あき子さん

ボランティアガイド 牧野武彦さん
（左）、福井邦夫さん
（右）

参加の動機は運動不足の解
消でした。歩く速度も私の年
齢には調度良く、今後も参加
したいと思っています。昭和
50年から茨木に住んでいま
すが、知らない所も多く、
「こ
んな所に・・・」という発見が
多々あります。
井原孝恵さん

ウォーク」
についてお聞きしました。
茨木のお気に入りスポットも教えて

ほんまかいな？！

人生編

いただきましたよ！

茨木には古墳がたくさんあ
り、中には石室に入ることが
できるものもあるんですよ。
（写真は耳原古墳）

銀行員からテキ屋へと
１８０度の転身？！実は、大学の先生！！

よく、お祭りや読み聞かせイベントなどで見かける
「紙芝居とポン菓子」のおじさん、平松さんをご存知ですか？
実は平松さんはユニークな経歴をお持ちで、銀行員からテキ屋へ

いとの想いから、若い頃の路上販売員の経験をヒントに
「ポン菓子と

と180度の転身、
自分の新たな人生を模索するなか出会った図書

紙芝居」
をライフワークとして、
いろんなイベントなどで子ども達とお母

館司書の資格を27歳で取得。
そして昭和48年、消防署・公民館と

さんの前に立ち続けて楽しませています。

の合同庁舎として完成したばかりの茨木市立図書館
（現中条図書

あるとき絵本読み聞かせの場に来ていたあるお母さんから
「子供

館）
で働くことになります。

の頃は移動図書館をとても楽しみで、
その時に来てくれた平松さんも

それからの図書館人生31年では、
（中央・水尾・庄栄・穂積）
という特

よく覚えています。」
と声をかけられた事は、語り合いを大切にする平

色ある図書館の設立に関わり、
また
（絵本読み聞かせ）
（テープ図

松さんとって、親子二代に関わることができた嬉しさと達成感でとて

書）
（移動図書館ともしび号）
などの図書館の活性化を積極的に行

も印象に残っているエピソードだそうです。

う中、
「図書館学」
や「子供の成育を助ける絵本の読み聞かせ」
につ

そんな平松さんに人生のモットーを伺うと、
「まずは健康！体さえ健

いての研究も重ね、退職後はその分野の講師として梅花女子大

康なら、人生には色々な出会いやチャンスがあるからね！」
と明快にご

学、関西大学、龍谷大学の教壇に立っておられます。

回答。平松さん、
これからも健康に気をつけて茨木の子ども達を楽し

また、退職後も地域の多くの人たちと関わり続けたい・語り続けた

ませ続けてくださいね。

お気に入り

いばらき観光ウォーク

応募方法

5月 「古代神話と優雅バラ園を
楽しむ」
コース

応募締切日までに往復ハガキ、
または
メールにて代表者の郵便番号、住所、
氏名、電話番号、参加人数、希望コー
スをお書きの上、下記宛先までお送り
下さい。
（応募者多数の場合は抽選に
なる場合があります）
〒５６７-０８８１ 茨木市上中条１-９-２０
茨木商工会議所２階 茨木市観光協会宛
メール w-info@ibaraki-kankou.or.jp

コース
6月 「茨木パワースポット」
平成２４年６月１０日(日)

平成２４年５月１３日(日)

溝咋神社等古代神話を辿ります。若園公園
バラ園では色とりどりのバラの花が迎えてく
れます。

ぼくも みたいに
ん
平松さ
に
なこと
いろん いな♪
た
挑戦し

■歩程距離：約８km
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年５月７日(月)

総持寺や疣水神社等、茨木のパワースポッ
トを巡ります。
■歩程距離：約７km
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年６月４日(月)

？
いばらき観光ウォークって
年に１０回開催され、ボランティアガイドの
解説を聞きながら市内の史跡や名所を巡り
ます。散策から軽登山までバラエティ豊かな

平 松 克 一さん

お気に入り
毎年色とりどりのバラが咲き、
私たちの目を楽しませてくれる
バラ園 。とってもキレイです
よ。
（写真は若園公園バラ園）

コースをお楽しみいただけます。

市内には史跡や名所がたくさん！ゆ
っくり歩くのでウォーク初心者の方
でも安心です。

行こう！
サン・チャイルドを見に

ＧＯー！
ＧＯー！

茨木

阪急南茨木駅前に、現代美術作家として国内外で

光協
市観

会 発！

街のアレ コレ ノート

発行日/平成24年5月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会 会長 土方正英
茨木市上中条1-9-20 茨木商工会議所2F TEL.072-645-2020
編集・制作 株式会社シティライフNEW

幅広く活躍されているヤノベケンジさんの彫刻作品「サ
ン・チャイルド」
が設置されました。防護服を脱いでも生き

VOl.

ていける世界を願い、
たとえ傷ついてもたくましく立ち向
３月１１日には除幕式が行われ、
ヤノベさんのスピーチ
の他、
ワークショップや屋台の出店もあり、大いに盛り上

茨 木自慢 小ネタ集

がりました。間近で見るサン・チャイルドは高さ６．
２メート
ルと大迫力！
！茨木の新しいランドマークの誕生です！
！

現代美術作家

ヤノベケンジさん

INFORMATION
茨木音楽祭

モノ Recommend オススメ
オススメ

イ
イベ
ベン
ント
ト

FORTY/4 CLOVER

平成24年5月5日(祝)

ほんまかいな？！
知っていそうで知らなかった事に「ほんまかいな！」って
おどろいてね。僕も小学校に入って勉強したかったなあー
金髪でパーマかかっているから同級生に怖がられるかな。
でも僕のは天然パーマなんだけど…

1965年大阪生まれ。6歳から茨木市で過ごす。現代社会を生き
抜くための、
さまざまな実機能をもつ大型機械彫刻を数多く制作。
近年では巨大ロボットや火を噴く
ドラゴン船など、壮大なパフォーマ
ンスを展開し精力的に発表を続けている。2009年大阪文化賞受
賞。現在、京都造形芸術大学教授。

コト E v e n t

5

2012 春号

かう姿を表しています。

ちょうど１００年前に
卒業しました！

tocotowa

川端 康 成が通ったお店

豊川小学校は川端康成と笹川良一が卒業し
た小学校です。当時、豊川村は茨木市と箕面市
にまたがっていました。宿久庄に住んでいた川端
康成は茨木市の名誉市民に、笹川良一は箕面
市の名誉市民となりましたが、二人は仲良しの同

■住所：茨木市舟木町3-28 フェリーズ茨木1F
■電話：
０７２-６３６-８８３０
■HP：http://www.44clover.jp

■問合：茨木音楽祭実行委員会
■電話：
０７２-６３８-３９１４
■ＨＰ
：http://www.ibaon.jp/

スヌーズタイム

注目 フレンド会員募集！

級生
（ほんま）
で百年前の１９１２年
（明治４５年）
に

人と地球に優しいベビー雑貨のお店です。
木のおもちゃやオーガニックコットン製品など、
ご
出産祝い・プレゼントにも喜んで頂いています。

同校を卒業しました。
その年４月、川端康成は茨木
中学校に１番（ほんま）
で入学、中学時代に利用
したお店が現在でも残っています。豊川小学校は

■住所：茨木市駅前１-８-１９-１０１
■電話：
０７２-６２３-０２３１
■HP：http://tocotowa.jp/

豊 川 村が 二 分したた
め、茨 木 市 箕 面 市 学
校組合立豊川小学校

玉屋月心庵

という長い校名を約１０
年間続けました。

豊川小学校

ぼくも
パンチデ
ビュー！
？

きみ

３６年前の“喜美”に会いに行く
もっと、
「茨木」がお得になる♪

フレンド会員カード。茨木市観光協会の窓口で登録できます。

もっと市民の方々が街で楽しんでもらえたらと、
年会費2,000円で茨木市内の約80店舗で特
典サービスが受けられる
「フレンド会員」
を新た
に設けました。気軽にお問い合せくださいね！
■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

編集

後

記

■世はまさにゴールデンウィーク。街ですれ
違う人たちみんなが、陽気になって、
うき
うき顔で！そんな風景を思い浮かべながら
原稿を書いていました。 （まれすけ）
■茨木市の名誉市民にゴルフの杉原輝
雄さんも入れて欲しい。
ゴルフは市歌に

茨木市観光協会

お休み前の１５minを提案する「ふとん専門
店」。4種類のベッドに気軽に横になって睡眠
の大切さを感じて下さい。

お祝い用品・結納品・金封・和小物の販売。
フリースペース
（蔵）
では、
ギャラリーカフェとして
イベントを開催。

■住所：茨木市白川１-３-２７
■電話：
０７２-６３７-７６８６
■HP：http://www.snoozetime.com/

■住所：茨木市元町６-３４
■電話：
０７２-６２２-２６６６
■HP：http://www.f2.dion.ne.jp/˜kokotan/

「ゴルフの丘」
という歌詞もあり、市内に
４つもゴルフ場がある観光資源、努力の
杉原さんは茨木の誇りです。
（元ゴルフ童子）
■茨木の充実した図書館を満喫している
市民は沢山いらっしゃるはず。平松さん
の熱意に感謝です。 （ペラちゃん）
■サン・チャイルドの除幕式に行きました！

http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

たくさんのちびっ子がサン・チャイルドのコ
スプレしてて可愛かった〜。
（よんよん）
■表紙の童子クンがかぶっているものは学
生帽のつもりなんですが分かるでしょう
か？？ 不器用ながら一生懸命作りました！
！
でもちょっと浮いてる(T̲T)
（いづむ）

VOl.

6次号

は
8月発行予定！
お楽しみに♪
2012 夏号

いろいろ情報
盛りだくさん！！
ぼくのブログも見てね！

「童子クンのブログ」で検索

山口紅葉堂北店

■住所：茨木市元町３-４
■電話：
０７２-６２２-２８４８

みなさんご存じ
「パンチパーマ」の開発に、茨木市下中条にある
「ヘア
ーサロン喜美」の吉中氏が中心的な役割を担っていたのです。
今から36年前の昭和51年、当時流行っていたアフロヘアーの短いヴァージョ
ンを、吉中氏ら4人で研究していました。試行錯誤を繰り返し、生まれたのが写真のア
イロン
（→）
。アイロン業者さんに頼んで6mm〜8mmのアイロンを作ることから始まりました。
最初はニクロム線のアイロンだったため髪が焦げたりしましたが、今はセラミックのアイロンになっ
たそうです。吉中さんは開発したパンチパーマを広げるために愛知、富山、和歌山などへ講習にでかけ、
技術を伝授していったそうです。
ところで、
パンチパーマという名は
「アイロンでパチッとはさむ」
こと
からそう呼ばれるようになったと
か。
さて吉中氏の次なる企画は
「耳かきエステ」。昔は散髪屋さ
んでやっていたらしいですよ。

ヘアーサロン喜美
オーナー

吉中定次さん

ヘアーサロン喜美
■住所：茨木市下中条町２-２
■電話：
０７２-６２７-０３４０

堀廣旭堂

■住所：茨木市大手町４-１９
■電話：
０７２-６２２-２０３９

たち、
ゆかりのお店 よう♪
み
ぼくも行って

2010年にOPENしたレディース&メンズセレク
トショップ。国内外ブランドの個性的なお洋服
が並ぶ、茨木の新しい注目スポットです。

第４回を迎える今年の茨音は屋外５会場プラス
屋内１１会場にプロ・アマ約８０組が大集結♪フ
リマ、飲食ブース、
マルシェ、
アートコーナーもあり
ますよ!詳細はＨＰをチェック！
！

藤田屋薬局

■住所：茨木市元町２-２３
■電話：
０７２-６２２-２０２５

