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茨木市農業祭

バル（BAR）フェスタいばらき2012

平成２４年１１月１７日
（土）
・１８日
（日）

平成２４年１２月９日
（日）

■場所：茨木市役所前 中央公園 南・北グラウンド
■問合先：茨木市農業祭実行委員会
（茨木市産業環境部農林課：
０７２-６２０-１６２２）

会 発！

街のアレ コレ ノート

VOl.

午前１０時〜

ＪＡ茨木市の関係団体が各地で行っている
直売所・朝市が一同に集合！新鮮でおいしい
お野菜などを取り揃えてお待ちしております！

■問合先：いばらきバルフェスタ協会
090-9115-5086
（協会直通）

「茨木の南の方に
大きな市場があるのは
知っているけど…
行ったことがないし…
私たちでも入れるの？」
こんな風に思っている人も
多いのでは？今回はこの
「大阪府中央卸売市場」
を紹介するよ！

注目 フレンド会員募集！
かくれがカフェ 遊夢
昭和53年、人口増加が進む北大阪地域の「台所を支える総合
食品供給基地」
として、地域の中央で交通の要衝でもある茨木市
の河川敷だったこの場所に、
「 中央卸売市場」
と
「加工食品卸売

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。

珍しい野菜を使ったサラダや３種類から選ぶことので
きるパスタなど、こだわりのランチを食べることができる
老舗イタリア料理店。自家製の手打ち麺がオススメ！
！

健康を考え
「食」
を通じて少しでも皆様の健康
をサポート出来ればと始めた玄米とかぼちゃパ
ン＋季節の野菜ドリンク付のメニューです。

■価格：
１,０５０円〜(写真のランチは１,６８０円)
■住所：茨木市天王２-４-１２
■電話：
０７２-６２６-９４２０
■HP：http://ristorantepolpo.blog.fc2.com/

■価格：
１,０００円
（他、
日替りランチ780円）
■住所：茨木市元町６-３７
■電話：
０７２-６２４-１３０１
■HP: http://www.webstar-jpn.com/yumu/top.html

！
大人気！

ウォーク
いばらき観光

11月

藤原鎌足と武士の道を訪ねてコース
平成２４年１１月２３日(祝)

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/

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

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。

12月

世紀の大発見！！
隠れキリシタンの道を歩くコース
平成２４年１２月１６日(日)

1月

〒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

西国札所巡礼 総持寺〜勝尾寺コース
平成２５年１月６日(日)

島1丁目

野々宮2丁目

G.S.
大阪高槻京都線
島南口

駐車場
自転車・
バイク置場

加工食品
卸売場

大阪府中央
卸売市場

駐車場

茨木寝屋川線

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

「童子クンのブログ」
で検索

日本各地には長年継承された、風土に根ざした食
文化があります。開設して34年を迎える大阪府中
央卸売市場は、
日本全国で10位の取扱量を有す
る国から指定された中央拠点市場であり、美味し
く良質で安全安心な水産物や野菜・果物を消費
者の皆様にお届けすることで、食の喜びと感動を
知っていただけるよう日夜努力しております。

※12月23日は、年末恒例
「感謝セール」開催！

ラムー

千里丘寝屋川線

茨木市観光協会

いろいろ情報盛りだくさん！！
ぼくのブログも見てね！

観光協会事務局
などで配布予定です

■HP:http://www.osakafu-ichiba.jp/
■問合:TEL.072-636-3698
（大阪府中央卸売市場協会）

オトクな割引や
抽選会など
盛りだくさんの
イベントが
毎月開催！

モノレール

■先日、
「いばらきのぉとのファンなんです」
と女性がお二人事務所にいらっしゃい
ました！電話中だったためお話できません
でしたが、嬉しくて思わずニヤニヤしちゃ
いました。
（いづむ）

■「いばらきのおと」
ももう7号目！始まってか
らは2年目！どんどん茨木の魅力をみんな
で掘り起こしていきたいですね☆ぜひぜ
ひ、情報もお待ちしております〜♪（よん
よん）

2013 春号
は
２月発行予定
！
お楽しみに♪

◯旬の野菜・果物・魚の即売
先着
◯マグロの解体・即売
1
（販売
・
試食）
,0
◯鮭（サケ）の日フェア
00名に
◯加工食品の試食・販売
粗品進呈!!
◯食育コーナー（クイズ・模擬セリなど）
◯巨大魚の展示
◯うなぎつかみ（お子さま向）
◯スピードくじ（1枚100円・空くじ無し）

【日時】毎月最終の土曜日（11月は24日！）※12月を除く
午前8時〜午後1時
【場所】
「加工食品卸売場」こだわり食材市場

トラックターミナル

■「茨の木」
という歌を発売された小林幸
子さん。あの騒動後、新たな門出となっ
た歌のタイトルです。
その「茨の木」の歌
と茨木と、何かつながるものはないかと
思ってみたり…。
そこで、
さだまさしさん作
詞作曲の歌詞をみましたが、やはり、
い
つかは乗り越えられるという気持ちを歌

■地産地消でじっくり地元茨木の良さを舌
と目で味わう季節です。
（TAD）

【日時】平成24年11月11日（日）午前9時〜午前12時
【場所】
「中央卸売市場」茨木市宮島1丁目1-1

『こだわり市 』
桜通り

記

8次号

『 市場開放デー 』

他にもオトク情 報

至守口

■歩程距離：約１３km
■参加費：
３００円(観光協会会員は２００円)
■応募締切：平成２４年１２月２１日(金)

年に一度のこのチャンス！

摂津

■歩程距離：約７㎞
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年１２月１０日
（月）

後

増えて、
より身近な存在になっています。

■HP：http://www.osakafu-ichiba.jp/
■問合せ：072-636-2002
［大阪府中央卸売市場 管理センター㈱］

大阪中央環状線

■歩程距離：約８㎞
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年１１月１６日
（金）

編集

年は
『市場開放デー』
『 食育塾』
『 社会見学』
など地域向け企画も

沢良宜

西国二十二番札所の総持寺と二十三番札
所である勝尾寺を巡るコースです(健脚向き)

VOl.

（この広さは全国72ある中央市場のうち9番目に広いそうです！）
近

至吹田

隠れキリシタンの里として有名な千提寺・下
音羽地区を中心に、
キリシタン関連の縁の
地を巡ります。

■食欲の秋、
ダイエットの身には誘惑の多
い季節がやってきましたね。
（ぺらちゃん）

場」
からなる、甲子園球場6個分の広さの市場が開設されました。

もっと市場を楽しもう！！

藤原鎌足の縁が深い阿為神社で蹴鞠鑑賞
後、鎌足が埋葬されているといわれる阿武山
古墳を巡り、摂津峡公園へ向かうコースです。

にしたものでした。
（たくし）
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市場に行こう!! 〜大阪府中央卸売市場〜

■場所：茨木市市民会館 ドリームホール
■問合先：
ＪＡ茨木市 総務部
（０７２-６２７-７７６１）

オススメ
オススメ

リストランテポルポ

発行日/平成24年11月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会 会長 北尾 渉
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

2012 冬号

茨 木まちなか食
べ歩きイベント。
阪急茨木市駅・
Ｊ
Ｒ茨木駅近辺の
約 1 0 0 店 舗 。５
枚 綴 り（ 当 日
3 , 5 0 0 円 ）のチ
ケット購 入が 必
要。

市内産農林産物販売のほか、
ステージショー、
ポン菓子の無償配布など楽しいイベントが盛り
だくさん！毎年多くの人で賑わいます。

ランチ L u n c h

新鮮朝市

平成２４年１１月２３日(祝)・２４日(土)

光協
市観

駐車場
正門
安威川

東海道新幹線

■住所:茨木市宮島1丁目2-1
■HP:http://www.kodawari-ichiba.or.jp/
■問合:TEL.072-636-4118（大阪府中央卸売市場 加工食品卸売商業協同組合）

一般のお買い物
大阪府青果卸売協同組合
理事長 東野達雄

大阪府水産物卸協同組合
理事長 山口秀雄

「果物セット」を５名様にプレゼントします

お名前、
ご住所、電話番号ををご記入の上、下記の宛先までお送り下さい。
［11月24日
（土）
必着］

〒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
「いばらきのぉとプレゼント」係
（プレゼントの当選は発送をもってかえさせていただきます)

「こだわり食材市場」はプロの厳しい目に
よって選ばれたこだわりの食材が何でも揃う！
！
「中央卸売売場」
では水産や青果などのセリが行われていて、
一般の方は見学はできますが、
『 市場開放デー』等をのぞき、普
段は買い物はできません。加工食品卸売場「こだわり食材市
場」
では、一般の方も業者と同じ卸売価格で1品から買い物が
できます。

いばらき

食 の社会見学

なごみのとうふ

伏見屋

絹こし豆腐、木綿豆腐、
くみあげ豆腐に、油揚げと厚揚げ、
そして湯
葉。豆腐にもいろいろと種類がありますが、豆腐の基本は、
「 大豆」
と
「にがり」
だけ。
シンプルなだけに大豆の品種や、
その土地の水、季節、

お豆腐の工場見学に
行ってきました。

第40回茨木フェスティバル

グルメバトル

BEST

伏見屋の工場見学の楽しさは、
なんといっても見
学後の試食会です。伏見屋のいろいろな豆腐が机
方を変えながら豆腐そのも

「伏見屋」の歴史は、屋号を
「伏見屋」
と名乗る京都の伏見から来たこ

ののおいしさを堪能できま

んにゃく屋が、高槻市富田

す。また、豆腐加工商品も

町にある本照寺の門前で

試食でき、豆腐でできる食

の商いから始まりました。
そ

材の多さに驚きます。特に

の後、明治24年に本照寺

お豆腐を使ったお豆腐チー

の門前から茨木市田中町

ズケーキなどのスイーツが

3

れます。数量に限りがございます。

したお店にオススメ

ご予約受付中！

商品を教えて
いただきました！

■住所：茨木市永代町7-27
（茨木本店）
■電話：072-621-4770
■HP：http://www.jyo-ryu.net

く、バスツアーでこられる団体もある
にこられていました。
ご近所だけでは

を持ちながら、
１日で約20,000丁のお豆腐を

なく、
１人でも多くの方に豆腐のお

製造しています。その工場見学を案内してくれ

いしさをお伝えしたいと数年前から

たのは、伏見屋販売員の大井さん。
「茨木は昔

場へと移動しました。工場内では、豆腐製造の
流れを知ることができ、湯葉の引き上げは、
目の
前で見ることができます。

始められた工場見学は、今は、
１ヶ月

2

焼 肉でん

前から予約がうまってしまうほどの人気です。見て、食べて、
そして会話

菜 果 ８０８

3

食欲の秋
やっぱり焼肉！

も楽しめるコースとなっており、
あらためて茨木の良さを知ることのできた
工場見学でした。

嫌いな方でも食べられる！？
あま〜いトマト
茨木フェスティバル・グルメバトルに

焼肉でんの食べ放題が、嬉しい値

■住所：茨木市田中町２−２１
■電話：072-631-7422
■HP:http://www.fushimiya.co.jp/

出店した焼き野菜にも使われた菜

下げ！10月に肉のグレードもアップ

果808自慢のフルーツミニトマトあ

してリニューアルしました。オススメ

工場見学 事前予約制。
参加無料(人数に制限があります）

いこ。大阪能勢で育ったあいこは

は石焼や冷麺、
デザート他130種

糖度が9度もあり、
しっかりとした甘

類以上食べられるエクストラコー

味を持っています。実際にスタッフ

ス。目玉は大判のプレミアムロース

が能勢へ採りに行っているのでと

のプレゼントです！

ボクの顔が入ったお菓子が
たくさん！我ながらどのお菓子も
かわいいなぁ♪
茨木土産にいかがですか～？？

茨木のご当地キャラクター
「いばらき童子」の
お菓子があるのをご存じですか？
凛々しい童子やニッコリ笑っている童子など

童子焼まんじゅう

ふわふわロール

ハチミツ入りの生地の中には甘い餡がたっぷり。
白あん、黒あんの２種類があり、食べやすい一口
サイズが人気の秘密！
！
●値段：白あん ４０円、黒あん ５０円

原料は小麦粉、卵、砂糖、生クリームのシン
プルなロールケーキ。
シンプルなだけに職
人さんが一つ一つ丁寧に作っています。
●値段：
６３０円

※茨木店では、近日掲載メニューを
開始致します。
■住所：大阪府茨木市双葉町８-１０
レアル北上２階
■電話：
０７２-６３７-５８００
■HP：http://www.sumibiyakiniku.com/

綿菓子やバルーンな
どお楽しみいろいろ、
いつもの笑顔でお待
ちしています！お子様
とご一緒にどうぞ！

せいじどう

■住所：茨木市西中条２-１１ 電話：
０７２-６２４-０５０２
■住所：茨木市西中条５-１９ 電話：
０７２-６２５-１１５５

●フルーツミニトマトあいこ
１８０g ２５０円

私達が実際に畑に行き
見つけてきたこだわり野菜
を是非 食べてみてくださ
い。ほんとにうまいです!
おもしろい野菜が沢山
オーナー ○○さん
ありますよ。

■住所：茨木市
中総持寺町１１-１
■電話：
０７２-６３６-５７０５
■HP：http://4d-plus.jp/saika808/

茨フェス焼き

生地はもちろん、中に入っている粒あん、
カスター
ドクリームもすべてメイドイin茨木の回転焼き。通
常販売されていないレアな一品！
●値段：
１個１００円
（売切れ次第終了）

知ってますか？！シリーズ
茨 木は酒 米 の 産 地だった？

■住所：茨木市駅前１-４-１
■電話：
０７２-６２１-８６８６

っても新鮮！

※一部の店舗でメニューが異なります。
詳細はHPをご確認下さい。

童子商品紹介
それぞれ表情が違ってかわいらしいですね！
！

童子焼まんじゅう

田畑 純 さん

とか。
この日もベルギーの方が見学

伏見屋では、
おいしい豆腐づくりにこだわり

寧に説明してくださり、
さっそく店舗裏にある工

テレビ朝日系全国ネット
「ヒットの泉」で新宿伊
勢丹の人気スイーツでも
1位をいただきました。

●うっふロール ぷりん
（1本）1,260円

最近は、遠方からの見学者も多

まずは、伏見屋の豆腐のおいしさの秘密を丁

ふぷりんにほろ苦いカラメルソース
が味の決め手として一体感が生ま

気投票ベスト３に入賞

お勧めです。

下水を汲み上げて豆腐づくりをしています」
と、

リームがたっぷり。自慢の元祖うっ

スティバルでのイベント
「グルメバトル」
で人

之助元吉の代から現在ま

からゆたかな伏流水に恵まれた場所で、今も地

口の中に入れると溶けるようなロ

ール生地の中には北海道産のク

７月２８日、
２９日に行われた第４０回茨木フェ

に移り、時の当主、上田鹿
で5代続いているそうです。

プリンもケーキも
同時に味わえる
専門店のロールケーキ

みんなで選んだおいしいお店！
ぜひ行ってみよう！！

いっぱいに並べられ、食べ

気候によって、香りや旨味が決まってきます。代々受け継がれてきた

うっふぷりん

1

■販売日時：
１１月５日
（月）
午前１０時〜午後３時
■場所：茨木にぎわい亭前駐輪場
次回は茨木マイスターズセールにて出店
（販売は粒あんのみ）
※天候によって、中止の場合有り。

vol.2

国 鉄 茨 木 駅から
灘に向けて出荷
される酒米

今では茨木の造り酒屋は宿久庄で酒蔵を営む中尾酒造だけになりましたが、

当時の春日村大字郡に郡支店を開店しています。現在、全国的に酒米の主

かつて江戸時代にはかなり規模の大きな酒蔵が４軒、
その他にも小さな酒蔵

流は山田錦という品種ですが、昭和初期まで茨木で主に生産されていた酒

が数軒ありました。
お酒の質も江戸に送られる下り酒として灘、伊丹のお酒に

米は三島雄町という品種で、背が高く稲穂も大きく立派な姿をした酒造好適

並ぶ評価を受けていました。
お酒の評価はその原料となる酒米の質の良さに

米でした。
しかい風に弱く手間がかかる品種のために生産されなくなってしま

あったと言われています。明治に入ってから酒蔵の数は減っていきましたが、

いました。
なんとかこの三島雄町のお酒を復活させようと１５年前、
酒造家、
酒

酒米の産地としての評価は変わることなく、宿久庄、清水といったところの酒

販売業者、地元農家の方々が力を合わせて山間部の見山地区でこの三島

米は「極上」
とされていました。地元での酒造りの減少にともなって茨木の酒

雄町の復活に取り組み50年ぶりに幻のお酒の味を蘇らせました。
そのお酒が

米は灘の大手酒蔵が買い付ける形になり、明治２８年に灘の酒造家によって

地元茨木で有名な中尾酒造の「見山」です。
なんともロマンあふれる味わいを

経営されていた灘商業銀行が茨木の酒米農家との代金受け払いのために

感じるのですが・
・
・

いばらき

食 の社会見学

なごみのとうふ

伏見屋

絹こし豆腐、木綿豆腐、
くみあげ豆腐に、油揚げと厚揚げ、
そして湯
葉。豆腐にもいろいろと種類がありますが、豆腐の基本は、
「 大豆」
と
「にがり」
だけ。
シンプルなだけに大豆の品種や、
その土地の水、季節、

お豆腐の工場見学に
行ってきました。

第40回茨木フェスティバル

グルメバトル

BEST

伏見屋の工場見学の楽しさは、
なんといっても見
学後の試食会です。伏見屋のいろいろな豆腐が机
方を変えながら豆腐そのも

「伏見屋」の歴史は、屋号を
「伏見屋」
と名乗る京都の伏見から来たこ

ののおいしさを堪能できま

んにゃく屋が、高槻市富田

す。また、豆腐加工商品も

町にある本照寺の門前で

試食でき、豆腐でできる食

の商いから始まりました。
そ

材の多さに驚きます。特に

の後、明治24年に本照寺

お豆腐を使ったお豆腐チー

の門前から茨木市田中町

ズケーキなどのスイーツが

3

れます。数量に限りがございます。

したお店にオススメ

ご予約受付中！

商品を教えて
いただきました！

■住所：茨木市永代町7-27
（茨木本店）
■電話：072-621-4770
■HP：http://www.jyo-ryu.net

く、バスツアーでこられる団体もある
にこられていました。
ご近所だけでは

を持ちながら、
１日で約20,000丁のお豆腐を

なく、
１人でも多くの方に豆腐のお

製造しています。その工場見学を案内してくれ

いしさをお伝えしたいと数年前から

たのは、伏見屋販売員の大井さん。
「茨木は昔

場へと移動しました。工場内では、豆腐製造の
流れを知ることができ、湯葉の引き上げは、
目の
前で見ることができます。

始められた工場見学は、今は、
１ヶ月

2

焼 肉でん

前から予約がうまってしまうほどの人気です。見て、食べて、
そして会話

菜 果 ８０８

3

食欲の秋
やっぱり焼肉！

も楽しめるコースとなっており、
あらためて茨木の良さを知ることのできた
工場見学でした。

嫌いな方でも食べられる！？
あま〜いトマト
茨木フェスティバル・グルメバトルに

焼肉でんの食べ放題が、嬉しい値

■住所：茨木市田中町２−２１
■電話：072-631-7422
■HP:http://www.fushimiya.co.jp/

出店した焼き野菜にも使われた菜

下げ！10月に肉のグレードもアップ

果808自慢のフルーツミニトマトあ

してリニューアルしました。オススメ

工場見学 事前予約制。
参加無料(人数に制限があります）

いこ。大阪能勢で育ったあいこは

は石焼や冷麺、
デザート他130種

糖度が9度もあり、
しっかりとした甘

類以上食べられるエクストラコー

味を持っています。実際にスタッフ

ス。目玉は大判のプレミアムロース

が能勢へ採りに行っているのでと

のプレゼントです！

ボクの顔が入ったお菓子が
たくさん！我ながらどのお菓子も
かわいいなぁ♪
茨木土産にいかがですか～？？

茨木のご当地キャラクター
「いばらき童子」の
お菓子があるのをご存じですか？
凛々しい童子やニッコリ笑っている童子など

童子焼まんじゅう

ふわふわロール

ハチミツ入りの生地の中には甘い餡がたっぷり。
白あん、黒あんの２種類があり、食べやすい一口
サイズが人気の秘密！
！
●値段：白あん ４０円、黒あん ５０円

原料は小麦粉、卵、砂糖、生クリームのシン
プルなロールケーキ。
シンプルなだけに職
人さんが一つ一つ丁寧に作っています。
●値段：
６３０円

※茨木店では、近日掲載メニューを
開始致します。
■住所：大阪府茨木市双葉町８-１０
レアル北上２階
■電話：
０７２-６３７-５８００
■HP：http://www.sumibiyakiniku.com/

綿菓子やバルーンな
どお楽しみいろいろ、
いつもの笑顔でお待
ちしています！お子様
とご一緒にどうぞ！

せいじどう

■住所：茨木市西中条２-１１ 電話：
０７２-６２４-０５０２
■住所：茨木市西中条５-１９ 電話：
０７２-６２５-１１５５

●フルーツミニトマトあいこ
１８０g ２５０円

私達が実際に畑に行き
見つけてきたこだわり野菜
を是非 食べてみてくださ
い。ほんとにうまいです!
おもしろい野菜が沢山
オーナー ○○さん
ありますよ。

■住所：茨木市
中総持寺町１１-１
■電話：
０７２-６３６-５７０５
■HP：http://4d-plus.jp/saika808/

茨フェス焼き

生地はもちろん、中に入っている粒あん、
カスター
ドクリームもすべてメイドイin茨木の回転焼き。通
常販売されていないレアな一品！
●値段：
１個１００円
（売切れ次第終了）

知ってますか？！シリーズ
茨 木は酒 米 の 産 地だった？

■住所：茨木市駅前１-４-１
■電話：
０７２-６２１-８６８６

っても新鮮！

※一部の店舗でメニューが異なります。
詳細はHPをご確認下さい。

童子商品紹介
それぞれ表情が違ってかわいらしいですね！
！

童子焼まんじゅう

田畑 純 さん

とか。
この日もベルギーの方が見学

伏見屋では、
おいしい豆腐づくりにこだわり

寧に説明してくださり、
さっそく店舗裏にある工

テレビ朝日系全国ネット
「ヒットの泉」で新宿伊
勢丹の人気スイーツでも
1位をいただきました。

●うっふロール ぷりん
（1本）1,260円

最近は、遠方からの見学者も多

まずは、伏見屋の豆腐のおいしさの秘密を丁

ふぷりんにほろ苦いカラメルソース
が味の決め手として一体感が生ま

気投票ベスト３に入賞

お勧めです。

下水を汲み上げて豆腐づくりをしています」
と、

リームがたっぷり。自慢の元祖うっ

スティバルでのイベント
「グルメバトル」
で人

之助元吉の代から現在ま

からゆたかな伏流水に恵まれた場所で、今も地

口の中に入れると溶けるようなロ

ール生地の中には北海道産のク

７月２８日、
２９日に行われた第４０回茨木フェ

に移り、時の当主、上田鹿
で5代続いているそうです。

プリンもケーキも
同時に味わえる
専門店のロールケーキ

みんなで選んだおいしいお店！
ぜひ行ってみよう！！

いっぱいに並べられ、食べ

気候によって、香りや旨味が決まってきます。代々受け継がれてきた

うっふぷりん

1

■販売日時：
１１月５日
（月）
午前１０時〜午後３時
■場所：茨木にぎわい亭前駐輪場
次回は茨木マイスターズセールにて出店
（販売は粒あんのみ）
※天候によって、中止の場合有り。
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かつて江戸時代にはかなり規模の大きな酒蔵が４軒、
その他にも小さな酒蔵

流は山田錦という品種ですが、昭和初期まで茨木で主に生産されていた酒

が数軒ありました。
お酒の質も江戸に送られる下り酒として灘、伊丹のお酒に

米は三島雄町という品種で、背が高く稲穂も大きく立派な姿をした酒造好適
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お酒の評価はその原料となる酒米の質の良さに

米でした。
しかい風に弱く手間がかかる品種のために生産されなくなってしま

あったと言われています。明治に入ってから酒蔵の数は減っていきましたが、

いました。
なんとかこの三島雄町のお酒を復活させようと１５年前、
酒造家、
酒

酒米の産地としての評価は変わることなく、宿久庄、清水といったところの酒

販売業者、地元農家の方々が力を合わせて山間部の見山地区でこの三島

米は「極上」
とされていました。地元での酒造りの減少にともなって茨木の酒

雄町の復活に取り組み50年ぶりに幻のお酒の味を蘇らせました。
そのお酒が

米は灘の大手酒蔵が買い付ける形になり、明治２８年に灘の酒造家によって

地元茨木で有名な中尾酒造の「見山」です。
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経営されていた灘商業銀行が茨木の酒米農家との代金受け払いのために
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茨木市農業祭

バル（BAR）フェスタいばらき2012

平成２４年１１月１７日
（土）
・１８日
（日）

平成２４年１２月９日
（日）

■場所：茨木市役所前 中央公園 南・北グラウンド
■問合先：茨木市農業祭実行委員会
（茨木市産業環境部農林課：
０７２-６２０-１６２２）

会 発！

街のアレ コレ ノート

VOl.

午前１０時〜

ＪＡ茨木市の関係団体が各地で行っている
直売所・朝市が一同に集合！新鮮でおいしい
お野菜などを取り揃えてお待ちしております！

■問合先：いばらきバルフェスタ協会
090-9115-5086
（協会直通）

「茨木の南の方に
大きな市場があるのは
知っているけど…
行ったことがないし…
私たちでも入れるの？」
こんな風に思っている人も
多いのでは？今回はこの
「大阪府中央卸売市場」
を紹介するよ！

注目 フレンド会員募集！
かくれがカフェ 遊夢
昭和53年、人口増加が進む北大阪地域の「台所を支える総合
食品供給基地」
として、地域の中央で交通の要衝でもある茨木市
の河川敷だったこの場所に、
「 中央卸売市場」
と
「加工食品卸売

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。

珍しい野菜を使ったサラダや３種類から選ぶことので
きるパスタなど、こだわりのランチを食べることができる
老舗イタリア料理店。自家製の手打ち麺がオススメ！
！

健康を考え
「食」
を通じて少しでも皆様の健康
をサポート出来ればと始めた玄米とかぼちゃパ
ン＋季節の野菜ドリンク付のメニューです。

■価格：
１,０５０円〜(写真のランチは１,６８０円)
■住所：茨木市天王２-４-１２
■電話：
０７２-６２６-９４２０
■HP：http://ristorantepolpo.blog.fc2.com/

■価格：
１,０００円
（他、
日替りランチ780円）
■住所：茨木市元町６-３７
■電話：
０７２-６２４-１３０１
■HP: http://www.webstar-jpn.com/yumu/top.html

！
大人気！

ウォーク
いばらき観光

11月

藤原鎌足と武士の道を訪ねてコース
平成２４年１１月２３日(祝)

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/

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

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。

12月

世紀の大発見！！
隠れキリシタンの道を歩くコース
平成２４年１２月１６日(日)

1月

〒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

西国札所巡礼 総持寺〜勝尾寺コース
平成２５年１月６日(日)

島1丁目

野々宮2丁目

G.S.
大阪高槻京都線
島南口

駐車場
自転車・
バイク置場

加工食品
卸売場

大阪府中央
卸売市場

駐車場

茨木寝屋川線

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

「童子クンのブログ」
で検索

日本各地には長年継承された、風土に根ざした食
文化があります。開設して34年を迎える大阪府中
央卸売市場は、
日本全国で10位の取扱量を有す
る国から指定された中央拠点市場であり、美味し
く良質で安全安心な水産物や野菜・果物を消費
者の皆様にお届けすることで、食の喜びと感動を
知っていただけるよう日夜努力しております。

※12月23日は、年末恒例
「感謝セール」開催！

ラムー

千里丘寝屋川線

茨木市観光協会

いろいろ情報盛りだくさん！！
ぼくのブログも見てね！

観光協会事務局
などで配布予定です

■HP:http://www.osakafu-ichiba.jp/
■問合:TEL.072-636-3698
（大阪府中央卸売市場協会）

オトクな割引や
抽選会など
盛りだくさんの
イベントが
毎月開催！

モノレール

■先日、
「いばらきのぉとのファンなんです」
と女性がお二人事務所にいらっしゃい
ました！電話中だったためお話できません
でしたが、嬉しくて思わずニヤニヤしちゃ
いました。
（いづむ）

■「いばらきのおと」
ももう7号目！始まってか
らは2年目！どんどん茨木の魅力をみんな
で掘り起こしていきたいですね☆ぜひぜ
ひ、情報もお待ちしております〜♪（よん
よん）

2013 春号
は
２月発行予定
！
お楽しみに♪

◯旬の野菜・果物・魚の即売
先着
◯マグロの解体・即売
1
（販売
・
試食）
,0
◯鮭（サケ）の日フェア
00名に
◯加工食品の試食・販売
粗品進呈!!
◯食育コーナー（クイズ・模擬セリなど）
◯巨大魚の展示
◯うなぎつかみ（お子さま向）
◯スピードくじ（1枚100円・空くじ無し）

【日時】毎月最終の土曜日（11月は24日！）※12月を除く
午前8時〜午後1時
【場所】
「加工食品卸売場」こだわり食材市場

トラックターミナル

■「茨の木」
という歌を発売された小林幸
子さん。あの騒動後、新たな門出となっ
た歌のタイトルです。
その「茨の木」の歌
と茨木と、何かつながるものはないかと
思ってみたり…。
そこで、
さだまさしさん作
詞作曲の歌詞をみましたが、やはり、
い
つかは乗り越えられるという気持ちを歌

■地産地消でじっくり地元茨木の良さを舌
と目で味わう季節です。
（TAD）

【日時】平成24年11月11日（日）午前9時〜午前12時
【場所】
「中央卸売市場」茨木市宮島1丁目1-1

『こだわり市 』
桜通り

記

8次号

『 市場開放デー 』

他にもオトク情 報

至守口

■歩程距離：約１３km
■参加費：
３００円(観光協会会員は２００円)
■応募締切：平成２４年１２月２１日(金)

年に一度のこのチャンス！

摂津

■歩程距離：約７㎞
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年１２月１０日
（月）

後

増えて、
より身近な存在になっています。

■HP：http://www.osakafu-ichiba.jp/
■問合せ：072-636-2002
［大阪府中央卸売市場 管理センター㈱］

大阪中央環状線

■歩程距離：約８㎞
■参加費：
３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２４年１１月１６日
（金）

編集

年は
『市場開放デー』
『 食育塾』
『 社会見学』
など地域向け企画も

沢良宜

西国二十二番札所の総持寺と二十三番札
所である勝尾寺を巡るコースです(健脚向き)

VOl.

（この広さは全国72ある中央市場のうち9番目に広いそうです！）
近

至吹田

隠れキリシタンの里として有名な千提寺・下
音羽地区を中心に、
キリシタン関連の縁の
地を巡ります。

■食欲の秋、
ダイエットの身には誘惑の多
い季節がやってきましたね。
（ぺらちゃん）

場」
からなる、甲子園球場6個分の広さの市場が開設されました。

もっと市場を楽しもう！！

藤原鎌足の縁が深い阿為神社で蹴鞠鑑賞
後、鎌足が埋葬されているといわれる阿武山
古墳を巡り、摂津峡公園へ向かうコースです。

にしたものでした。
（たくし）
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市場に行こう!! 〜大阪府中央卸売市場〜

■場所：茨木市市民会館 ドリームホール
■問合先：
ＪＡ茨木市 総務部
（０７２-６２７-７７６１）

オススメ
オススメ

リストランテポルポ

発行日/平成24年11月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会 会長 北尾 渉
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

2012 冬号

茨 木まちなか食
べ歩きイベント。
阪急茨木市駅・
Ｊ
Ｒ茨木駅近辺の
約 1 0 0 店 舗 。５
枚 綴 り（ 当 日
3 , 5 0 0 円 ）のチ
ケット購 入が 必
要。

市内産農林産物販売のほか、
ステージショー、
ポン菓子の無償配布など楽しいイベントが盛り
だくさん！毎年多くの人で賑わいます。

ランチ L u n c h

新鮮朝市

平成２４年１１月２３日(祝)・２４日(土)

光協
市観

駐車場
正門
安威川

東海道新幹線

■住所:茨木市宮島1丁目2-1
■HP:http://www.kodawari-ichiba.or.jp/
■問合:TEL.072-636-4118（大阪府中央卸売市場 加工食品卸売商業協同組合）

一般のお買い物
大阪府青果卸売協同組合
理事長 東野達雄

大阪府水産物卸協同組合
理事長 山口秀雄

「果物セット」を５名様にプレゼントします

お名前、
ご住所、電話番号ををご記入の上、下記の宛先までお送り下さい。
［11月24日
（土）
必着］

〒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
「いばらきのぉとプレゼント」係
（プレゼントの当選は発送をもってかえさせていただきます)

「こだわり食材市場」はプロの厳しい目に
よって選ばれたこだわりの食材が何でも揃う！
！
「中央卸売売場」
では水産や青果などのセリが行われていて、
一般の方は見学はできますが、
『 市場開放デー』等をのぞき、普
段は買い物はできません。加工食品卸売場「こだわり食材市
場」
では、一般の方も業者と同じ卸売価格で1品から買い物が
できます。

