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いばらき童子は28歳？
「いばらき童子」はこの紙面でも大活躍をしています

事業の一環として「まちの顔」になるキャラクターが欲し

が、
その年齢はいくつかご存知ですか？とは言っても実際

いと、
当時担当の委員長、松永豊氏が中心になりシンボ

の茨木童子は平安時代中期のお話ですから、千年近く

ルキャラを一般公募。その中から選ばれたのが現在の

前のことです。酒呑童子と意気投合して京の都を荒らし

「いばらき童子」君です。今から28年も前に、茨木のまち

回り渡辺綱に腕を切られ、
またそれを取り戻すお話は謡

のシンボルとして誕生しました。各地で沢山の「ゆるキャ

曲でも知られています。お話ししたいのはシンボルキャラ

ラ」が登場していますが、
「いばらき童子」君はその先駆

の「いばらき童子」。
いまは「童子君」の愛称で呼ばれる

けでもあります。誕生して以来、
お菓子から高速道路の

ことも多いようです。
キャラクターとして生まれたのは、
1985

市域表示など茨木市の顔として、
「いばらき童子」の姿

年（昭和60年）
のこと。茨木青年会議所がまちづくり推進

は、
まちのあらゆるところで活躍中です。
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いばらきの気になる「木」を探しに行こう！
一条戻り橋で鬼の腕を切り落とす綱
（歌川国芳・画、江戸時代）

若葉が薫る新緑の季節。
今回は茨木の気になる木を紹介するね！
僕の独断で選んだ木なので、本当は
もっと凄い木があると思うんだ。
そんな木があったら教えてね！

茨 木フェスティバル

未来を語ろう

モトイバアートツアー2013

これが茨木童子桜ダァー！

元茨木川緑地最北端の桜

平成25年7月27日(土)、28日(日)

平成25年6月2日(日)

元茨木川緑地
（川端通り、桜通り）
の中

「みんなで創ろう
！みんなの祭り」
を

絵や音楽ライブ、植物観察のアー

で一番の桜はどれか北から南まで調べて

スローガンに毎年大盛り上がりの茨

ティストなど、元茨木川緑地(モトイバ)

みたんだ。
そしたら最初に見た桜が幹周り

木フェスティバル。41回目の今年も

がアートな空間に大変身！色々なアー

も枝振りも一番立派だったよ。茨木川と安

楽しいイベントがいっぱい！
！イベント

トに触れながら歩く道は、
いつもとはき

威川を合流させた、記念の大きな石碑が

内容はフェスティバルHPで随時お

っと違うはず。茨木産の米や野菜を

そばにあって歴史を感じる木だね。

知らせしますのでお楽しみに♪

使用した、
こだわりのお弁当を食べな

イベントの準備、当日の運営など

がら、
みんなで一緒に未来を語ろう
！

フェスティバルを裏方として支え、盛

いわさ

り上げてくれる実行委員会メンバー

■歩程距離：約6km ■参加費：800円(弁当代) ■定員：先着50名
■申込：koukaikouza@oﬃce.otemon.ac.jp
■主催：モトイバアートツアー実行委員会・追手門学院大学地域文化創造機構
■問合：072-641-9723(追手門学院大学 教務部 教育支援課 教育機構支援係)

岩作大明神の
むくのき

■HP：http://www.iba-fes.jp/
■主催：茨木フェスティバル協会
■問合：072-622-9200

も募集中です！

光照寺の
メタセコイヤ

追手門学院大学正門に向かう
坂の右手、
畠の中に存在感ある独

いばらき観光ウォーク
6月

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、右記宛先までお送り下さい。

幻の茨木城コース
平成25年6月16日(日)

〒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

ジェラート、
とても美味しかったです♪
（りさ）
■今年のシーズンは終わりましたが、来年
は是非、巻頭の写真にある童子桜(勝
手に名付けました)を見に来てください。
ワッハハハ
(来年の事を笑った石童子君)

■見山の景色も空気もジェラートも最高で
した！また行きたいです！
！
（ありさ）
■大きな木の下にいると、
なんだかホッとし
ますね。自然と触れ合う機会を増やした
いと思います☆しかし、
「ど根性梅」の生
命力！植物の凄さに感動しました！
（よんよん）

茨木市観光協会

ヤ、阪急電車で京都から帰ってく

の木。11月23日にだるま講の祭事

■歩程距離：約6km
■参加費：300円(観光協会会員は200円)
■応募締切：平成25年6月10日(月)

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

戸伏町の光照寺のメタセコイ

立樹です。通称だるまさんの大むく

茨木城櫓門など戦国時代にあったとされる、
茨木城をテーマに縁の地を巡ります。

■ドキドキの取材同行でした。見山の郷の

9

加盟店募集中

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

部から見れば茨木市街中心部を

病が治ると云われています。

示すランドマーク的存在となって
います。メタセコイヤは茨木では
養精中学校や宿久庄3丁目の清

はくみつ

■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

■何やらまちもワクワクしてくる季節、
と思う
のは僕だけ？
（TAD）

状の高木が目を引きます。市の東

神）
にお参りすれば吹き出物やヒフ

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。

■今回の取材中、
たくさんの木に触れる機
会がありましたが、木からパワーをもらえた
ような気がしました。花粉が出なきゃ言う
ことないのになぁ〜。 (いづむ)

ると安威川を渡るとき右手に円錐

があり、脇にあるお堂（岩作大明

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！
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次号は
9月発行予定！
お楽しみに♪
観光協会事務局
などで配布予定です
「童子クンのブログ」
で検索

伯光神社の
くすのき
水尾図書館の北にあり、伯光

水児童遊園、西河原公園の蛍観
賞地などにも植わっています。

中穂積春日神社のヤマモモ

神社の楠として有名です。神社

市立西中学校の道をはさんで

らしき建物は小さな祠と鳥居があ

南にあるかわいい小山（通称・見

るだけです。この木は、由来書に

付山）
。その山頂、中穂積春日神

は178年前の天保6年
（1835）

社の本殿に向かって右手奥にあ

に811年に及ぶ伯光大明神が

るご神木がこの木。ヤマモモは学

宿る古木を祭ったということで通

名ミリカと言い、
ここから2km南に

算千年近くになる計算です。こ

あった毎日放送の通称に使われ

の神社では楠にワラで作った竜

たのは、
あそこにもヤマモモの古

を巻きつけ慈雨を祈った祭事を

木があったため。ここには砦か城

行ったとされ、四方に伸びる枝に

があり、
また茨木中学校在学時

昇竜のパワーを感じました。

の川端康成や大宅壮一がウサギ
狩りにこの辺りを訪れたようです。

郡山宿本陣の「ツバキ」

乾邸の「イチョウ」
イチョウといえば市内唯一の天然記念物の乾邸のイチョ
ウ、阿弥陀如来庵の防火のために文化元年（1804）頃、移
植されたと伝わっています。したがって樹齢は二百年以上
ということ、イチョウにしては真直ぐな姿勢が特徴です。
市内ではキリシタン墓碑のある高雲寺や川端康成に縁のあ
る極楽寺、車作の皇大神宮、道祖神社の出世地蔵前などに
立派なイチョウがあります。

ぉと」の地元密着編集メンバー
が、
それぞれのお気に入り
「蛍ス

を見に行こう !!

郡山宿本陣の「ツバキ」
別名を椿ノ本陣と呼ばれるほど初代の五色椿は有名で
した。当時の子守唄に「音に名高いご本陣の椿 折って
一枝欲しゆござる」とうたわれました。現在のツバキは
二代目ですが、二代目は「五色夫婦椿」と名付けられ、
根元から二本の枝に分かれています。この椿も塀越しに
高々と育ち存在感も出てきました。

み ぼ ろ

岐阜県御母衣ダム湖畔
にある天然記念物の荘川
桜、その二世が茨木高校
にあります。旧制茨木中
学を卒業し、のちに通産
大臣になった高碕達之助
が湖底に沈む運命だった
その桜を救いました。二
世桜は校内に６本植えら
れています。

疣水神社の「イボザクラ」
戦時中の昭和 19 年に枯れてしまい
ましたが、疣水神社のイボザクラが
天然記念物として有名でした。大宅
壮一の茨木中学校時代の日記にも登
場、友人と見物したことが載ってい
ます。イボザクラの二世樹が本殿に
向かって右手のお稲荷さんを祀った
玉垣内に植えられています。

上穂積の善照寺には太閤秀吉お手植えと伝えられる松があったので
すが、現在は残念ながら写真の石碑があるだけです。秀吉が鷹狩りな
どの往来時に寄ったのでしょうか。

茨木市では、
みなさんに自然の大切さを知ってもらうために昭和

会えるスポットがあります。それが茨木

「荘川桜二世」

善照寺の太閤お手植えの「松」

市民に見守られ３０年！
西河原公園のゲンジボタル

JR茨木駅から車で約30分で、蛍に

ど根性「梅」とお屋根の「松」

八重の桜なので、まんまるに手鞠のように
咲く満開のときに訪れてください。

〜

自然に囲まれ育つ見山のホタル

乾邸の「イチョウ」

しょうかわ

茨木随一の大きさと言われ、
府の天然記念物に指定されてい
たのですが、昨年写真のような
姿になりました。その大きさゆ
えに倒れて危険な状態となった
為です。でも切られても幹の太
さはそのまま、九百数十年とい
われた樹齢を実感できます。

ポット」
を紹介してくれました！

〜

茨木高校

須賀神社の「クスノキ」

初夏の夜。この季節のお楽し
みと言えば、
ホタル！「いばらきの

市北部の見山。新鮮な野菜などが揃

58年度からゲンジボタルの人工飼育に取り組んでいます。世界

う人気のスポット
「見山の郷」周辺で

に約2,000種いるホタルのほとんどは一生陸上生活を送ります

は、7月上旬から中旬にかけて夜8時

が、
ゲンジボタルは幼虫が水中生活を送る大変珍しい種類で、飼

前後に水車小屋の近くや橋の周辺を

育は大変。園内の施設で大切に飼育されたホタルの幼虫は秋に

訪れると、幻想的な蛍の風景が楽しめ

園内の小川に放流され、
カワニナ(巻き貝)を食べながら成長し、初

ます。
また、
この時期見山地区ではち

夏に成虫になります。毎年5月下旬から6月初旬の内3日間(ホタ

ょうちん行列が行われる(今年は7月

ルの生育状況により変動)は鑑賞会が開かれ、多くの人が訪れま

14日の予定)ので、
それにあわせて足

す。公園の自然の中で羽化した成虫を確認し開催日の数日前に

を運んでみてはいかがでしょうか。

日程が決められるので、茨木市公園

※田んぼのまわりには電柵があります
ので、
ご鑑賞の際はお足元に十分ご注
意の上お楽しみください。

緑地課のホームページをこまめにチ
ェックしてくださいね。
●文：いづむ

●文：
りさ、
ありさ

■ 見山の郷

■ 問合：茨木市 建設部 公園緑地課

■ 住所：茨木市大字長谷1131

■ 電話：072-620-1654

■ 電話：072−649−3328

■ http://www.city.ibaraki.osaka.jp/

ホタルの心 ― 宿久庄・極楽寺 ―
｢お寺｣という空間に入ったのは
久方ぶりだった。全てを迎え入れる
「石柵から伸びて別の木に寄りかかっている
真ん中の松がお屋根の松です」

茨木神社の最奥に黒井の清水（井戸）がありますが、そ
こに行く途中に見つけた白梅です。幹は枯れて折れそうな
くらいなのに枝先に花を咲かせていました。茨木神社には
江戸時代に千石の米俵と交換できると伝えられた通称千石
松という立派な松があったのですが、松喰い虫にやられて
伐採されました。しかし面白い名前の松が見つかりました。
以前は桧皮葺だった本殿の屋根に芽を出した松を植え替え
て、現在は大きく成長した「お屋根の松」が本殿近くに育っ
ています。

が、素人の私には難しく…、
でも、
ホタルを戻したい気持ちは伝わっ

空気の流れに乗って境内を歩くと、 た。何十年か前までは、窓を開けて
整備中の庭の向こうに「こころの

いるとホタルが入ってきていた地

瀧｣と出会う。先代住職の森さんが

域。その環境を蘇らせたいと自治

流れる水中の小さな石を持ち「ほ

会長の石本さんは言う。帰宅して

ら、
この石にホタルの餌になるカワ

場所を確認するために航空写真

ニナがいるんだ」
と微笑んだ。境内

を見てみる。なんと極楽寺の庭に

から見下ろしたところには新しい水

ある池は｢心｣の字になっていた。

路があり、
その川底にネットを張っ

おーいホタル、
こっちの心はあーま

た水路にもホタルが生息できる工

いぞ。

夫が施されていた。工事を担当さ

●文：まれすけ

れた方が詳しく説明してくれたのだ

■ 極楽寺
■ 住所：茨木市宿久庄１−２０−２
■ 電話：
０７２−６４３−５００７
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は、7月上旬から中旬にかけて夜8時

が、
ゲンジボタルは幼虫が水中生活を送る大変珍しい種類で、飼

前後に水車小屋の近くや橋の周辺を

育は大変。園内の施設で大切に飼育されたホタルの幼虫は秋に

訪れると、幻想的な蛍の風景が楽しめ

園内の小川に放流され、
カワニナ(巻き貝)を食べながら成長し、初

ます。
また、
この時期見山地区ではち

夏に成虫になります。毎年5月下旬から6月初旬の内3日間(ホタ

ょうちん行列が行われる(今年は7月

ルの生育状況により変動)は鑑賞会が開かれ、多くの人が訪れま

14日の予定)ので、
それにあわせて足

す。公園の自然の中で羽化した成虫を確認し開催日の数日前に

を運んでみてはいかがでしょうか。

日程が決められるので、茨木市公園

※田んぼのまわりには電柵があります
ので、
ご鑑賞の際はお足元に十分ご注
意の上お楽しみください。

緑地課のホームページをこまめにチ
ェックしてくださいね。
●文：いづむ

●文：
りさ、
ありさ

■ 見山の郷

■ 問合：茨木市 建設部 公園緑地課

■ 住所：茨木市大字長谷1131

■ 電話：072-620-1654

■ 電話：072−649−3328

■ http://www.city.ibaraki.osaka.jp/

ホタルの心 ― 宿久庄・極楽寺 ―
｢お寺｣という空間に入ったのは
久方ぶりだった。全てを迎え入れる
「石柵から伸びて別の木に寄りかかっている
真ん中の松がお屋根の松です」

茨木神社の最奥に黒井の清水（井戸）がありますが、そ
こに行く途中に見つけた白梅です。幹は枯れて折れそうな
くらいなのに枝先に花を咲かせていました。茨木神社には
江戸時代に千石の米俵と交換できると伝えられた通称千石
松という立派な松があったのですが、松喰い虫にやられて
伐採されました。しかし面白い名前の松が見つかりました。
以前は桧皮葺だった本殿の屋根に芽を出した松を植え替え
て、現在は大きく成長した「お屋根の松」が本殿近くに育っ
ています。

が、素人の私には難しく…、
でも、
ホタルを戻したい気持ちは伝わっ

空気の流れに乗って境内を歩くと、 た。何十年か前までは、窓を開けて
整備中の庭の向こうに「こころの

いるとホタルが入ってきていた地

瀧｣と出会う。先代住職の森さんが

域。その環境を蘇らせたいと自治

流れる水中の小さな石を持ち「ほ

会長の石本さんは言う。帰宅して

ら、
この石にホタルの餌になるカワ

場所を確認するために航空写真

ニナがいるんだ」
と微笑んだ。境内

を見てみる。なんと極楽寺の庭に

から見下ろしたところには新しい水

ある池は｢心｣の字になっていた。

路があり、
その川底にネットを張っ

おーいホタル、
こっちの心はあーま

た水路にもホタルが生息できる工

いぞ。

夫が施されていた。工事を担当さ

●文：まれすけ

れた方が詳しく説明してくれたのだ

■ 極楽寺
■ 住所：茨木市宿久庄１−２０−２
■ 電話：
０７２−６４３−５００７
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いばらき童子は28歳？
「いばらき童子」はこの紙面でも大活躍をしています

事業の一環として「まちの顔」になるキャラクターが欲し

が、
その年齢はいくつかご存知ですか？とは言っても実際

いと、
当時担当の委員長、松永豊氏が中心になりシンボ

の茨木童子は平安時代中期のお話ですから、千年近く

ルキャラを一般公募。その中から選ばれたのが現在の

前のことです。酒呑童子と意気投合して京の都を荒らし

「いばらき童子」君です。今から28年も前に、茨木のまち

回り渡辺綱に腕を切られ、
またそれを取り戻すお話は謡

のシンボルとして誕生しました。各地で沢山の「ゆるキャ

曲でも知られています。お話ししたいのはシンボルキャラ

ラ」が登場していますが、
「いばらき童子」君はその先駆

の「いばらき童子」。
いまは「童子君」の愛称で呼ばれる

けでもあります。誕生して以来、
お菓子から高速道路の

ことも多いようです。
キャラクターとして生まれたのは、
1985

市域表示など茨木市の顔として、
「いばらき童子」の姿

年（昭和60年）
のこと。茨木青年会議所がまちづくり推進

は、
まちのあらゆるところで活躍中です。
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いばらきの気になる「木」を探しに行こう！
一条戻り橋で鬼の腕を切り落とす綱
（歌川国芳・画、江戸時代）

若葉が薫る新緑の季節。
今回は茨木の気になる木を紹介するね！
僕の独断で選んだ木なので、本当は
もっと凄い木があると思うんだ。
そんな木があったら教えてね！

茨 木フェスティバル

未来を語ろう

モトイバアートツアー2013

これが茨木童子桜ダァー！

元茨木川緑地最北端の桜

平成25年7月27日(土)、28日(日)

平成25年6月2日(日)

元茨木川緑地
（川端通り、桜通り）
の中

「みんなで創ろう
！みんなの祭り」
を

絵や音楽ライブ、植物観察のアー

で一番の桜はどれか北から南まで調べて

スローガンに毎年大盛り上がりの茨

ティストなど、元茨木川緑地(モトイバ)

みたんだ。
そしたら最初に見た桜が幹周り

木フェスティバル。41回目の今年も

がアートな空間に大変身！色々なアー

も枝振りも一番立派だったよ。茨木川と安

楽しいイベントがいっぱい！
！イベント

トに触れながら歩く道は、
いつもとはき

威川を合流させた、記念の大きな石碑が

内容はフェスティバルHPで随時お

っと違うはず。茨木産の米や野菜を

そばにあって歴史を感じる木だね。

知らせしますのでお楽しみに♪

使用した、
こだわりのお弁当を食べな

イベントの準備、当日の運営など

がら、
みんなで一緒に未来を語ろう
！

フェスティバルを裏方として支え、盛

いわさ

り上げてくれる実行委員会メンバー

■歩程距離：約6km ■参加費：800円(弁当代) ■定員：先着50名
■申込：koukaikouza@oﬃce.otemon.ac.jp
■主催：モトイバアートツアー実行委員会・追手門学院大学地域文化創造機構
■問合：072-641-9723(追手門学院大学 教務部 教育支援課 教育機構支援係)

岩作大明神の
むくのき

■HP：http://www.iba-fes.jp/
■主催：茨木フェスティバル協会
■問合：072-622-9200

も募集中です！

光照寺の
メタセコイヤ

追手門学院大学正門に向かう
坂の右手、
畠の中に存在感ある独

いばらき観光ウォーク
6月

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、右記宛先までお送り下さい。

幻の茨木城コース
平成25年6月16日(日)

〒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

ジェラート、
とても美味しかったです♪
（りさ）
■今年のシーズンは終わりましたが、来年
は是非、巻頭の写真にある童子桜(勝
手に名付けました)を見に来てください。
ワッハハハ
(来年の事を笑った石童子君)

■見山の景色も空気もジェラートも最高で
した！また行きたいです！
！
（ありさ）
■大きな木の下にいると、
なんだかホッとし
ますね。自然と触れ合う機会を増やした
いと思います☆しかし、
「ど根性梅」の生
命力！植物の凄さに感動しました！
（よんよん）

茨木市観光協会

ヤ、阪急電車で京都から帰ってく

の木。11月23日にだるま講の祭事

■歩程距離：約6km
■参加費：300円(観光協会会員は200円)
■応募締切：平成25年6月10日(月)

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

戸伏町の光照寺のメタセコイ

立樹です。通称だるまさんの大むく

茨木城櫓門など戦国時代にあったとされる、
茨木城をテーマに縁の地を巡ります。

■ドキドキの取材同行でした。見山の郷の

9

加盟店募集中

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

部から見れば茨木市街中心部を

病が治ると云われています。

示すランドマーク的存在となって
います。メタセコイヤは茨木では
養精中学校や宿久庄3丁目の清

はくみつ

■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

■何やらまちもワクワクしてくる季節、
と思う
のは僕だけ？
（TAD）

状の高木が目を引きます。市の東

神）
にお参りすれば吹き出物やヒフ

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。

■今回の取材中、
たくさんの木に触れる機
会がありましたが、木からパワーをもらえた
ような気がしました。花粉が出なきゃ言う
ことないのになぁ〜。 (いづむ)

ると安威川を渡るとき右手に円錐

があり、脇にあるお堂（岩作大明

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！

10 2013秋号

vol.

次号は
9月発行予定！
お楽しみに♪
観光協会事務局
などで配布予定です
「童子クンのブログ」
で検索

伯光神社の
くすのき
水尾図書館の北にあり、伯光

水児童遊園、西河原公園の蛍観
賞地などにも植わっています。

中穂積春日神社のヤマモモ

神社の楠として有名です。神社

市立西中学校の道をはさんで

らしき建物は小さな祠と鳥居があ

南にあるかわいい小山（通称・見

るだけです。この木は、由来書に

付山）
。その山頂、中穂積春日神

は178年前の天保6年
（1835）

社の本殿に向かって右手奥にあ

に811年に及ぶ伯光大明神が

るご神木がこの木。ヤマモモは学

宿る古木を祭ったということで通

名ミリカと言い、
ここから2km南に

算千年近くになる計算です。こ

あった毎日放送の通称に使われ

の神社では楠にワラで作った竜

たのは、
あそこにもヤマモモの古

を巻きつけ慈雨を祈った祭事を

木があったため。ここには砦か城

行ったとされ、四方に伸びる枝に

があり、
また茨木中学校在学時

昇竜のパワーを感じました。

の川端康成や大宅壮一がウサギ
狩りにこの辺りを訪れたようです。

