
■水と空気のおいしい竹田市に行きたい
なぁ！(石童子くん)

■今年のイルミネーションは駅前だけでな
く元茨木川緑地もキレイにライトアップ
☆「冬に咲く桜」ってステキですよね、私
も今からワクワクしてます！皆さんも是非
見に来てくださいね～(^_^) (いづむ)

■新春合同演奏会、たくさんの方に来て
頂けるといいなあ、と思います☆（りさ）

■食べたり、観たりとイベントが盛りだくさん
の茨木！年末年始もまちなかで楽しく過
ごしましょ～♪（よんよん）

■10月の小豆島町への市民訪問団、参
加しました。夕暮れに現れたヤノベケン
ジ氏の作品「アンガー・フロム・ザ・ボト
ム」、迫力あった～（ぺら）

茨木市観光協会　http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

いばらき光の回廊
～冬のフェスティバル～に行こう！！

■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２５年１１月１５日（火）

藤原鎌足が埋葬されているといわれる阿武山
古墳、そして藤原鎌足に縁の深い阿為神社で
は蹴鞠を鑑賞します。

藤原鎌足ゆかりの地を巡るコース
平成25年11月２３日（土）11月 隠れキリシタン遺物発見の地を巡るコース

平成２５年１２月１５日（日）12月 判官道と三宅城跡コース
平成２６年１月２２日（水）1月

■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２５年１２月９日（月）

隠れキリシタンの里として有名な千提寺・下音羽
地区を中心に隠れキリシタン縁の地を巡ります。

■歩程距離：約６ｋｍ
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募期限：平成２６年１月１４日（火）

JR茨木駅から三宅城跡など南部を巡るコー
スです。

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。

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法 〒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いばらき観光ウォーク

■場所：茨木市役所前　南北グラウンド
■時間：１６日：９時３０分～１６時、１７日：９時３０分～１５時
■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)
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　毎年駅前広場をイルミネーションで装飾するこ
とでにぎわいを創出し、市民の方や訪れる方々の
憩いの場としていただき、まち全体の活性化を図
ろうと茨木市が１４年前から行っているイルミ
ネーション。今年はひと味違います！！
　今までイルミネーションを点灯していた JR 茨木
駅、阪急茨木市駅、阪急南茨木駅に加えメイン会
場となる元茨木川緑地や人工台地もイルミネー
ションで彩られます。
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「Winter Cherry Blossom ～冬に咲く桜～」「Winter Cherry Blossom ～冬に咲く桜～」

「童子クンのブログ」
 で検索

観光協会事務局
などで配布予定です

vol.12  2014春号　
次号は
2月発行予定！
お楽しみに♪

次号は
2月発行予定！
お楽しみに♪

市内産農林産物販売のほか、
ステージショーなど楽しいイベン
トが盛りだくさん！毎年多くの人
で賑わいます。

■場所：阪急茨木市駅、ＪＲ茨木駅周辺の 「いばらきまちなか」100店舗
■時間：１２時～　■前売：3,000円　当日：3,500円
■チケット:前売り／ＨＰにて予約、協会事務局、摂津印章、参加店各店舗　
■HP: http://barfestaibaraki.com/

食べて飲んで、街も人も元気！ 茨木まち
なかたべあるきイベント「バルフェスタい
ばらき」が今年も開催されます！チケットは
５枚綴りで（前売：3,000円/当日：3,500
円）を購入、参加店舗でチケットを使用し
「バルメニュー」を楽しめる。５人で使用し
ても、１人で５店舗廻ってもＯＫ。

■主催：追手門学院大学　■場所：市民総合センター（クリエイトセンター）　
■時間：１２：３０～１６：００ ■入場：無料(定員426名)
■問合先：追手門学院大学創立５０周年記念事業事務局　０７２－６４１－７４４１

茨木市内の高等学校7校の吹奏楽部
が一堂に集結。追手門学院大学吹奏
楽団とともに演奏会を開催します。部員
一人ひとりが力を合わせ、作り上げるス
テージに注目。さまざまな音楽を楽しみ
ましょう。みなさまお誘い合わせの上、ぜ
ひお越しください。

■場所：茨木市役所前　南グラウンド
■時間：１１時～１６時　■入場：無料
■HP: http://www.vintagecar-ibaraki.com/

めったに見ることの出来ない１９６０
年～１９７０年代の国内外のヴィン
テージカーが茨木に集結！当日はヴ
ィンテージカーの展示やオリジナル
グッズ販売もあります。車好きの方
は必見ですよ！！

このシールの貼ってあるお店が参加店です。

　今年のテーマは「Winter Cherry Blossom 
～冬に咲く桜～」。いつもは緑いっぱいの元
茨木川緑地が桜が咲いたような鮮やかなピン
ク色に♪高橋交差点下のトンネルも桜がいっ
ぱい、圧巻ですよ！！お楽しみに！！
　茨木の夏のフェスティバルと言えば「茨木
フェスティバル」、冬のフェスティバルは「い
ばらき光の回廊」　きっとほっこり暖かな気
持ちになれますよ。ぜひご来場下さい。

Entrance/Row of cherry t
rees

Unicorn ��Flower

The gate of a ch
erry tree 

期間：平成 25年 11 月 29 日 ( 金 ) ～平成 26 年 2月 2日 ( 日 )
時間：18 時～ 22 時 (12 月 24 日、31 日は翌午前 5時まで )
場所：元茨木川緑地 (メイン会場 )、JR茨木駅前、阪急茨木市駅前、阪急南茨木駅前
問合先：いばらき光の回廊実行委員会事務局 ( 電話：072-645-2020)
※お車での来場はご遠慮下さい。混雑状況により、中止や内容変更となる
　可能性がありますのでご了承下さい

　「いばらき光の回廊」 が冬のイベントとして新たに始まります。
１１月末から 2 月までの期間、「冬に咲くさくら」と題した咲き
誇るイルミネーションの中、様々なイベントを毎週末、クリスマ
ス、年末年始に繰り広げます。皆さんの楽しんでいただいている
姿を思い浮かべながら、実行部会やボランティアの皆さんに一生
懸命取り組んで頂きました。産官学民が一体となって作り上げる
「楽しい街 いばらき」の新しい冬の風物詩にご期待下さい。
そして、来て見て楽しんでください。

「楽しい街いばらき」の新たな冬の風物詩

いばらき光の回廊実行委員長

北尾　渉

発行日/平成25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　茨木市観光協会　情報誌プロジェクト茨木
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茨木市農業祭
平成２５年１１月１６日（土）・１７日（日）
会場：茨木市役所前　
　　　南北グラウンド

第２回 BAR FESTA IBARAKI 2013
平成２５年１１月２３日（土）・２４日（日）
会場：茨木市内 100 店舗

追手門学院大学創立 50 周年記念　
茨木市内 高等学校 新春吹奏楽の祭典
平成２６年１月１１日（土）
会場：市民総合センター（クリエイトセンター）

茨木ヴィンテージカーショー
平成２５年１１月２４日 (日 )
会場：茨木市役所前 
　　　南グラウンド

茨木市観光協会の窓口で
登録できます。

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

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カード。
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