
いばらきの街を　　から　　 線でみてみよう！

■風水的に考えても「新鮮な風が町の真
ん中を通る」緑地帯が５ｋｍもあるのは
良いことなんでしょうね！（石童子君）

■撮影の為、竜王山に２日連続登りまし
た！２日目は急遽登ることになり、まさかの
ブーツで登山！！皆さんは歩きやすい靴で
登ってくださいね～(^_^;)　（いづむ）

■久しぶりに（20年ぶり）竜王山から茨木
のまちを見ました。随分と様変わりしたも
のだと・・・（TAD）

■昨年の暮れから2月2日まで、わたくしめは
鼓動初め一色でございまして真冬の祭
りなのに、真夏の如く熱くしようと張り切
っておりその合間を縫って竜王山の展
望台まで登ったのですが、日頃の運動不
足を実感する始末。そこに山があるから、
私は登りたくない。てね。（まれすけ）

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

■光の回廊を楽しんだ元茨木川緑地。これ
からのイベントも楽しみ☆（よんよん）

■歩程距離：約５㎞
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年２月５日(水)

茨木を流れる安威川を中心に周辺を歩くコー
スです。

水辺の散策　安威川コース
平成２６年２月１２日(水) 2月 継体天皇と古代歴史コース

平成２６年３月１６日(日) 3月 太田総持寺コース
平成２６年４月１８日(金) いばらき観光ウォーク　

観光ボランティア
ガイド募集

4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２６年３月１０日(月)

太田茶臼山古墳など継体天皇ゆかりの地を巡
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４月１１日(金)　

西国２２番札所の総持寺や疣水神社などを
歩きます。

いばらき観光ウォーク参加者の皆
さんに、各ポイントにて説明をして
いただく、観光ボランティアガイド
さんを募集しています。

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

「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.13  2014夏号　

■場所：茨木商工会議所５階大ホール
■時間：１０時３０分～１６時　■参加費：１５００円（観光協会会員は１０００円）
■お申込み:2月13日までに、電話、ファックスまたはメール
　（住所、氏名、電話番号と参加人数を記入）で下記までご連絡下さい。
■お問い合わせ：茨木市観光協会　TEL 072-645-2020、FAX 072-645-3020
　　　　　　　　　　　　　　　メールi-info@ibaraki-kankou.or.jp

ダーツのルールなど基礎知識から実
戦練習まで丁寧にご説明します！
ダーツは初めて・・・という方もお気軽
にご参加下さい。

■主催：茨木音楽祭実行委員会　
■場所：中央公園北グランド・南グランド・森の公園、茨木神社、阪急ロサヴィア、
　　　茨木にぎわい亭、他屋内会場
■HP：http://ibaon.jp/

■とき：平成２６年２月２日(日)
■場所：竜王山宝池寺(茨木市大字忍頂寺３０４)
■時間：大護摩　１１時～
■問合：０７２－６４９－３１３０（宝池寺）
※大護摩終了後、かす汁とお餅が振る舞われます

音楽を通じてまちを元気にしよう！
音楽のまち、“いばらき”にしよう！
今年も５月５日こどもの日に茨木
音楽祭を開催します！

■主催：鼓動初めプロジェクト
■場所：市民会館前大階段　　
■時間：１１時～２０時（和太鼓演奏は１３時～）　■観覧無料
■HP: http://www.tatakizome.com/
※天候により開催内容が変更される場合があります

寒～い冬の夜空に太鼓の音が響
き渡る！！第４回となる今回は、幼稚
園や一般グループなど茨木で頑
張っている太鼓団体が市民会館
前大階段で熱い演奏を披露する
ほか、岩手県陸前高田より「陸前
高田うごく七夕まつり・川原祭組」
や石川県からプロの女性和太鼓
集団「朱龍」の出演、演奏もあり！
飲食ブースも多数出店予定です。
あったかくしてお越し下さい♪

和太鼓を思わせる深い響きとダン
ボールならではの柔らかい音量を
あわせ持つ「ダンボール太鼓」、遂
に完成！軽量で持ち運び簡単。ご
家庭でもお使いいただけます。

ワークショップ with 
ダンボール太鼓

1個￥2,500円
（送料別途）で
販売しています。

※詳しくは茨木市観光協会まで
　☎０７２-６４５-２０２０

　頂上付近に展望台が設置さ
れていて、茨木だけでなく、通天
閣や大阪ドーム、関西国際空港
まで見ることができるよ！
　山頂近くには宝池寺（ほうち
じ）というお寺があって、竜王山
にまつわる伝承が残されている
んだ！景色を堪能しつつ、歴史探
訪も楽しんでね！

それぞれの場所は茨木市観光協会発
行マップでチェックできるよ！（協会HP
から閲覧可、事務局で配布しています）

　竜王山の竜神信仰は、１７世紀末の元禄時代
に盛んだったようである。竜神の信仰は、竜王山
山頂近くの宝池庵の前にある八蓮宝池を中心
に、雨乞いのお祈りがおこなわれた。
　８世紀末の光仁天皇の皇子の開成皇子が、こ
の地を訪れて八大竜王に会ったとき、皇子が「竜
王であるならば、一時とも水を離れることはできな
いでしょう。」といわれたところ、竜王は笑って「御
心配無用」と答え、持っていた杖で地をたたけば、
たちまち池ができたとか。
　それ以来、この八蓮宝池は干ばつの年でも水
をたたえている。開成皇子が会った竜王は、この
池に住む雨の神といわれ、池のほとりには八大龍

王をまつった祠がある。池畔には宝池庵があり、
竜の骨といわれるものが寺宝として秘蔵されてい
る。かつては、八蓮宝池のほとりで降雨のための
お祈りがされたといわれている。

展望台から てみたょ！山頂
（み）
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発行者/一般社団法人 茨木市観光協会　会長  北尾　渉
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平成２６年２月２日 (日 )　
会場：市民会館前大階段

平成２６年２月１５日 (土 )
会場：茨木商工会議所５階大ホール　　　

平成２６年５月５日（月・祝）
会場：中央公園北グラウンド・南グラウンド・森の公園、
　　　茨木神社、阪急ロサヴィア、
　　　茨木にぎわい亭、
　　　他屋内会場

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。



第10号での「知っていますか?!
シリーズ」の訂正とお詫び

　いばらきのぉと第10号の「知ってますか？！シリーズ」
第5回に掲載いたしました『松沢池は農民パワーで誕
生？』の「今でも松沢池の水を抜いたとき橋を架けて
いた名残の土盛りが現れます。」の訂正を北春日丘
在住の方から、水を抜いた時に現れる土盛りは松沢
池が出来る前にあった「切池」と呼ばれた池の堤との

ご指摘を受けここに訂正させていただきます。ま
た、昭和16年ごろに架かっていた橋は現在の「松
沢池」近鉄バス停付近から対岸の南春日丘に架
かっていたとのことです。ご訂正いただきましたこ
とに感謝致しますとともに、今後、掲載記事内容
の調査等努力してまいります。

_

（現在の南春日丘から見た戦前の松沢池と橋）

番外編

　明治９年に東海道線が開
通するまで茨木川の川舟は
重要な輸送手段でした。川
の上流域の福井地域からは
名産の酒米を灘などへ積み
出したそうです。

　天井川だった茨木川は数年に一度（1868 ～ 1945 年までに 19 回）
の洪水を起こし、水害対策として茨木川を安威川に合流させるこ
とにしました。合流工事は昭和 12 年（1937）に開始し、昭和 18
年に安威川の改修工事も含めて終了しました。工事中は 10ｋｍ以
上のレールを敷き、ディーゼル機関車３台がトロッコ数十台を牽
引して進められました。茨木川は昭和 24 年に廃川となり昭和 30
年には土手上に道路が通されましたが、下流域の農民が稲作のた
めしばらくは水を流したそうで
す。その後はゴミ捨て場状態に
なったので昭和 49 年に緑地整
備事業がスタートしました。も
し昔の姿を見たいならＪＲ鉄橋
の北側に面影が残っています。

　大正５年（1916）大正天皇の
御大典を記念して、茨木中学の生
徒たちによって校庭に 50ｍプー
ルが作られました。在学中だった
川端康成や大宅壮一も大いに手伝
い、茨木中学は杉本傅先生らの指
導で全国大会を優勝し、五輪選手
を幾人も輩出しました。

　元茨木川緑地は、「大阪府みどりの
百選」に選ばれるほどの緑地帯。市街
地中心部にこれほどのグリーンベルト
があるのは珍しいのです。桜、くすの
き、かし、ハナミズキ、梅、オリーブ
など約 40 種で高木 9100 本（うち染
井吉野約 1500 本）低木 57000 株が植
わっています。元茨木川緑地内には健
康足踏み場３ヶ所、トイレ、各種記念
碑（橋跡碑、樋跡ほか）、芸術作品な
どありますが、珍しいのは三等三角点
が市役所前中央公園内にひっそりと隠
れています。皆さん探してください！

「大阪ミュージアム」
の登録物である。「大
阪街並み 100 景」に選
定されている元茨木川
緑地。実は、イメージ
ソングもあるんです♪

他にもいろいろ　　から　　 線でみてみよう！

万葉集で有名な柿本人麻呂の墓とされる柿本塚がある「郡
さくら公園」。柿本塚横からの景色はこんな感じ。奥に見
える山は阿武山で、白い建物が阿武山地震観測所だよ！

茨木市役所南館９階にある「茨木スカイレストラン」。
ここからも市街地が一望できるよ！奥には表紙で紹
介した竜王山が見えるね！！

耳原公園近くに架かる「弊久良橋（てくらばし）」。
のどかな風景が広がる先にはサニータウンが見える
ね！緑がいっぱいで癒されるなぁ。

大阪モノレール彩都西駅横にある「彩都西公園」。広い
公園内には大型すべり台などの遊具があり、景色を楽し
みながら遊ぶことができるよ！モノレールのレールが
ずっと続いているね。

ここから撮影し
ました
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いばらきの街を　　から　　 線でみてみよう！

■風水的に考えても「新鮮な風が町の真
ん中を通る」緑地帯が５ｋｍもあるのは
良いことなんでしょうね！（石童子君）

■撮影の為、竜王山に２日連続登りまし
た！２日目は急遽登ることになり、まさかの
ブーツで登山！！皆さんは歩きやすい靴で
登ってくださいね～(^_^;)　（いづむ）

■久しぶりに（20年ぶり）竜王山から茨木
のまちを見ました。随分と様変わりしたも
のだと・・・（TAD）

■昨年の暮れから2月2日まで、わたくしめは
鼓動初め一色でございまして真冬の祭
りなのに、真夏の如く熱くしようと張り切
っておりその合間を縫って竜王山の展
望台まで登ったのですが、日頃の運動不
足を実感する始末。そこに山があるから、
私は登りたくない。てね。（まれすけ）

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

■光の回廊を楽しんだ元茨木川緑地。これ
からのイベントも楽しみ☆（よんよん）

■歩程距離：約５㎞
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年２月５日(水)

茨木を流れる安威川を中心に周辺を歩くコー
スです。

水辺の散策　安威川コース
平成２６年２月１２日(水) 2月 継体天皇と古代歴史コース

平成２６年３月１６日(日) 3月 太田総持寺コース
平成２６年４月１８日(金) いばらき観光ウォーク　

観光ボランティア
ガイド募集

4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２６年３月１０日(月)

太田茶臼山古墳など継体天皇ゆかりの地を巡
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４月１１日(金)　

西国２２番札所の総持寺や疣水神社などを
歩きます。

いばらき観光ウォーク参加者の皆
さんに、各ポイントにて説明をして
いただく、観光ボランティアガイド
さんを募集しています。

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

「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.13  2014夏号　

■場所：茨木商工会議所５階大ホール
■時間：１０時３０分～１６時　■参加費：１５００円（観光協会会員は１０００円）
■お申込み:2月13日までに、電話、ファックスまたはメール
　（住所、氏名、電話番号と参加人数を記入）で下記までご連絡下さい。
■お問い合わせ：茨木市観光協会　TEL 072-645-2020、FAX 072-645-3020
　　　　　　　　　　　　　　　メールi-info@ibaraki-kankou.or.jp

ダーツのルールなど基礎知識から実
戦練習まで丁寧にご説明します！
ダーツは初めて・・・という方もお気軽
にご参加下さい。

■主催：茨木音楽祭実行委員会　
■場所：中央公園北グランド・南グランド・森の公園、茨木神社、阪急ロサヴィア、
　　　茨木にぎわい亭、他屋内会場
■HP：http://ibaon.jp/

■とき：平成２６年２月２日(日)
■場所：竜王山宝池寺(茨木市大字忍頂寺３０４)
■時間：大護摩　１１時～
■問合：０７２－６４９－３１３０（宝池寺）
※大護摩終了後、かす汁とお餅が振る舞われます

音楽を通じてまちを元気にしよう！
音楽のまち、“いばらき”にしよう！
今年も５月５日こどもの日に茨木
音楽祭を開催します！

■主催：鼓動初めプロジェクト
■場所：市民会館前大階段　　
■時間：１１時～２０時（和太鼓演奏は１３時～）　■観覧無料
■HP: http://www.tatakizome.com/
※天候により開催内容が変更される場合があります

寒～い冬の夜空に太鼓の音が響
き渡る！！第４回となる今回は、幼稚
園や一般グループなど茨木で頑
張っている太鼓団体が市民会館
前大階段で熱い演奏を披露する
ほか、岩手県陸前高田より「陸前
高田うごく七夕まつり・川原祭組」
や石川県からプロの女性和太鼓
集団「朱龍」の出演、演奏もあり！
飲食ブースも多数出店予定です。
あったかくしてお越し下さい♪

和太鼓を思わせる深い響きとダン
ボールならではの柔らかい音量を
あわせ持つ「ダンボール太鼓」、遂
に完成！軽量で持ち運び簡単。ご
家庭でもお使いいただけます。

ワークショップ with 
ダンボール太鼓

1個￥2,500円
（送料別途）で
販売しています。

※詳しくは茨木市観光協会まで
　☎０７２-６４５-２０２０

　頂上付近に展望台が設置さ
れていて、茨木だけでなく、通天
閣や大阪ドーム、関西国際空港
まで見ることができるよ！
　山頂近くには宝池寺（ほうち
じ）というお寺があって、竜王山
にまつわる伝承が残されている
んだ！景色を堪能しつつ、歴史探
訪も楽しんでね！

それぞれの場所は茨木市観光協会発
行マップでチェックできるよ！（協会HP
から閲覧可、事務局で配布しています）

　竜王山の竜神信仰は、１７世紀末の元禄時代
に盛んだったようである。竜神の信仰は、竜王山
山頂近くの宝池庵の前にある八蓮宝池を中心
に、雨乞いのお祈りがおこなわれた。
　８世紀末の光仁天皇の皇子の開成皇子が、こ
の地を訪れて八大竜王に会ったとき、皇子が「竜
王であるならば、一時とも水を離れることはできな
いでしょう。」といわれたところ、竜王は笑って「御
心配無用」と答え、持っていた杖で地をたたけば、
たちまち池ができたとか。
　それ以来、この八蓮宝池は干ばつの年でも水
をたたえている。開成皇子が会った竜王は、この
池に住む雨の神といわれ、池のほとりには八大龍

王をまつった祠がある。池畔には宝池庵があり、
竜の骨といわれるものが寺宝として秘蔵されてい
る。かつては、八蓮宝池のほとりで降雨のための
お祈りがされたといわれている。

展望台から てみたょ！山頂
（み）
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平成２６年２月２日 (日 )　
会場：市民会館前大階段

平成２６年２月１５日 (土 )
会場：茨木商工会議所５階大ホール　　　

平成２６年５月５日（月・祝）
会場：中央公園北グラウンド・南グラウンド・森の公園、
　　　茨木神社、阪急ロサヴィア、
　　　茨木にぎわい亭、
　　　他屋内会場

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。


