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黒井の清水大茶会

今年はこれ迄で最多となる20社ものブリ
ュワリーが全国より参加し、総計100種類
以上の樽生極上クラフトビール（地ビー
ル）が楽しめる。茨木の銘店グルメに無料
のLiveステージと「麦」、「音」、「食」の鉄
壁トライアングルが生み出す大人による
大人のための2日間。

豊臣秀吉が好んで茶の湯に使ったとさ
れる「黒井の清水」にちなみ茨木神社
で毎年開催されるイベント。お茶席のほ
か、お楽しみ抽選会や喫茶コーナー、
茨木の物産品即売会もあり毎年多く
の人で賑わいます。

■会場：茨木市中央公園 南グラウンド（茨木市役所前）
■時間：11時～20時
■入場：無料 ※飲食は有料　雨天決行 ※荒天により中止になる場合があります
■主催：茨木麦音フェスト実行委員会
■HP：http://ibaraki-bakuon-fest.com/

■会　場 ： 茨木神社
■奉茶式 ： ９時３０分（１８日のみ）
■野　点 ： 両日１０時～１６時
■お茶代 ： 500円(お抹茶と創作主菓子、抽選券付き)

平成２６年１０月１９日(日)
新作狂言「茨木童子２０１４」
茨木市の観光特任大使である
茨木童子が登場する新作狂言
公演。前日の１８日には鬼の仮
装をして「お練り」も行われます。

■会　場 ： 真宗大谷派茨木別院本堂
　　　　  （茨木市別院町３－３１）
■時　間 ： ①１２：３０開演　②１５：３０開演
■料　金 ： 一般３,０００円/６５歳以上２,500円
　　　　  /２４歳以下１,０００円
■問合せ ： （公財）茨木市文化振興財団・文化事業係
■電　話 ： ０７２－６２５－３０５５

探してみると、お城があったことを示す遺構や石標がけっこうあるんだ！
今回は、いばらきにあったお城の歴史に思いを馳せて探ってみよう！

いばらきの街中には、こんなにお城があった？！

　茨木神社の東門は以前からお城の搦手
門ではないかと言われていました。今回、
スタッフは茨木神社の岡市宮司さんとの
インタビューを決行し、以下のお言葉を
聞き出すことに成功しました。「阪神大震
災で東門は痛みがひどく補修が必要にな
り、専門家に調査を依頼したところ、西
暦 1600 年前後の建造物であるとお墨付
きをいただいた」。1615 年元和の一国一
城令により、２年後に取り壊された茨木
城の搦手門がここに移築されたことは間
違いなさそうです。残念ながら「この場
所に移された経緯はわからない」とのこ
と。馬に乗り長槍を持った武者が楽々通
れる背の高い門ですよ！

1335年　楠木正成築城
1490年　管領細川政元、狩りのため伊原岐（茨木）に下向
1527年　茨木長隆、堺（暫定）幕府筆頭奉行人となる
1568年　茨木伊賀守長政（織田信長より城主任命）
1571年　茨木佐渡守重朝（白井河原合戦にて戦死）
　　　　　荒木村次（村重嫡男）入城
1573年　中川清秀、茨木城の預け守将になる。入城１５７７年
　　　　　羽柴秀吉、安土と姫路の道中たびたび立ち寄る
1579年　織田信長宿泊、中川清秀供応する
1583年　中川秀政、父清秀、賤ヶ岳にて戦死のため当主となる
1585年　安威了佐（大坂一円秀吉直轄地）代官として任官
1593年　河尻（川尻）秀長、
　　　　　任官（関ヶ原西軍に属し伏見にて戦死）
1599年　徳川家康、茨木城逗留し豊臣家の鷹、鷹匠使用か
1601年　片桐且元、貞隆兄弟、奉行と代官として入部
1615年　元和一国一城令にて廃城決定。間宮光信が代官に
1617年　茨木城取り壊し、大手門は片桐家江戸屋敷に移築

本年度の茨木フェスティ
バルでは、昨年茨木市と
歴史文化姉妹都市提携を
結んだ大分県竹田市が初
出店され、ご当地サイダー
の販売や観光キャンペー
ンレディによる PR 活動な
どで賑わっていました。
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茨木城模型茨木城櫓門原寸再現（茨木小学校）

■お城と砦、どこで区分するのかなあ？現
代の敵兵はヘビやハチ、蚊など一杯！探
索は冬に（石童子君）

■城址巡りをしながら茨木って歴史深いん
だなぁと再確認することができました。山
カフェ・街カフェどれも素敵なお店ばかり
ですよ！是非行ってみてくださいね！！

   （いづむ）

■茨木の国盗り物語、一世を風靡した多く
の武将が登場してきますね。興味深い
隠れたお話も次から次へとでてきます。
（TAD）

■久々に茨木の山へ。緑いっぱいに吹き
抜ける風を感じながら、ホッとお茶を楽し
むひと時。街中とはまた、ひと味ちがう癒
やしの時間ですよ～♪（よんよん）

■歩程距離：約９km
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年９月１６日(火)

茨木市の南北を通る街道、亀岡街道を歩く
コースです。

亀岡街道北コース
平成２６年９月２１日(日) 9月 山手台・大岩コース

平成２６年１０月２６日(日) 10月

■歩程距離：約5km
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年１０月２０日(月)

歯痛にご利益があるといわれる歯神地蔵や
初田古墳等を巡ります。

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

観光協会事務局
などで配布予定です

vol.15  2014 冬号　

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。満
70歳以上の方は年会費1,000
円、大学生・専門学校生の方は
500円でご加入いただけます！

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。

星山真緒さん ： 私は生まれ育った、この茨木の良さを
もっと多くの人に知ってほしいという思いから観光大
使に応募しました。私の強みは積極的に行動すること
です。この強みを生かし、頑張りたいと思います。（写真左）
菅　瞳さん ： 茨木で生まれ育った私にとって、茨木はま
さに落ち着ける居場所であり、大好きなところです。
文化の香り高く、それでいて気取らない茨木の良さを
たくさんの人に知ってほしいです。（写真右）

第４２回茨木
フェスティバル
で、これから１
年間、「いばらき
観光大使」とし
て茨木市のＰＲ
を行っていただ
くお二人が決定
しました！
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　茨木城は、摂津国守護となった楠木正成が１３３５年に築いたと伝われてるんだ。西側に
茨木川を天然の防御にした平城で、南北に細長く中川清秀の時、惣構えの城となり嶋下郡
の中心地に。二の丸辺りにあった土塁はなくなってしまったけれど、商店街などには堀跡の痕
跡があるので探索してみてね。遺構としては、茨木小学校自然観察園（片桐町）は、天守台
を囲む堀のあとだったし、茨木小学校正門は片桐家領
大和郡山市慈光院に移築された茨木城櫓門を原寸
再現、茨木神社東門として移築された搦手門も必見 ！



白井河原の戦いで新興勢力勃興？
戦国時代のさなか、織田信長が摂津国に入国し、
池田勝正、伊丹親興、和田惟政を摂津三守護に任
命したものの池田勝正と茨木佐渡守重朝、伊丹親
興の連合軍が争い、その後、三好三人衆に通じて
池田勝正を追い出した家臣の荒木村重と中河原の
土豪、中川清秀の連合軍と茨木重朝を支援する和
田惟政との対立に変化、ついに1571年（元亀2年）
夏、白井河原を挟んで両軍が対峙。茨木、和田軍は
幣久良山西側の糠塚に500騎。対する荒木、中川軍

は馬塚に2500騎。多勢に無勢と和田側の郡正信が
「主が不在である。主人が帰ってから戦いたい
と荒木側に伝えるが、茨木、和田軍には惟政の子、
和田惟長も未着、高槻城の高山友照、右近親子も
後づめにあったので時間稼ぎと見破り、荒木、中川
軍が8月28日、白井河原で戦端を開いた。戦いは壮
絶を極め「白井河原は名のみにして、唐紅の流とな
る」（陰徳太平記）と記されている。この戦いは荒木、
中川軍の勝利となり織田信長による調停で荒木村

参考図　茨木に埋もれた日本史（東實文男 著）より

重は池田城主に、１５７７年から中川清秀が茨木城
主に収まるという結果になっている。まだまだ下克上
盛んな戦国時代末期であったようだ。

　旅行で訪れたカナダで食
べたパンケーキのおいしさに
感動し「いつか、カフェを開き
たい」とずっと思っていたオー
ナーの久保田潤児さん。自分
だけの時間をゆっくり過ごせ
るような空間になればと、奥様
の英子さんと共に昨年12月に
開店。パンケーキはもちろん、
チーズケーキやスコーンなど
を手作りしている。更に、前職
はコーヒー会社に勤務してい
た久保田さん自ら選び抜いた
豆を自家焙煎したコーヒーもおすすめ。
　子どもの頃に思い描いた「ホットケーキ
屋さんになること」という夢と、大人になっ
て巡り会ったコーヒーを、皆さんに味わっ
てもらいたいという想いがたくさん詰まっ
たカフェです。

１１８５年（文治元年）兄、源頼朝
に追われた義経は京都から西国
に向かう途中、太田城主太田頼
基から攻撃を受けるも一蹴。茨木
では一番古いお城「玉葉」「平家
物語」に話しが出てきます。
（太田１丁目、城の前町辺り）

　身体にやさしくて良いものを
皆さんに食べていただきたいと
の思いから１２年前にオープン。
マクロビオテックにいち早く取り
組み、自家栽培の野菜など食
材にこだわり作られたメニュー
は大人気！！お母さんやお友達の
手伝いに支えられここまで続け
て来られたと話すオーナーの向
井さん。アットホームで温もりある
雰囲気に、心も身体も元気にな
れそうなお店です。

信長も右近もやってきた城。下
池より西に向けて撮りました。
（新郡山１、郡山１、２丁目）

溝咋源氏の城とか。
佛照寺門前にあります。
（目垣１丁目仏照寺付近）

城主藤井三位、室町幕府
直参馬廻衆でした。美沢公
園内にあります。（美沢町）

安威了佐もここの出身、子孫は
中川家仕官。大念寺、安威神
社に続く街道沿いにあります。
（安威２丁目）

１３４０年泉原佐近将監、高
山庄地頭職に。清渓小学
校はお城でした！（泉原）

長ケ淵に突き出した山の上
桑原方面から見ました。
（安威３丁目）

九（久）定山にある中穂積
神社境内にあります。
（中穂積２丁目）

小郡代、水尾（真砂）為盛が
城主か。伯光神社の大楠木
が目印です。（水尾３丁目）

馬場の信号から北に７００
ｍ。地元の方に教わって撮
りました。（佐保）

下野国守護、宇都宮公綱の子、広
綱が三宅姓を名乗り代々ここを支
配。茨木で一番広いお城、東西３２０
間（５７６ｍ）、南北３００間（５４０ｍ）。
１５６２年にお城が取り壊されました。
（蔵垣内３丁目、丑寅２丁目）

南に西国街道、西に丹波街道を望む
要所。応安７年より１５３年の間、守護
代が置かれた。小字名で本丸、大手
跡、搦手跡、城ケ谷構え、西堀などが
ありました。（東福井３丁目）

そのほか大岩城（大岩）、池上城（総持寺）、宿々城（宿久庄）、清水城（清
水）、耳原砦（耳原）、佐保栗栖山砦などあったようです。

太田頼基の墓もあります。

蔵垣内公園の角にあります。

東福井３丁目バス停より北東の段丘に
あります。

■営業時間：10 時～ 16 時（L.O.）　■定休日：不定休（下記ブログをご確認ください）
■住所：茨木市銭原９１６　■電話：072-649-3087
■ブログ：http://yumesakika.exblog.jp/

■営業時間：11 時～ 17 時（L.O.16 時）　■定休日：水曜日
■住所：茨木市泉原９１０　■電話：072-648-2717
■ブログ：http://www102.sakura.ne.jp/ ～ shoen/ 

■営業時間：9時半～ 18 時半（L.O.17 時半）　■定休日：月曜、火曜、祝日
■住所：茨木市元町１－２３　■電話：072-601-0219
■H P：https://www.facebook.com/CafeLekker

■営業時間：10 時～ 22 時　■定休日：水曜日　■電話：072-631-8787
■住所：茨木市春日１－１－２４　■H P：https//:www.facebook.com/cafeladle.jp 

久保田さんご夫妻

平安末期（1185 年：文治元年 10月 30日付）関白九条兼実日記
『玉葉』に「摂州武士太田太郎巳下、構城郭・・・」との記述が！
この文が茨木の城の初見で太田城のことなんだよ！
南北朝時代（1334 年）に楠木正成が福井城を、翌年には茨木城を築いてるんだって！
室町時代にはどんどんお城が増えていって、三宅出羽守国政が三宅城を築き、16世紀前半の畿内の戦
乱を描いた軍記物『細川両家記』には、太田・三宅・安威・福井・茨木の五つの城名が出てきてるんだ。
1549 年の江口の戦い直前に、細川晴元方は三好長慶方に対し三宅城に大集結する。
織豊時代（1571 年）荒木・中川軍が白井河原（郡山合戦）で和田・茨木軍を撃破、茨木城も落とす。
この時代に小城や砦が取り壊されたんだ。
江戸時代（1615 年）一国一城令で茨木城の廃城が決まってしまう。

　市内北部、銭原地区にある
隠れ家のような古民家カフェ。
オーナーである浅井さんが趣
味で集めた雑貨が並ぶ店内
は、なんと築２５０年以上！ 店内
に入ると、おじいちゃん・おばあ
ちゃんの家に行ったような懐
かしい匂いがします。
　できるだけ地元の野菜を使ったメニュー
作りをし、「鹿の生姜焼き（要予約）」なんて
山Cafeならではの珍しいメニューも！！

ナッツがいっぱい入った
クリーミーな夢咲茶。
香ばしいかおりが気持ち
をホッとさせてくれます。

日替わりの総菜が並ぶ「祥園御
膳」。ボリューム満点なのにヘルシ
ーだからどんどん食べられますよ！

時間が経つのを忘れてしまうくらい、
のんびりしてしまう不思議な空間です。 奥のスペースには、こだわりの自然食品販売ショップがあります。

ちょっと恥ずかしがりやの浅井
さん。メダカのお世話中。

向井さん（右上）と仲間の方々。笑顔と
元気をいっぱいもらえます。

ゆめさきちゃや

　オランダ国旗がはためき赤い
窓枠が目印のカフェ。オランダを
身近な「食」から親しんでもらえ
たらと、KLMオランダ航空の
CAを勤めていた藤田さん。オ
ランダの家庭料理で食事として
の満足度が高い「パンネクーケ
ン」をはじめ、ランチは「キマグレ
ごはん」と名前の通り、シチュー、サンドやパスタな
ど。まるごとの本場オランダ産ゴーダチーズを使用
したメニューも。その日に行ってみてのお楽しみ！

ガッツリ系からもちろん、
スイーツ系まで種類も豊
富！26cmのボリュームとモ
チモチ食感がハマります。

左：スペシャリティコーヒーマイス
ターでもあるオーナーの藤田さ
ん。上：豆を中心に、セロリや根
菜とソーセージを煮込んだエル
テンスープはとってもヘルシー。

９月からは、きのこと
チーズのパンケーキ
や栗をつかったパン
ケーキも登場予定。
今から楽しみ！

カフェレードル カフェレカ

しょうえん　



白井河原の戦いで新興勢力勃興？
戦国時代のさなか、織田信長が摂津国に入国し、
池田勝正、伊丹親興、和田惟政を摂津三守護に任
命したものの池田勝正と茨木佐渡守重朝、伊丹親
興の連合軍が争い、その後、三好三人衆に通じて
池田勝正を追い出した家臣の荒木村重と中河原の
土豪、中川清秀の連合軍と茨木重朝を支援する和
田惟政との対立に変化、ついに1571年（元亀2年）
夏、白井河原を挟んで両軍が対峙。茨木、和田軍は
幣久良山西側の糠塚に500騎。対する荒木、中川軍

は馬塚に2500騎。多勢に無勢と和田側の郡正信が
「主が不在である。主人が帰ってから戦いたい
と荒木側に伝えるが、茨木、和田軍には惟政の子、
和田惟長も未着、高槻城の高山友照、右近親子も
後づめにあったので時間稼ぎと見破り、荒木、中川
軍が8月28日、白井河原で戦端を開いた。戦いは壮
絶を極め「白井河原は名のみにして、唐紅の流とな
る」（陰徳太平記）と記されている。この戦いは荒木、
中川軍の勝利となり織田信長による調停で荒木村

参考図　茨木に埋もれた日本史（東實文男 著）より

重は池田城主に、１５７７年から中川清秀が茨木城
主に収まるという結果になっている。まだまだ下克上
盛んな戦国時代末期であったようだ。

　旅行で訪れたカナダで食
べたパンケーキのおいしさに
感動し「いつか、カフェを開き
たい」とずっと思っていたオー
ナーの久保田潤児さん。自分
だけの時間をゆっくり過ごせ
るような空間になればと、奥様
の英子さんと共に昨年12月に
開店。パンケーキはもちろん、
チーズケーキやスコーンなど
を手作りしている。更に、前職
はコーヒー会社に勤務してい
た久保田さん自ら選び抜いた
豆を自家焙煎したコーヒーもおすすめ。
　子どもの頃に思い描いた「ホットケーキ
屋さんになること」という夢と、大人になっ
て巡り会ったコーヒーを、皆さんに味わっ
てもらいたいという想いがたくさん詰まっ
たカフェです。

１１８５年（文治元年）兄、源頼朝
に追われた義経は京都から西国
に向かう途中、太田城主太田頼
基から攻撃を受けるも一蹴。茨木
では一番古いお城「玉葉」「平家
物語」に話しが出てきます。
（太田１丁目、城の前町辺り）

　身体にやさしくて良いものを
皆さんに食べていただきたいと
の思いから１２年前にオープン。
マクロビオテックにいち早く取り
組み、自家栽培の野菜など食
材にこだわり作られたメニュー
は大人気！！お母さんやお友達の
手伝いに支えられここまで続け
て来られたと話すオーナーの向
井さん。アットホームで温もりある
雰囲気に、心も身体も元気にな
れそうなお店です。

信長も右近もやってきた城。下
池より西に向けて撮りました。
（新郡山１、郡山１、２丁目）

溝咋源氏の城とか。
佛照寺門前にあります。
（目垣１丁目仏照寺付近）

城主藤井三位、室町幕府
直参馬廻衆でした。美沢公
園内にあります。（美沢町）

安威了佐もここの出身、子孫は
中川家仕官。大念寺、安威神
社に続く街道沿いにあります。
（安威２丁目）

１３４０年泉原佐近将監、高
山庄地頭職に。清渓小学
校はお城でした！（泉原）

長ケ淵に突き出した山の上
桑原方面から見ました。
（安威３丁目）

九（久）定山にある中穂積
神社境内にあります。
（中穂積２丁目）

小郡代、水尾（真砂）為盛が
城主か。伯光神社の大楠木
が目印です。（水尾３丁目）

馬場の信号から北に７００
ｍ。地元の方に教わって撮
りました。（佐保）

下野国守護、宇都宮公綱の子、広
綱が三宅姓を名乗り代々ここを支
配。茨木で一番広いお城、東西３２０
間（５７６ｍ）、南北３００間（５４０ｍ）。
１５６２年にお城が取り壊されました。
（蔵垣内３丁目、丑寅２丁目）

南に西国街道、西に丹波街道を望む
要所。応安７年より１５３年の間、守護
代が置かれた。小字名で本丸、大手
跡、搦手跡、城ケ谷構え、西堀などが
ありました。（東福井３丁目）

そのほか大岩城（大岩）、池上城（総持寺）、宿々城（宿久庄）、清水城（清
水）、耳原砦（耳原）、佐保栗栖山砦などあったようです。

太田頼基の墓もあります。

蔵垣内公園の角にあります。

東福井３丁目バス停より北東の段丘に
あります。

■営業時間：10 時～ 16 時（L.O.）　■定休日：不定休（下記ブログをご確認ください）
■住所：茨木市銭原９１６　■電話：072-649-3087
■ブログ：http://yumesakika.exblog.jp/

■営業時間：11 時～ 17 時（L.O.16 時）　■定休日：水曜日
■住所：茨木市泉原９１０　■電話：072-648-2717
■ブログ：http://www102.sakura.ne.jp/ ～ shoen/ 

■営業時間：9時半～ 18 時半（L.O.17 時半）　■定休日：月曜、火曜、祝日
■住所：茨木市元町１－２３　■電話：072-601-0219
■H P：https://www.facebook.com/CafeLekker

■営業時間：10 時～ 22 時　■定休日：水曜日　■電話：072-631-8787
■住所：茨木市春日１－１－２４　■H P：https//:www.facebook.com/cafeladle.jp 

久保田さんご夫妻

平安末期（1185 年：文治元年 10月 30日付）関白九条兼実日記
『玉葉』に「摂州武士太田太郎巳下、構城郭・・・」との記述が！
この文が茨木の城の初見で太田城のことなんだよ！
南北朝時代（1334 年）に楠木正成が福井城を、翌年には茨木城を築いてるんだって！
室町時代にはどんどんお城が増えていって、三宅出羽守国政が三宅城を築き、16世紀前半の畿内の戦
乱を描いた軍記物『細川両家記』には、太田・三宅・安威・福井・茨木の五つの城名が出てきてるんだ。
1549 年の江口の戦い直前に、細川晴元方は三好長慶方に対し三宅城に大集結する。
織豊時代（1571 年）荒木・中川軍が白井河原（郡山合戦）で和田・茨木軍を撃破、茨木城も落とす。
この時代に小城や砦が取り壊されたんだ。
江戸時代（1615 年）一国一城令で茨木城の廃城が決まってしまう。

　市内北部、銭原地区にある
隠れ家のような古民家カフェ。
オーナーである浅井さんが趣
味で集めた雑貨が並ぶ店内
は、なんと築２５０年以上！ 店内
に入ると、おじいちゃん・おばあ
ちゃんの家に行ったような懐
かしい匂いがします。
　できるだけ地元の野菜を使ったメニュー
作りをし、「鹿の生姜焼き（要予約）」なんて
山Cafeならではの珍しいメニューも！！

ナッツがいっぱい入った
クリーミーな夢咲茶。
香ばしいかおりが気持ち
をホッとさせてくれます。

日替わりの総菜が並ぶ「祥園御
膳」。ボリューム満点なのにヘルシ
ーだからどんどん食べられますよ！

時間が経つのを忘れてしまうくらい、
のんびりしてしまう不思議な空間です。 奥のスペースには、こだわりの自然食品販売ショップがあります。

ちょっと恥ずかしがりやの浅井
さん。メダカのお世話中。

向井さん（右上）と仲間の方々。笑顔と
元気をいっぱいもらえます。

ゆめさきちゃや

　オランダ国旗がはためき赤い
窓枠が目印のカフェ。オランダを
身近な「食」から親しんでもらえ
たらと、KLMオランダ航空の
CAを勤めていた藤田さん。オ
ランダの家庭料理で食事として
の満足度が高い「パンネクーケ
ン」をはじめ、ランチは「キマグレ
ごはん」と名前の通り、シチュー、サンドやパスタな
ど。まるごとの本場オランダ産ゴーダチーズを使用
したメニューも。その日に行ってみてのお楽しみ！

ガッツリ系からもちろん、
スイーツ系まで種類も豊
富！26cmのボリュームとモ
チモチ食感がハマります。

左：スペシャリティコーヒーマイス
ターでもあるオーナーの藤田さ
ん。上：豆を中心に、セロリや根
菜とソーセージを煮込んだエル
テンスープはとってもヘルシー。

９月からは、きのこと
チーズのパンケーキ
や栗をつかったパン
ケーキも登場予定。
今から楽しみ！

カフェレードル カフェレカ

しょうえん　



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

平成26年9月20日(土)、21日(日)

平成２６年１０月１８日(土)
　　　　　　　 １９日(日)

茨木麦音フェスト2014 vol.3

黒井の清水大茶会

今年はこれ迄で最多となる20社ものブリ
ュワリーが全国より参加し、総計100種類
以上の樽生極上クラフトビール（地ビー
ル）が楽しめる。茨木の銘店グルメに無料
のLiveステージと「麦」、「音」、「食」の鉄
壁トライアングルが生み出す大人による
大人のための2日間。

豊臣秀吉が好んで茶の湯に使ったとさ
れる「黒井の清水」にちなみ茨木神社
で毎年開催されるイベント。お茶席のほ
か、お楽しみ抽選会や喫茶コーナー、
茨木の物産品即売会もあり毎年多く
の人で賑わいます。

■会場：茨木市中央公園 南グラウンド（茨木市役所前）
■時間：11時～20時
■入場：無料 ※飲食は有料　雨天決行 ※荒天により中止になる場合があります
■主催：茨木麦音フェスト実行委員会
■HP：http://ibaraki-bakuon-fest.com/

■会　場 ： 茨木神社
■奉茶式 ： ９時３０分（１８日のみ）
■野　点 ： 両日１０時～１６時
■お茶代 ： 500円(お抹茶と創作主菓子、抽選券付き)

平成２６年１０月１９日(日)
新作狂言「茨木童子２０１４」
茨木市の観光特任大使である
茨木童子が登場する新作狂言
公演。前日の１８日には鬼の仮
装をして「お練り」も行われます。

■会　場 ： 真宗大谷派茨木別院本堂
　　　　  （茨木市別院町３－３１）
■時　間 ： ①１２：３０開演　②１５：３０開演
■料　金 ： 一般３,０００円/６５歳以上２,500円
　　　　  /２４歳以下１,０００円
■問合せ ： （公財）茨木市文化振興財団・文化事業係
■電　話 ： ０７２－６２５－３０５５

探してみると、お城があったことを示す遺構や石標がけっこうあるんだ！
今回は、いばらきにあったお城の歴史に思いを馳せて探ってみよう！

いばらきの街中には、こんなにお城があった？！

　茨木神社の東門は以前からお城の搦手
門ではないかと言われていました。今回、
スタッフは茨木神社の岡市宮司さんとの
インタビューを決行し、以下のお言葉を
聞き出すことに成功しました。「阪神大震
災で東門は痛みがひどく補修が必要にな
り、専門家に調査を依頼したところ、西
暦 1600 年前後の建造物であるとお墨付
きをいただいた」。1615 年元和の一国一
城令により、２年後に取り壊された茨木
城の搦手門がここに移築されたことは間
違いなさそうです。残念ながら「この場
所に移された経緯はわからない」とのこ
と。馬に乗り長槍を持った武者が楽々通
れる背の高い門ですよ！

1335年　楠木正成築城
1490年　管領細川政元、狩りのため伊原岐（茨木）に下向
1527年　茨木長隆、堺（暫定）幕府筆頭奉行人となる
1568年　茨木伊賀守長政（織田信長より城主任命）
1571年　茨木佐渡守重朝（白井河原合戦にて戦死）
　　　　　荒木村次（村重嫡男）入城
1573年　中川清秀、茨木城の預け守将になる。入城１５７７年
　　　　　羽柴秀吉、安土と姫路の道中たびたび立ち寄る
1579年　織田信長宿泊、中川清秀供応する
1583年　中川秀政、父清秀、賤ヶ岳にて戦死のため当主となる
1585年　安威了佐（大坂一円秀吉直轄地）代官として任官
1593年　河尻（川尻）秀長、
　　　　　任官（関ヶ原西軍に属し伏見にて戦死）
1599年　徳川家康、茨木城逗留し豊臣家の鷹、鷹匠使用か
1601年　片桐且元、貞隆兄弟、奉行と代官として入部
1615年　元和一国一城令にて廃城決定。間宮光信が代官に
1617年　茨木城取り壊し、大手門は片桐家江戸屋敷に移築

本年度の茨木フェスティ
バルでは、昨年茨木市と
歴史文化姉妹都市提携を
結んだ大分県竹田市が初
出店され、ご当地サイダー
の販売や観光キャンペー
ンレディによる PR 活動な
どで賑わっていました。

発行日/平成26年9月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会　会長  山野　寿

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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茨木城模型茨木城櫓門原寸再現（茨木小学校）

■お城と砦、どこで区分するのかなあ？現
代の敵兵はヘビやハチ、蚊など一杯！探
索は冬に（石童子君）

■城址巡りをしながら茨木って歴史深いん
だなぁと再確認することができました。山
カフェ・街カフェどれも素敵なお店ばかり
ですよ！是非行ってみてくださいね！！

   （いづむ）

■茨木の国盗り物語、一世を風靡した多く
の武将が登場してきますね。興味深い
隠れたお話も次から次へとでてきます。
（TAD）

■久々に茨木の山へ。緑いっぱいに吹き
抜ける風を感じながら、ホッとお茶を楽し
むひと時。街中とはまた、ひと味ちがう癒
やしの時間ですよ～♪（よんよん）

■歩程距離：約９km
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年９月１６日(火)

茨木市の南北を通る街道、亀岡街道を歩く
コースです。

亀岡街道北コース
平成２６年９月２１日(日) 9月 山手台・大岩コース

平成２６年１０月２６日(日) 10月

■歩程距離：約5km
■参加費：３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２６年１０月２０日(月)

歯痛にご利益があるといわれる歯神地蔵や
初田古墳等を巡ります。

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

観光協会事務局
などで配布予定です

vol.15  2014 冬号　

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。満
70歳以上の方は年会費1,000
円、大学生・専門学校生の方は
500円でご加入いただけます！

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。

星山真緒さん ： 私は生まれ育った、この茨木の良さを
もっと多くの人に知ってほしいという思いから観光大
使に応募しました。私の強みは積極的に行動すること
です。この強みを生かし、頑張りたいと思います。（写真左）
菅　瞳さん ： 茨木で生まれ育った私にとって、茨木はま
さに落ち着ける居場所であり、大好きなところです。
文化の香り高く、それでいて気取らない茨木の良さを
たくさんの人に知ってほしいです。（写真右）

第４２回茨木
フェスティバル
で、これから１
年間、「いばらき
観光大使」とし
て茨木市のＰＲ
を行っていただ
くお二人が決定
しました！
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　茨木城は、摂津国守護となった楠木正成が１３３５年に築いたと伝われてるんだ。西側に
茨木川を天然の防御にした平城で、南北に細長く中川清秀の時、惣構えの城となり嶋下郡
の中心地に。二の丸辺りにあった土塁はなくなってしまったけれど、商店街などには堀跡の痕
跡があるので探索してみてね。遺構としては、茨木小学校自然観察園（片桐町）は、天守台
を囲む堀のあとだったし、茨木小学校正門は片桐家領
大和郡山市慈光院に移築された茨木城櫓門を原寸
再現、茨木神社東門として移築された搦手門も必見 ！


