まちで楽しもう！イベント情報
●●●●●●●●●●●●●●
平成２７年１１月 1 日 ( 日 )
場所：JK 茨木・レーズン堂・タシデレ・D bar

阪急茨木市駅を中心に、4店舗でのライブをめぐる
［サーキット型］
ライブイベント。バングルスタイルのチ
ケットをスタッフに見せて、23組出演するライブのタイ
ムテーブルをチェックして、茨木ぐるぐるしましょ〜♪

■時間：午後４時〜午後11時
（各会場に準ずる）
■料金：前売り／3,000円、当日／3,500円
（共に1Drink付）
■HP：https://www.facebook.com/onsuiyoku

平成２７年１１月２１日（土）・２２日（日）
場所：茨木市役所前南北グラウンド
白菜や大根などの市内農林産物のほか、姉妹
都市である香川県小豆島町や大分県竹田市
からの 物 産
品 販 売もあ
り、毎 年 多く
の 方で賑わ
います！

■時間：２１日/午前９時〜午後４時
（物産品販売は９時３０分〜）
２２日/午前９時３０分〜午後３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）

いばらき観光ウォーク
11月

藤原鎌足ゆかりの蹴鞠
鑑賞コース

12月

平成２７年１１月２３
（祝）

茨木

平成２７年１１月２０日（金）〜２２日（日）
場所：茨木市内１１９店舗
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平成 27 年 11 月 22 日（日）
場所：茨木市立生涯学習センターきらめきホール
入場：無料（全席自由）

茨木のまちなかで、食べ歩きを楽しむグルメイベン
ト。今年で第４回を迎え、誰もが茨木で満喫してもら
いたい。
という思いからテーマを
『食に感謝！心もお
どる！街中がカーニバ
ル！
！』
として、新企画こ
どもバル同時開催決
定！飲んで食べて歩
いてスタンプラリーも
あります！新しい発見
とドキドキを探しに街
中へ出かけましょう
！

午後1時から第1部、
市内アマチュア団体
13団体が日頃の練習
の成果を披露する。
午後3時30分から第
2部、邦楽プロジェクト
ユニット「あらまほ」が
出演。スピード感あふ
れるエキサイティングな演奏をお楽しみ下さい。

■時間：１２時〜各店舗営業時間
■チケット：１冊５枚綴り/前売り１冊３,０００円、当日１冊３,５００円
■前売りチケット購入方法：WEB、
バル協会事務局、
JAF関西本部大阪支部、参加店舗にて購入
■H P：http://barfestaibaraki.com/
■問合先：いばらきバルフェスタ協会
（TEL：
０７２−６４６−９７６１）
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茨木のまちを南北に貫く高瀬川をドンブラコ〜

■時間：午後1時〜4時
（午後0時30分開場）
■参加申込み：11月5日
（木）
午前9時より生涯学習センターへ
電話、
または窓口にてお申込みください。
■問合先：茨木市立生涯学習センター
（ＴＥＬ072-624-8182）

＜明治 18 年の地図＞
平成２７年１２月２７日（日）
場所：市民会館前大階段・人工台地

46年の歴史を持つ茨木市市民会館が2015年12月
閉館し、茨木の文化発信の場としての役割を終えよう
としています。
【歩いていたら、舞台と出会った】
をテー
マに、多くのイベントが開催されました。そんな市民会館
に感謝の気持ちをを込めて･･･。当日は迫力ある太鼓
の演奏や音楽ライブのほか、市内協力店による飲食ブ
ース
「にぎわい屋台村」
もありますよ！最後はおもいっき
り盛り上がりましょう
！
！

安威川

高瀬川
■時間：午後１時〜午後８時
■問合先：
（公財）
茨木市文化振興財団
TEL：
０７２−６２５−３０５５

●

茨木川

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

〒567-0888 茨木市駅前4-6-16
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 茨木市市民総合センター2階 茨木市観光協会宛
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。 メール w-info@ibaraki-kankou.or.jp

世紀の遺物発見 隠れキリシタン
の山里を歩くコース
平成２７年１２月１２日
（土）

高瀬川せせらぎの
プロムナード

西国街道

現 JR

亀岡街道

プロムナードというのはフランス語で散
歩とか散歩道の意味なんだ。高瀬川プロ
ムナードは斎場南側の東宮町から宮元町
を通って別 院 町と
永代町の町境まで、
ちょうど阪急本通り
商店街の入り口近
くに石碑があるから
探してね！

日本史の知られざる部分をご紹介！

歴史・文化姉妹都市提携を結ぶ
「茨木」
と
「竹田」
興味深まる両市のキリシタン史秘話を語る

●

★寺がないのに
「なぜ千提寺か」
★「ザビエル肖像画」の発見と秘話
★三代藩主久清の母―「安威の方」
とは
★「隠れキリシタン」
と
「隠しキリシタン」
とは

大織冠神社など鎌足ゆかりの地を巡るほか、
阿為神社では蹴鞠を鑑賞します。

キリシタン遺物史料館や高雲寺など貴重なキリシ
タン遺物を鑑賞する人気コースです。

■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２７年１１月１６日
（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２７年１２月４日
（金）

著者：東實文男
価格：1,574円
（消費税別）
市内大手書店で販売中！

高槻街道
●

●
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■茨木の街中、
けっこう水路がめぐらされて
いるのに驚きました。 （TAD）

■高瀬川を上流から下流まで探す旅は、
とき
どき川が道の下などに隠れて大変だった
けど面白かったよ。宮元町の川辺に咲く
ハナミズキの写真を載せられなくてごめん
ね。
（石童子君）
■「いばらき光の回廊」
が今年も始まります！
１１月２８日は音楽ライブなど楽しいイベン
トを企画中ですよ！今年もたくさんの方に
見に来て頂けますように。
（いづむ）

■ちょっと肌寒いくらいの気候に、
まちをいろ
んな目線でウロウロ
（笑）
するのも楽しいで
すね〜☆高瀬川にアヒルちゃんを浮かべ
て一緒に追いかけてみたり？
！
（よんよん）

茨木市観光協会

vol.
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。
■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/
茨木市観光協会の窓口で登録できます。

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

観光協会事務局
などで配布予定です

高瀬川親水路って？ 川はどこ？
阪急茨木市駅西側ロータリーに永
代町交番があるんだけど、バス通りを
潜った水路は交番裏で姿を表してい
るんだ。石碑は交番から１５０メートル
南に立派なのがあるよ。そして電車高
架下を流れ、稲葉町手前で東に向き
を変え大池１丁目の交差点近くで親
水路碑がまたあるんだ。

大池１丁目で暗渠になって川
が見えなくなるけど、
その交差点
で直角に南に曲がっているんだ。
再び見えるのは佐奈部神社のま
だ南、
ここからは川幅が広くなっ
て高瀬川排水路。鯉がウジャウ
ジャいてビックリ
！
●

じ

ら

お わり

治良川と大張川
高瀬川は、十日市浄水場南端で安威川堤防脇を流れて来た水路と
合流し、５０メートルほど下流で南西に向かう大張川（明治以降に整
備された水路）
と分かれるんだ。大張川と分かれた治良川は、太田橋
西の西国街道が名神高速を斜めにくぐる道の東側を流れて住宅地を
抜け、旧街道の茨木街道支線（枝切街道）の横に出ると街道沿いを南
下し、西河原西交差点手前で大張川水路と合流するんだ。
十日市浄水場南端付近

国道１７１号線の
安威ポンプ場から治良川の
どこで横切っているの？ 水はどこに行くの？
西河原西交差点北東角のY紙器西側に水路と細い

今年で 3 回目の開催となる「2015 いばらき光の回廊〜冬のフェスティバル〜」。
もうすっかり、茨木の冬のまちを彩るイベントとなってきたんじゃないかな？
今年度のテーマは、「宙（そら）イルミネーション」。11 月末からクリスマスにかけて、
茨木のまちは、宇宙の星に見立てたイルミネーションのキラメキでいっぱいに！
特に今年は、リニューアルした JR 茨木駅東口に注目したいね！
茨木の冬の風物詩、イルミ
ネーション。今年は、JR茨木
駅東口、阪急茨木市駅西口

昭和４２年７月の大水害では、三咲町付近に押し寄せた雨水を茨木川

を中心に宙（そら）をイメー

道があるけど、
これが昔からある街道と治良川なんだ。

の下を通る逆サイフォン式水路で高瀬川に流したので、東宮町や宮元町な

この交差点の下を南にくぐって田中大橋へ上がる側道

どの下流は床上浸水になったんだって。水害以降はポンプ機能も向上して

ジしたファンタジックできら

東側で再び水路が出現して、東に向かい安威ポンプ場

逆サイフォン水路は使わず、ポンプで安威川と茨木川に排水するようにし

びやかな、まるで遊園地の

の東側に到着。

たんだ。
（昭和４２年７月水害報告書より）

ような世界観をイルミネー
ションで演出します！

鯉がバシャバシャ！
市立斎場と第３駐車場の間も高瀬川
なんだけど、
ここはちょっと知られた鯉
の観察場所。のっこみ（産卵）時期には
凄まじい数の
鯉が水路一
杯にバシャバ
シャと集まっ
て来るんだ！

未確認情報？
平成23年５月、真砂新橋付近でオオサンショ
ウウオ出現！でも残念ながら数十人の通行人が
見ただけでどこかに姿をくらましたとか・・・

藁（わら）の
竜が泳いだ？

高瀬郵便局（別院町）
も川の名前から？

水尾の伯光（はくみつ）神社
では昔から日照りが続くと、
ご
神木に藁で作った竜を巻き付
けて雨乞い神事が行われたん
だ。７日間たっても雨が降らな
いと藁の竜は高瀬川に流され
たそうだよ。

郵便局の名前は、高瀬川から付けら
れたのかよく解らないけど、高瀬町とい
う町名が一時存在したので、そこから名
付けられたみたい。
でも高瀬町は高瀬川
から付けられたので元は川からだよね。

JR茨木駅東口外観

11月27日（金）にはJR茨木駅東口イ
ベントスペースで午後５時より点灯
式を行います。11月28日（土）には茨
木市役所前中央公園南グラウンドに
露店も立ち並ぶほか、音楽ライブな
ど魅力あふれるイベントが目白押し
です！イベントは随時ホームページに
情報を掲載しますので、是非チェック
してくださいね！
！
JR茨木駅東口駅前広場イベントスペース

開催場所 : JR茨木駅東口〜阪急茨木市駅西口
開催期間 : 2015年11月27日
（金）〜2015年12月25日
（金）



※ただし11月27日
（金）は点灯式のみ
点灯時間 : 午後５時〜午後１１時

茨木の高瀬川
安威川と茨木川が合流する田中町のあたりから南
に向かってひかれているのが親水水路、茨木の高瀬

（12月24日は翌朝午前6時まで）

るなど、散歩には絶好のコースになっています。
さてこの高瀬川、名前の由来は昭和の初めまでこの

川です。斎場脇から東宮町、宮元町を抜けて阪急茨

川をコメや野菜などを運んだ「高瀬舟」からきている

木市駅付近で暗渠になりますが、永代町の交番のと

ということです。荷を運ぶため船べりを高くした平底の

ホームページ : http://www.hikarinokairou.com

ころから再び流れを見せます。舟木町で直角に曲が

小舟が高瀬舟で、川べりを人や馬がひいて上り下り

いばらき光の回廊実行委員会

って大池、水尾、島を経て再び安威川に流れ込みま

をしました。現在の川幅からはちょっと想像できません

す。流れに沿って「高瀬川せせらぎのプロムナード」

が結構な賑わいを見せたようです。かつての姿を思

〒567-0888 大阪府茨木市駅前四丁目6-16

（東宮町）、
「高瀬川 親水水路」
（別院町）
の表示とと

い浮かべながら「せせらぎプロムナード」を散策して

もにカラーブロックの歩道、水底には自然石が配され

みてはいかがですか？

事務局

茨木市市民総合センター２階 茨木市観光協会内
おなじみの雪だるまさん（阪急茨木市駅西口）

TEL 072-645-2020
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※ただし11月27日
（金）は点灯式のみ
点灯時間 : 午後５時〜午後１１時

茨木の高瀬川
安威川と茨木川が合流する田中町のあたりから南
に向かってひかれているのが親水水路、茨木の高瀬

（12月24日は翌朝午前6時まで）

るなど、散歩には絶好のコースになっています。
さてこの高瀬川、名前の由来は昭和の初めまでこの

川です。斎場脇から東宮町、宮元町を抜けて阪急茨

川をコメや野菜などを運んだ「高瀬舟」からきている

木市駅付近で暗渠になりますが、永代町の交番のと

ということです。荷を運ぶため船べりを高くした平底の

ホームページ : http://www.hikarinokairou.com

ころから再び流れを見せます。舟木町で直角に曲が

小舟が高瀬舟で、川べりを人や馬がひいて上り下り

いばらき光の回廊実行委員会

って大池、水尾、島を経て再び安威川に流れ込みま

をしました。現在の川幅からはちょっと想像できません

す。流れに沿って「高瀬川せせらぎのプロムナード」

が結構な賑わいを見せたようです。かつての姿を思

〒567-0888 大阪府茨木市駅前四丁目6-16

（東宮町）、
「高瀬川 親水水路」
（別院町）
の表示とと

い浮かべながら「せせらぎプロムナード」を散策して

もにカラーブロックの歩道、水底には自然石が配され

みてはいかがですか？

事務局

茨木市市民総合センター２階 茨木市観光協会内
おなじみの雪だるまさん（阪急茨木市駅西口）

TEL 072-645-2020

まちで楽しもう！イベント情報
●●●●●●●●●●●●●●
平成２７年１１月 1 日 ( 日 )
場所：JK 茨木・レーズン堂・タシデレ・D bar

阪急茨木市駅を中心に、4店舗でのライブをめぐる
［サーキット型］
ライブイベント。バングルスタイルのチ
ケットをスタッフに見せて、23組出演するライブのタイ
ムテーブルをチェックして、茨木ぐるぐるしましょ〜♪

■時間：午後４時〜午後11時
（各会場に準ずる）
■料金：前売り／3,000円、当日／3,500円
（共に1Drink付）
■HP：https://www.facebook.com/onsuiyoku

平成２７年１１月２１日（土）・２２日（日）
場所：茨木市役所前南北グラウンド
白菜や大根などの市内農林産物のほか、姉妹
都市である香川県小豆島町や大分県竹田市
からの 物 産
品 販 売もあ
り、毎 年 多く
の 方で賑わ
います！

■時間：２１日/午前９時〜午後４時
（物産品販売は９時３０分〜）
２２日/午前９時３０分〜午後３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）

いばらき観光ウォーク
11月

藤原鎌足ゆかりの蹴鞠
鑑賞コース

12月

平成２７年１１月２３
（祝）

茨木

平成２７年１１月２０日（金）〜２２日（日）
場所：茨木市内１１９店舗

光協
市観

会 発！

発行日/平成27年11月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会 会長 山野 寿
茨木市駅前4-6-16 茨木市市民総合センター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
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平成 27 年 11 月 22 日（日）
場所：茨木市立生涯学習センターきらめきホール
入場：無料（全席自由）

茨木のまちなかで、食べ歩きを楽しむグルメイベン
ト。今年で第４回を迎え、誰もが茨木で満喫してもら
いたい。
という思いからテーマを
『食に感謝！心もお
どる！街中がカーニバ
ル！
！』
として、新企画こ
どもバル同時開催決
定！飲んで食べて歩
いてスタンプラリーも
あります！新しい発見
とドキドキを探しに街
中へ出かけましょう
！

午後1時から第1部、
市内アマチュア団体
13団体が日頃の練習
の成果を披露する。
午後3時30分から第
2部、邦楽プロジェクト
ユニット「あらまほ」が
出演。スピード感あふ
れるエキサイティングな演奏をお楽しみ下さい。

■時間：１２時〜各店舗営業時間
■チケット：１冊５枚綴り/前売り１冊３,０００円、当日１冊３,５００円
■前売りチケット購入方法：WEB、
バル協会事務局、
JAF関西本部大阪支部、参加店舗にて購入
■H P：http://barfestaibaraki.com/
■問合先：いばらきバルフェスタ協会
（TEL：
０７２−６４６−９７６１）

VOl.

2015 秋冬号

茨木のまちを南北に貫く高瀬川をドンブラコ〜

■時間：午後1時〜4時
（午後0時30分開場）
■参加申込み：11月5日
（木）
午前9時より生涯学習センターへ
電話、
または窓口にてお申込みください。
■問合先：茨木市立生涯学習センター
（ＴＥＬ072-624-8182）

＜明治 18 年の地図＞
平成２７年１２月２７日（日）
場所：市民会館前大階段・人工台地

46年の歴史を持つ茨木市市民会館が2015年12月
閉館し、茨木の文化発信の場としての役割を終えよう
としています。
【歩いていたら、舞台と出会った】
をテー
マに、多くのイベントが開催されました。そんな市民会館
に感謝の気持ちをを込めて･･･。当日は迫力ある太鼓
の演奏や音楽ライブのほか、市内協力店による飲食ブ
ース
「にぎわい屋台村」
もありますよ！最後はおもいっき
り盛り上がりましょう
！
！

安威川

高瀬川
■時間：午後１時〜午後８時
■問合先：
（公財）
茨木市文化振興財団
TEL：
０７２−６２５−３０５５

●

茨木川

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

〒567-0888 茨木市駅前4-6-16
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 茨木市市民総合センター2階 茨木市観光協会宛
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。 メール w-info@ibaraki-kankou.or.jp

世紀の遺物発見 隠れキリシタン
の山里を歩くコース
平成２７年１２月１２日
（土）

高瀬川せせらぎの
プロムナード

西国街道

現 JR

亀岡街道

プロムナードというのはフランス語で散
歩とか散歩道の意味なんだ。高瀬川プロ
ムナードは斎場南側の東宮町から宮元町
を通って別 院 町と
永代町の町境まで、
ちょうど阪急本通り
商店街の入り口近
くに石碑があるから
探してね！

日本史の知られざる部分をご紹介！

歴史・文化姉妹都市提携を結ぶ
「茨木」
と
「竹田」
興味深まる両市のキリシタン史秘話を語る

●

★寺がないのに
「なぜ千提寺か」
★「ザビエル肖像画」の発見と秘話
★三代藩主久清の母―「安威の方」
とは
★「隠れキリシタン」
と
「隠しキリシタン」
とは

大織冠神社など鎌足ゆかりの地を巡るほか、
阿為神社では蹴鞠を鑑賞します。

キリシタン遺物史料館や高雲寺など貴重なキリシ
タン遺物を鑑賞する人気コースです。

■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２７年１１月１６日
（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２７年１２月４日
（金）

著者：東實文男
価格：1,574円
（消費税別）
市内大手書店で販売中！

高槻街道
●

●
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■茨木の街中、
けっこう水路がめぐらされて
いるのに驚きました。 （TAD）

■高瀬川を上流から下流まで探す旅は、
とき
どき川が道の下などに隠れて大変だった
けど面白かったよ。宮元町の川辺に咲く
ハナミズキの写真を載せられなくてごめん
ね。
（石童子君）
■「いばらき光の回廊」
が今年も始まります！
１１月２８日は音楽ライブなど楽しいイベン
トを企画中ですよ！今年もたくさんの方に
見に来て頂けますように。
（いづむ）

■ちょっと肌寒いくらいの気候に、
まちをいろ
んな目線でウロウロ
（笑）
するのも楽しいで
すね〜☆高瀬川にアヒルちゃんを浮かべ
て一緒に追いかけてみたり？
！
（よんよん）

茨木市観光協会

vol.
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。
■観光協会 電話：
０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/
茨木市観光協会の窓口で登録できます。

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

観光協会事務局
などで配布予定です

高瀬川親水路って？ 川はどこ？
阪急茨木市駅西側ロータリーに永
代町交番があるんだけど、バス通りを
潜った水路は交番裏で姿を表してい
るんだ。石碑は交番から１５０メートル
南に立派なのがあるよ。そして電車高
架下を流れ、稲葉町手前で東に向き
を変え大池１丁目の交差点近くで親
水路碑がまたあるんだ。

大池１丁目で暗渠になって川
が見えなくなるけど、
その交差点
で直角に南に曲がっているんだ。
再び見えるのは佐奈部神社のま
だ南、
ここからは川幅が広くなっ
て高瀬川排水路。鯉がウジャウ
ジャいてビックリ
！
●

