まちで楽しもう！イベント情報
●●●●●●●●●●●●●●

ダーツ入門セミナー
平成２８年２月１４日 ( 日 )
場所：茨木市立男女共生センター
５０１号室（ローズ WAM）
ダーツってルールが難しそう、
うまく的に当た
らないかも・
・
・とご心配の方でも大丈夫！
！
「ダ
ーツ入門セミナー」
を開催します。
茨木ダーツ倶楽部さんがダーツのルールか
ら実践練習まで丁寧に教えて下さいますよ。
ダーツは初めてという方でもお気軽に是非ご
参加下さい！
！

いばらき ハルびらき

第 8 回茨木音楽祭

平成２8 年 3 月 26 日（土）・27 日 ( 日 )
場所：中央公園南グラウンド
入場：無料

平成２8 年 5 月 5 日 ( 木・祝 )
場所：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、
他屋内会場
入場：無料

茨木市から春のお
知らせをお届けする
クラフトマーケット
出店者＆ボランティ
アスタッフも募 集し
ています。

茨木

光協
市観

会 発！
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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：ハルびらき実行委員会
■時間：午前10時〜午後5時
■HP：http://harubiraki.com/

発行日/平成28年2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

みんなの憩いの場「中央公園」
いばらきのぉと目線で調査探検！

■主催：茨木音楽祭実行委員会
■HP：http://ibaon.jp/

いばらき観光ウォーク
観光ボランティア
ガイド募集

■時 間：午前１０時３０分〜午後４時
■参加費 : １,５００円
（観光協会会員は１,０００円）
（昼食は別途）
■定 員：４０名
（定員になり次第締切とさせていただきます）
■申 込： ２月１１日までに電話
（０７２−６４５−２０２０）
、
ファックス
（０７２−６４５−３０２０）
または
メール
（i-info@ibaraki-kankou.or.jp）
にて
代表者の住所・氏名・電話番号と参加人数を
記入し、茨木市観光協会までご連絡ください。

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。
※詳しくは茨木市観光協会まで
☎０７２-６４５-２０２０

ウォーク
光
観
き
ら
ば
い
2月

行基伝承寺院と東奈良遺跡コース
平成２８年2月２１日
（日）

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法

3月 もののふ自然歩道―阿武山縦走―コース
平成２８年３月５日
（土）

竜仙の滝や阿武山
古墳を巡ります。健
脚向きコースです。

行基ゆかりの地である蓮花寺のほか、三宅城
跡や市立文化財資料館を巡ります。
■歩程距離：約６．
５km
■参加費：３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２８年２月１５日
（月）

■堅い物を思いっきり噛んでいたのが影響し
て歯医者に通っています。生まれた時、
す
でに歯が生えていた茨木童子君の立派
な犬歯をなでてきました！
（石童子君）
■中央公園にある獅子の像、前から気にな
ってたんです。でも今回の取材で一気に
解決！今回ご紹介したポイントを皆さんも
是非探してみて下さいね
（いづむ）

〒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

■歩程距離：９．
５ｋｍ
■参加費：３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２８年2月26日
（金）

4月

春の野山を巡る佐保コース
平成28年4月17日
（日）

僕の石造の足をなでると丈夫になる？

佐保砦や小西篤好碑など茨木市佐保地区を
中心に巡ります。
■歩程距離：約７ｋｍ
■参加費：３００円
（観光協会会員は２００円）
■応募締切：平成２８年４月１１日
（月）


茨 木 のランドマーク？

21 2016 初夏号

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。

茨木市観光協会

ここは中央公園範囲外だけど、南に隣接してて僕の
像があるので、
ご紹介！ 僕のイメージが膨らむように
後ろにある石の築山は大江山を表しているんだよ！

僕は産まれるとすぐ歩き出したので、僕のように健康で
歩けますようにと高齢者はもちろん、妊婦の方はおなか
の子供のために、足をなでに来る人がいるんだって！高
橋の欄干にも僕の石造が四体あるからナデナデしてね！

■変化を続けるまち。
また新たなランドマーク
が生まれようとしているみたい。 （TAD）
■なんどもいろんなイベントで遊びにいって
る中央公園。正直、気になってたあのライ
オン？ 獅子像が何かわかってよかった。
地下駐車場は、迷子スポットです。
（汗）
（よんよん）

僕のうしろは大江山？（消防本部東側）

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

次号は
5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

百科事典によるとランドマークとは
「都市景観や田

ました。周りに大きな建物もなく結構遠くからはっきりと

園風景において目印や象徴となる対象物。歴史的，

見えたものです。70年代に入り街の姿は大きく変わり

文化的に価値のある建造物，記念物，町並み，領域

1975年フジテックのエレベータ研究塔が完成、地上

の境界を示す境界標などがある」
とあります。
これに

150ｍという世界最高のものでした。
「あの高い煙突

そって茨木市のランドマークは何かと考えると、新しく

は何？」
と茨木を訪れる人の話題になったものでした。

できた立命館大学大阪いばらきキャンパスもそうです

この研究塔も2008年には役目を終え解体されました。

し、阪急南茨木駅のサン・チャイルドも挙げることがで

ランドマークというと、
どうしても見上げたそこにあるも

きます。一方、過去には昭和初期から1964年まで街

のという感じがするのですが、逆に空から眺めると茨

の顔だった
「とんがり屋根の給水塔（片桐町）」があり

木の顔になるのが元茨木川緑地。市が開催したワー

クショップなどでも多くの市民が茨木のランドマークと
してこの緑地帯を上げています。茨木のランドマーク
の変化は街が生きている証でもあるのでしょうか。

中央公園の探検スポット！

⑦こんなところに
水路のトンネル

⑧広島の被爆石
非核平和都市宣言が昭和５９年に
市議会で採決され、平成３年に広島
市から被爆旧庁舎前の敷石を非核平
和の願いを込めていただきました。

人や自転車が往来できる市民会館とのトンネルはみんな知っ
てると思うけど、
そのすぐ西側に小川水路のトンネルがあるんだ！

①市制５０周年記念庭園 ③安慶市から
寄贈の獅子像

耐震性貯水槽？

中国の安慶市から贈られた獅子が二体睨み
を利かしているよ。市役所南館のロビーにも陶
器の大きな壺があるからそれも見てね。昔の安
慶の町の様子が壺に描かれているんだ。

中央公園南グラウンドの下には地震に備えた貯水槽があって、
１万３千人が１日３リットル飲んでも３日間飲める飲料水が貯められ
るようになっているんだ。
中央公園以外にも市内には計９カ所ある
んだって ！ ちなみに、
茨木市の防災公園としては、
彩都西公園、
西河原北公園、岩倉公園の３か所があって、
かまどベンチやマン
ホールトイレなどの防災施設があるんだよ！

市役所
「庭園は沢良宜浜地区のイメージした白砂青松、西国街道を模
した飛び石、北摂連山の水と緑を彷彿させた築山と池を設け、離れた
部分は市内の里山風景を表しています」
と紹介されてるね。

②内海町姉妹
都市植樹碑
姉妹都市になったので、小豆島町（旧・
内海町）
の海へキャンプに大勢行ってるよ
ね。小豆島町からは銭原の山のキャンプ
場に交流で来ているんだって。
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④ミネアポリス市植樹プレート

北グラウンドの地下は駐車場

⑥自然石の道標

北グラウンドの地下にある中央公園駐車場には車約３百台が
駐車できるんだ。
川端通りから南北どちら方向からも入れるよ。

南グラウンド北東の階段を上がったところにあるん
だけど、
「 右 茨木停車場 左大阪 距高麗橋四
里廿四丁拾間」
と刻まれているんだ。
ここから高槻街
道と亀岡街道を通って高麗橋まで約１８キロメートル
ということだね。今
度じっくり立ち止ま
って観察してね！

⑤三等三角点
アメリカミネソタ州ミネアポリス市とは文化・スポーツなどの交流
をしているんだ。記念の樹々が植えられているんだよ。

グラウンド南の林の中にあるんだ。
ち
なみに一等三角点は茨木市最高地点の
石堂ケ岡に、二等は郡に、三等はここ以
外に安威、竜王山、音羽、千提寺、馬場、
宮島などに、四等も長谷と忍頂寺にある
んだって。

テニスコートは水田？

ここは６０年ほど前は茨木神社の神撰田で、早乙女たちが踊り鉦や太
鼓で賑やかに春には御田植え祭、
秋には抜き穂祭が行われたんだって！
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どうしても見上げたそこにあるも

きます。一方、過去には昭和初期から1964年まで街

のという感じがするのですが、逆に空から眺めると茨

の顔だった
「とんがり屋根の給水塔（片桐町）」があり

木の顔になるのが元茨木川緑地。市が開催したワー

クショップなどでも多くの市民が茨木のランドマークと
してこの緑地帯を上げています。茨木のランドマーク
の変化は街が生きている証でもあるのでしょうか。

