
■今年の「いばらき光の回廊～冬のフェス
ティバル～」は去年より点灯場所を拡大
してお届けします。イルミネーションのシン
ボルとして立つ、JR茨木駅東口の巨大ツ
リーは見応え抜群ですよ！！１日限定のイル
ミフェスティバルは寒さも吹き飛ぶ楽しい
ステージやイベントがたくさん！皆さんのご
来場をお待ちしております(^_^)（いづむ）

■胃痛の片桐且元さん、現代の社会そっく
り。僕、会社勤めなんかしたくない！
（石童子君）

■今回のNHK大河ドラマは、毎回欠かさず
観てます！茨木に縁ある歴史上の人物の
エピーソードがドラマで表現され、知ってい
ると楽しみ方が広がりますね。ドラマでの
片桐且元さんの人の良さからの仇が観て
いて心苦しかったです。（笑）（よんよん）

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

観光協会事務局
などで配布予定です

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５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、昨年好評企画の「こどもバ
ル」も同時開催決定！
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☆彡

●●●●●●●●●●●●●●まちで楽しもう！イベント情報

市内で採れた新鮮な野菜のほか、
姉妹都市である香川県小豆島町
や大分県竹田市からの 特産品
販売、子どもさんが楽しめる木工
体験、ビンゴケームやポン菓子の
無償配布など今年もイベントが盛
りだくさんです！！

リサイクル家具の展示・抽選会やフ
リーマーケットのほか、当日参加可能
な各種体験など、様々な催しを行いま
す。また、多数のコーナーがエコポイ
ント制度の対象です。

■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２８年１１月１７日（木）

藤原鎌足ゆかりの地である阿武山古墳や大
大念寺、大織冠神社などを巡ります。また、阿
為神社では蹴鞠を鑑賞します。

藤原鎌足ゆかりの地を訪ねて
～蹴鞠鑑賞～コース
平成２８年１１月２３日（祝）

11月

■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２９年１月１６日（月）

大王陵クラスの今城塚古墳、その埴輪を制作
した新池埴輪工場跡、太田茶臼山古墳を経
由して多くの銅鏡が出土した紫金山古墳など
を巡ります。

高槻西部から茨木へ
～古墳をめぐるコース
平成２９年１月２２日（日）

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２８年１２月１２日（月）

茨木には貴重なキリシタン遺物がたくさん！
歴史の教科書で一度は見たことのある「聖
フランシスコ・ザビエル画像」や「マリア十五
玄義図」は茨木で発見されたのをご存じで
すか？キリスト教禁制時も表向きは仏教徒
として暮らしながら代々守ってきたキリシタン
遺物が大正時代に千提寺地区などで多く
見つかりました。キリシタン遺物史料館には
その貴重な遺物が多数展示されています。

貴重なキリシタン遺物が展示され
ている史料館など隠れキリシタン
ゆかりの地を巡ります。

隠れキリシタンコース
平成２８年１２月１８日（日）

12月

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 〒567-0888　茨木市駅前4-6-16
茨木市市民総合センター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

童子君 ： 且元さんてどんな性格ですか？
秀　吉 ： 助作は実直で真面目な奴じゃ。
童子君 ： 東近江出身ですね。
秀　吉 ： 治部も刑部もそうだが事務能力はあった。

そう茶 も々東近江出だったな…。
童子君 ： 武将としてはどうですか？
秀　吉 ： 賤ヶ岳の七本槍の一人だが、

市松や虎之助とは差が大きいのぉ。
（使い道を気にしていたのが分かりました）

童子君 ： どうして豊臣家の家老に指名したの？
家　康 ： 且元を家老にしておけば、あとあと扱いやすいんじゃ。
童子君 ： 実際にどうでしたか？
家　康 ： わしの手の平の上でうろたえていたようじゃ。
童子君 ： 方広寺の鐘銘事件のことでひと言。
家　康 ： あれは本多正純、天海、崇伝の三人が企んだこと、
　　　わしは知らんぞ！ （なかなか本音を言ってくれませんでした）

童子君 ： 且元さんと相性が悪くなりましたが…。
淀　君 ： ちょっと貪くさい感じ。
童子君 ： 且元さんは豊臣家のため必死に働きましたが？
淀　君 ： 豊臣のためか、家康のためか分かりません！
童子君 ： 同じ東近江出身では？
淀　君 ： 東近江にいたのは四歳まで。その時は姫と

家来の倅という関係。身分が違います。
（且元さんのこと、分かってもらえなかったみたいです）

童子君 ： 体調はどうですか？
且　元 ： 長年の持病です。

最後は咳が激しくて駄目でした。
童子君 ： 家康さんをどう思いますか？
且　元 ： 関ヶ原以降はあの方の天下、

一大名として御命令通り動くだけです。
童子君 ： 軍事と事務方、どちらが好きでしたか？
且　元 ： 私はこう見えても賤ヶ岳七本槍の一人、

裏方の事務は辛い…。
（本心がチラッと見えたような気がしました）

太閤秀吉さん太閤秀吉さん

徳川家康さん

淀君さん（茶々）

徳川家康さん

片桐且元ご本人片桐且元ご本人

淀君さん（茶々）
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市観光
協会発！　

平成２８年１１月１９日（土）～２０日（日）
会場：茨木市内１０８店舗

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70店舗で特典
サービスが受けられるフ
レンド会員カード。

■ 場　所 ： 阪急茨木市駅～市役所～JR茨木駅周辺
■ 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

■ 問合先 ： いばらきバルフェスタ協会
　（TEL：０７２－６４６－９７６１）

■ HP ： http://barfestaibaraki.com/

平成２８年１１月１９日（土）、２０日（日）
場所：茨木市役所前南北グラウンド

■ 時間 ： １９日：午前９時３０分～午後４時（開会式は９時～）
２０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）

平成２８年１１月１９日（土）・２０日（日）
場所：クリエイトセンターほか

■ 時間 ： 午前９時30分～午後４時
（ただし20日のフリーマーケットは午後３時まで）
■ 問合先 ： 茨木市環境政策課（072-620-1644）

人ご本人元ご本人元ご本人

った。

じ
童子君 ： ど
家　康 ： 且
童子君 ： 実
家　康 ： わ
童子君 ： 方
家　康 ： あ

　わし



【点灯期間】
平成28年11月26日（土）～12月25日（日）　
午後５時～午後１１時
（但し12月24日（土）は翌朝午前6時まで点灯）

【イルミネーション設置エリア】
JR茨木駅周辺～中央通り～
阪急茨木市駅周辺、阪急南茨木駅周辺

ステージイベント ： キャラクターショー、
「横浜銀蝿」ライブ、ダンスパフォーマンス、
飲食ブースなど。
※飲食ブースでは、唐揚げ、たこ焼き、フラ
イドポテト、キーマカレー＆ナン、クレープ
など出店予定です。

イルミネーションの一斉点灯、オープニン
グセレモニーを開催します。

　メイン会場であるJR茨木駅東口に巨大クリスマ
スツリーが登場するほか、メイン会場から阪急茨
木市駅西口をつなぐ中央通りと阪急南茨木駅周
辺にミニクリスマスツリーが並び、茨木の冬のまち
を彩ります。11月26日（土）は、メイン会場での点灯
式の他、中央公園北グラウンドでは、ダンスなどの
パフォーマンスやゲストライブなど「イルミフェスティ
バル」を開催。クリエイトセンターでは、大学生が企
画する子ども向けワークショップなども楽しめます。
※参加大学（立命館大学、追手門学院大学、梅
花女子大学、摂南大学、大阪成蹊大学）です

（賤ヶ岳合戦と七本槍）信長の後継者争いが、羽柴秀吉軍と柴田勝家軍によって近江の賤ヶ岳周辺で
争われました。秀吉方の茨木城主中川清秀が全滅覚悟で死力を尽くしたため、奇襲した柴田方は退却
が遅れてしまい、そこに秀吉の近習、小姓たちが槍を入れて武勲を立て、片桐且元も三千石の褒賞を貰
いました。そんな片桐且元にまつわる逸話や茨木城のこと、モノなど紹介するよ！

家康は大坂城にある膨大な資金を浪費さ
せる目的で、方広寺の再建を豊臣秀頼に
勧めました。方広寺の大仏と釣鐘は特に大
きくて、鐘には平和を願って銘文が入れら
れました。でも文中に「国家安康　君臣豊
楽」の文字が家康の名前を分断させて豊
臣が楽しむ（栄える）という意味が込められ
ていると家康が怒りました。

且元死後、長男孝利が龍田藩引き継ぐも代々世
継ぎに恵まれず１６９４年御家断絶且元の弟、貞
隆（大和小泉藩）は嫡子の貞昌が石州と名乗り将
軍家茶道宗匠となり、大和小泉藩は幕末まで引き
継がれました。元和の一国一城令によって取り壊
された茨木城、大手門は貞隆の江戸藩邸に移築
されました。「片桐に過ぎたるものが二つあり城忠
兵衛（家老）に門柱（江戸屋敷総門）」

家康は大坂冬の陣が起こる前から周到
な準備をしていた節があります。キリシタ
ン禁教令によって高山右近が国外追放
されるまで戦端を開かず、また前年に英
国からブリキトースという強力な大砲を購
入しました。この砲弾が大坂城命中し淀
君を狂乱させたと伝わっています。

茨木神社の東門は、茨木城の搦手門を移
築したようです。専門家の鑑定で西暦１６０
０年前後製作されたことが分かりました。

且元の弟、貞隆の所領地、大和小泉（大
和郡山市）の慈光院の山門は、茨木城
の櫓門を移したものです。茨木小学校１
２０周年記念にその山門の原寸大を小
学校正門として建てました。

茨木小学校正門として使っています櫓門
には片桐家の家紋が見れます。丸に「片
桐違い鷹の羽」と呼ばれる家紋です。

「豊公御座松」と書
かれているのは、鷹
狩りに来た秀吉が松
の木陰で休憩したお
気に入りの場所だっ
たと言われています。
「畑」は地名です。

坪内逍遥は片桐且元主役の戯曲「桐一葉」
明治２７年から「早稲田文学」に連載　明治
３７年新歌舞伎で上演。豊臣家と徳川幕府
の板挟みになった且元の姿が演じられていま
す。「桐一葉　落ちて天下の秋を知る」片桐
且元の作と伝わりますが、中国古典淮南子
（えなんじ）に「一葉落ちて天下の秋を知る」
から引用したようです。意味は「一事を見て
大局を知る」

茨木の冬のまちを彩るイベントとして、楽しみになっている
「2016 いばらき光の回廊～冬のフェスティバル～」は、
今年で 4 回目の開催となります。茨木のまちは、イルミ
ネーションの輝きに満ちて寒い冬の夜も心躍るね！

（中央公園北グラウンド）午後1時～午後９時

（ＪＲ茨木駅東口駅前広場イベントスペース）
　午後４時３０分～午後５時３０分

グググググググ

えぇー！茨木城はミニ聚楽第
 本年７月に『新修茨木市史』第２巻、第３巻が
発刊されました。その中で歴史ファンに話題に
なったのが、茨木城廃城時の姿です。そこで童
子君は市史編さん室に聞きに行ってきました。
童子君：茨木城のこと教えてください！
市史編さん室：あくまで廃城の時ですが、茨木小
学校より南に位置していたことが分かりました。
「茨木御城跡開改之帳」（堀家文書：廃城直後
の元和四年作成）と明治時代の地籍図などとを

照らし合わせて判明したのです。また秀吉関連
の古文書「太閤書簡」等から、度々茨木を訪れ
たことがわかり、秀吉の直轄地になった後、茨木
城は軍事的役目から、鷹狩りの拠点など秀吉の
御座所となったようです。懐妊した茶々の養生
場所にも使われ、茨木城の縄張りはまるで聚楽
第の縮小版のようだったと思われます。
童子君：でも茨木小学校辺りは本丸と呼ばれて
いたと聞いていますが？
市史：本丸という字（あざ）名は明治になってか

らついたもので、それに惑わされていました。本
町辺り（茨木小学校より東南、地図上のF）に本
丸があったようです。
童子君：小学校の自然観察場所(ビオトープ)は？
市史：中川家在城の頃
は惣構えの内だったで
しょうが、秀吉が直轄地
にしたあと先ず北側の
堀や曲輪を取り壊した
のでしょう。今回復原し
たのはあくまでも元和の
一国一城令で廃城にな
る直前の姿です。
（「新修茨木市史」第2巻より）
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■今年の「いばらき光の回廊～冬のフェス
ティバル～」は去年より点灯場所を拡大
してお届けします。イルミネーションのシン
ボルとして立つ、JR茨木駅東口の巨大ツ
リーは見応え抜群ですよ！！１日限定のイル
ミフェスティバルは寒さも吹き飛ぶ楽しい
ステージやイベントがたくさん！皆さんのご
来場をお待ちしております(^_^)（いづむ）

■胃痛の片桐且元さん、現代の社会そっく
り。僕、会社勤めなんかしたくない！
（石童子君）

■今回のNHK大河ドラマは、毎回欠かさず
観てます！茨木に縁ある歴史上の人物の
エピーソードがドラマで表現され、知ってい
ると楽しみ方が広がりますね。ドラマでの
片桐且元さんの人の良さからの仇が観て
いて心苦しかったです。（笑）（よんよん）

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

観光協会事務局
などで配布予定です

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５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、昨年好評企画の「こどもバ
ル」も同時開催決定！
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☆彡

●●●●●●●●●●●●●●まちで楽しもう！イベント情報

市内で採れた新鮮な野菜のほか、
姉妹都市である香川県小豆島町
や大分県竹田市からの 特産品
販売、子どもさんが楽しめる木工
体験、ビンゴケームやポン菓子の
無償配布など今年もイベントが盛
りだくさんです！！

リサイクル家具の展示・抽選会やフ
リーマーケットのほか、当日参加可能
な各種体験など、様々な催しを行いま
す。また、多数のコーナーがエコポイ
ント制度の対象です。

■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２８年１１月１７日（木）

藤原鎌足ゆかりの地である阿武山古墳や大
大念寺、大織冠神社などを巡ります。また、阿
為神社では蹴鞠を鑑賞します。

藤原鎌足ゆかりの地を訪ねて
～蹴鞠鑑賞～コース
平成２８年１１月２３日（祝）

11月

■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２９年１月１６日（月）

大王陵クラスの今城塚古墳、その埴輪を制作
した新池埴輪工場跡、太田茶臼山古墳を経
由して多くの銅鏡が出土した紫金山古墳など
を巡ります。

高槻西部から茨木へ
～古墳をめぐるコース
平成２９年１月２２日（日）

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２８年１２月１２日（月）

茨木には貴重なキリシタン遺物がたくさん！
歴史の教科書で一度は見たことのある「聖
フランシスコ・ザビエル画像」や「マリア十五
玄義図」は茨木で発見されたのをご存じで
すか？キリスト教禁制時も表向きは仏教徒
として暮らしながら代々守ってきたキリシタン
遺物が大正時代に千提寺地区などで多く
見つかりました。キリシタン遺物史料館には
その貴重な遺物が多数展示されています。

貴重なキリシタン遺物が展示され
ている史料館など隠れキリシタン
ゆかりの地を巡ります。

隠れキリシタンコース
平成２８年１２月１８日（日）

12月

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 〒567-0888　茨木市駅前4-6-16
茨木市市民総合センター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

童子君 ： 且元さんてどんな性格ですか？
秀　吉 ： 助作は実直で真面目な奴じゃ。
童子君 ： 東近江出身ですね。
秀　吉 ： 治部も刑部もそうだが事務能力はあった。

そう茶 も々東近江出だったな…。
童子君 ： 武将としてはどうですか？
秀　吉 ： 賤ヶ岳の七本槍の一人だが、

市松や虎之助とは差が大きいのぉ。
（使い道を気にしていたのが分かりました）

童子君 ： どうして豊臣家の家老に指名したの？
家　康 ： 且元を家老にしておけば、あとあと扱いやすいんじゃ。
童子君 ： 実際にどうでしたか？
家　康 ： わしの手の平の上でうろたえていたようじゃ。
童子君 ： 方広寺の鐘銘事件のことでひと言。
家　康 ： あれは本多正純、天海、崇伝の三人が企んだこと、
　　　わしは知らんぞ！ （なかなか本音を言ってくれませんでした）

童子君 ： 且元さんと相性が悪くなりましたが…。
淀　君 ： ちょっと貪くさい感じ。
童子君 ： 且元さんは豊臣家のため必死に働きましたが？
淀　君 ： 豊臣のためか、家康のためか分かりません！
童子君 ： 同じ東近江出身では？
淀　君 ： 東近江にいたのは四歳まで。その時は姫と

家来の倅という関係。身分が違います。
（且元さんのこと、分かってもらえなかったみたいです）

童子君 ： 体調はどうですか？
且　元 ： 長年の持病です。

最後は咳が激しくて駄目でした。
童子君 ： 家康さんをどう思いますか？
且　元 ： 関ヶ原以降はあの方の天下、

一大名として御命令通り動くだけです。
童子君 ： 軍事と事務方、どちらが好きでしたか？
且　元 ： 私はこう見えても賤ヶ岳七本槍の一人、

裏方の事務は辛い…。
（本心がチラッと見えたような気がしました）

太閤秀吉さん太閤秀吉さん

徳川家康さん

淀君さん（茶々）

徳川家康さん

片桐且元ご本人片桐且元ご本人

淀君さん（茶々）

 

発行日/平成28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茨木

市観光
協会発！　

平成２８年１１月１９日（土）～２０日（日）
会場：茨木市内１０８店舗

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70店舗で特典
サービスが受けられるフ
レンド会員カード。

■ 場　所 ： 阪急茨木市駅～市役所～JR茨木駅周辺
■ 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

■ 問合先 ： いばらきバルフェスタ協会
　（TEL：０７２－６４６－９７６１）

■ HP ： http://barfestaibaraki.com/

平成２８年１１月１９日（土）、２０日（日）
場所：茨木市役所前南北グラウンド

■ 時間 ： １９日：午前９時３０分～午後４時（開会式は９時～）
２０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）

平成２８年１１月１９日（土）・２０日（日）
場所：クリエイトセンターほか

■ 時間 ： 午前９時30分～午後４時
（ただし20日のフリーマーケットは午後３時まで）
■ 問合先 ： 茨木市環境政策課（072-620-1644）

人ご本人元ご本人元ご本人

った。

じ
童子君 ： ど
家　康 ： 且
童子君 ： 実
家　康 ： わ
童子君 ： 方
家　康 ： あ

　わし


