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11

勧請掛け
門柱の横木に、しきみを結んだ12本の縄を
かけ、かつては縄の高低長短によって月ごと
の米価を占っていた。毎年末の掛け替えは
江戸時代より続く恒例の神事。
西側から撮影。

40

JR総持寺駅
今年3月17日に開業したJR西日本の新駅。
JRの総持寺駅ではなく、正式名称がJR総持
寺駅なのでお間違いなく。
駅名を入れて南側の入口を撮影。

55

阿武山山頂
茨木市と高槻市の境、武士(もののふ)自然
歩道上にある。標高281.1m。山頂より少し南
に下ったところの方が眺めがよい。
山頂の碑と三角点を撮影。

26

上の池公園 日時計
上の池公園にある蝶をモチーフとした日時
計。地面の盤面を見ないと日時計と気づか
ないかも。
北東から撮影。

41

今城塚古墳
全長約350m、後円部径約100mの6世紀前
半では最大級の前方後円墳で、二重の濠を
もつ。継体天皇の真の陵と考えられている
が、墳丘に自由に立入可。日本最大の家形
埴輪や精緻な武人埴輪が出土。
展望テラスから説明盤を入れて撮影。

56

神峯山寺 仁王門
神峯山寺は天台宗の古刹。役行者が開祖、
中興の祖は開成皇子。本尊である三体の毘
沙門天は秘仏。日本で最初に毘沙門天が安
置された霊場といわれている。
南側から撮影。

27

新池ハニワ工場公園 埴輪窯
新池ハニワ工場公園にある復元された埴輪
窯。一帯は、5～6世紀に今城塚古墳や太田
茶臼山古墳の埴輪が造られた日本最大級
の埴輪工場跡。マンション群と復元された工
房2棟と窯2基の対比がシュール。

42

薩喜庵宮田店
高槻市内に2店舗ある和菓子店。高槻の名
産である寒天を使用した商品も。本大会協
賛店。
先着50人に高槻ようかん(たかつき土産認定
商品) 1個をプレゼント(味は選べません)。

57

おさん茂平恋道中碑
大阪小町と詩われた「おさん」と、丹波からの
奉公人「茂平」の許されざる恋の果て、この
地で心中したとされる。隣には、初田1、2号
墳、長ヶ淵1号墳(移築)もある。

28

淀川維持区域標石
内務省が淀川の管理区域を明確にするた
め、昭和6年に芥川の堤防上に設置していた
標石。芥川に関する歴史資料として国交省
から寄贈されたのを記念して、あくあぴあ芥
川の南側入口に移設。

43

原立石バス停
寒天桶と「どぶろく・原いっぱい」の酒桶をイ
メージした桶型の待合所が珍しい。
南側から撮影。 58

日露戦紀命の石碑
築紫津神社の境内に明治39年に建立された
石碑。この地から日露戦争に出征して亡く
なった12人がいたことが伝えられるよう願い
を込めて建てられたもの。

29

安岡寺 山門
如意輪観音を本尊とする天台宗系の寺。775
年開成皇子の創建と伝えられる。安正寺より
移された木造千手観音坐像は国の重要文
化財。
山門を南側から撮影。

44

浄圓寺からの風景
浄圓寺は浄土宗の寺院。原地区の田園風
景が美しい。
西側の石段と帯仕山の遠景を入れて撮影。 59

普門寺
釈迦如来と十一面千手観音を本尊とする臨
済宗妙心寺派の寺。14世紀末に僧・説厳が
創建したと伝えられる。管領細川晴元、14代
将軍足利義栄の居城となった他、萬福寺を
開くまで隠元も滞在。

30

塚脇C7号墳(帯仕山の古墳)
6世紀末頃に築かれた直径9.5mの円墳。塚
脇古墳群約50基のうちのひとつ。昭和56年
に発掘され、人骨の一部、装身具や食器が
発見されている。
石室への入口を撮影。

45

阿武山古墳
昭和9年、京大地震観測所建設の際に偶然
発見された。地下の石室に埋葬されていた
男性遺体の骨折痕や、金糸で刺繍された冠
帽などから、被葬者は藤原鎌足であるとの
説が有力。
墓室を撮影。

60

福井城跡
山城で、楠木正成により1334年に築かれた
との説がある。廃城は1528年。現在はほと
んどが田畑になっており、周辺に構などの地
名が残るのみ。
石碑と説明用看板を入れて撮影。

31

関西大学高槻キャンパス
北門
高橋大輔、織田信成、宮原知子など、著名
フィギュアスケーターが練習したアイスアリー
ナがあるキャンパス。
北門の石碑を撮影。

46

八阪神社
9世紀後半、疫病の流行を防ぐため、牛頭天
王を奉ったのが始まりとされる。毎年4月に
は、春祭歩射神事(通称大蛇祭)が行われ、
大蛇に見立てた大きなワラ綱(直径25cm、長
さ30m)が原地区を練り歩く。
舞台を南側から撮影。

61

郡山城跡
高槻城主・和田惟政の家臣であった郡正信
の居城といわれるが、沿革については不明
な点が多い。現在の浪速少年院の大半が郡
山城跡と推定されている。
城跡の石碑と、家紋入りの城石を撮影。

32

阿武山山頂道の道標
平辻池里山古道から阿武山山頂方面への
分岐にある道標のひとつ。
道標を入れて撮影。 47

安威城跡
土豪安威氏によって鎌倉時代末期に築かれ
た城の跡。外郭は、今もその多くが竹林と
なって旧地形を残している。
城跡を示す石碑を入れて撮影。

62

皇大神宮
車作にある神社。祭神は天照大御神。

33

太田茶臼山古墳
全長226m、後円部径138m、周囲に濠をもつ
5世紀中頃の前方後円墳。宮内庁により継
体天皇陵に治定されているが、実際には今
城塚古墳が真の陵と考えられている。

48

阿為神社
社伝によれば、藤原鎌足の勧請で創建され
たと伝えられる古社。藤原氏の氏神として信
仰された天児屋根命(あめのこやねのみこと)
を祀っている。

63

川端康成文学館
康成の遺品・書簡・著書・原稿・写真の他、
祖父母と暮らした屋敷の模型など、約400点
を常設展示。入場無料。茨木は康成が育っ
た地。旧制茨木中から一高へ。
南側から館名を入れて撮影。

34

愛宕燈籠と子宝地蔵尊
地蔵堂内中央の子供を抱いた地蔵は、子
宝・子育てに御利益があるとして大切にされ
ている。
お堂とその左側の燈籠を入れて撮影。

49

Patisserie Yushin
JR高槻駅の南にある焼き菓子とケーキのお
店。旬のフルーツをふんだんに使ったケーキ
がおいしい。本大会協賛店。
先着20チームにお好きな焼き菓子1個をプレ
ゼント。

71

萩谷低区配水池
2000年に旧施設を廃止して設置。銀色の外
観がアーティスティック。

35

ライオンズの森
西河原公園にあるモニュメント。狛犬は台北
市北区ライオンズクラブから贈られたもの。
園内では6月上旬の週末にホタル鑑賞会が
あるが、個体数が増えず今年は中止。
狛犬も入れて撮影。

50

願成寺
浄土真宗本願寺派の寺院。
寺名の入った碑を入れて撮影。

72

歯神地蔵
周辺の巨石を大坂城築城に使おうとして断
念。その際、秀吉の目にとまった烏帽子似の
岩を石工に彫刻させたものがこの地蔵とい
われている。江戸期に、ノミ穴のない表面を
見た高槻藩主永井直清が歯神地蔵と命名。

36

慈願寺
聖観世音が本尊の曹洞宗の寺。寺伝によれ
ば聖徳太子の開創とされ、往時は天台宗に
属していた。市街地のど真ん中にありなが
ら、境内は深い緑に包まれている。

51

明弘ゴルフ倶楽部
安威川ダム左岸道路のうち、このゴルフ練習
場から先はダム本体工事のためか、できそう
でなかなかできない(2020年完成予定)。
三脚のような電柱と背後の建物を入れて撮
影。

74

郡山宿本陣
旧西国街道の3番目の宿場、郡山宿にある
本陣。浅野内匠頭も江戸城刃傷事件の前年
に宿泊。御成門脇に咲いた5色の椿から「椿
の本陣」とも呼ばれる。
西端から撮影。

37

将軍塚古墳
横穴式石室のある円墳。鎌足公古廟、大織
冠神社などとも呼ばれる。石室の最奥部に
は小さな祠が置かれ、藤原鎌足が祀られて
いる。
石室を撮影。

52

萩谷総合公園 土俵
自然あり、幼児用遊具あり、さらに野球場、
テニスコート、サッカー場もある公園。オリエ
ンテーリング用の地図も作られている。とい
えば珍しくはないが、本格的な土俵まである
ところは珍しいのでは。
土俵を北東側から撮影。

99

深山水路遊歩道 北広場
約290年前、車作村庄屋であった畑中権内
が、安威川の支流・下音羽川から水を引くた
めに、他の村に知られないよう20数年かけて
独力で作った水路。
改修記念碑と水路を入れて撮影。

38

子安天満宮
太宰府に左遷された菅原道真を追って、身
重の側室がこの地に来た時に産気づくも、流
血して死去。以後、安産の神として祀られ
る。この地の赤大路の地名は、その時の流
血が道を覆ったことからとされている。

53

諏訪神社
安威川ダム完成時に水没する旧境内から移
転。周囲の住宅も同様。旧境内には京都市
電の車両が置かれていたことは一部で有
名。
鳥居と神社名の入った碑を入れて撮影。

39

ドエル富田北店
茨木・高槻に6店舗ある洋菓子店。カヌレが
オススメだが、早めに行かないと売り切れ必
至。外は香ばしくてほろ苦、中はモッチリほん
のり甘い、大人の味。

54

桑原ふれあい運動広場
人工芝のグラウンド1面がある。
駐車場そばの石碑と府道の高架を入れて撮
影。

チーム名【　　　　　　　　　　】

2018点満点。制限時刻を過ぎると、1分ごと(秒は切り上げ)に減点100点、30分以上の遅刻で失格です。
20分以上遅刻しそうな場合は次の緊急連絡先に連絡してください。  090-4299-2997(よこた)
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写真には、撮影者以外のメンバー全員を入れて撮影してください。
（個人クラスは除く。ポーズは自由）
紹介文は一般的な説明であり、その他に諸説あるものもあります。

   マークの付いたチェックポイントでは、説明欄に記載のように数量限定でプレゼントがもらえます。
   その際は一般客が優先になり、待たされることがあります。ご了承ください。

【注意】
京大地震観測所の入口の門は
通行可。門が閉まっている場
合は、門柱の隙間を通行して
ください。
（右写真参照。具体的な位置
は地図に記載あり。）

場所名

表の見方

得点

説明文です。

赤字は重要事項につき注意。
撮ってほしい写真。

撮影者以外のメン

バー全員を入れて

撮影してください。

77

池
高層住宅が近くにありますが、自

然豊かな公園です。中央付近に

龍？をかたどったオブジェがあり

ます。

南西を向いて撮影。

ここを通行可↑


