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 はじめに 

 

 

枚方市の市制施行 70 周年記念

事業の１つである「ひらかた Quiz

グランプリ」は、枚方市のさまざまな

魅力を、より多くの方々に知ってい

ただくとともに、まちへの愛着を育

んでいただくために実施するもので

す。そして、「虎の巻」は、クイズに

解答いただくための参考書として作

成しました。 

「下巻」は「上巻」とはスタイルを

変え、幅広いテーマごとのクイズ形

式にしています。本番は選択方式で

すが、練習問題としてお楽しみくだ

さい。 

たくさんの「へ～！」があると地

域のことが好きになります。紙面の

都合で、この冊子に掲載できていな

ことが他にもたくさんあります。でき

れば、お子さんと大人の方が一緒

になって色々なことを調べていただ

き、新しい「ふるさと 枚方」を発見し
てください。 

最後のページに「ひらかた Quiz

グランプリ」の開催要項を掲載して

いますので、ふるってご参加くださ

い。 

Contents 
P23 ひらかたQuizグランプリ開催要項 

P3 ひらパー 

P4 枚方宿は東海道の56番目 

P5 象も泊まったゾ～ 

P6 当時、東洋一！ 

P7 音楽にまつわるエトセトラ 

P8 由緒も古き・・・ 

P9 銀幕の向こうに見える枚方 

P10 キラキラ☆スポーツ選手（1） 

P11 キラキラ☆スポーツ選手（2） 

P12 笑う門には福が来るって！ 

P13 学校のあれこれ・・・ 

P14 枚方市は「学園都市」（1） 

P15 枚方市は「学園都市」（2） 

P16 古の頃から国際交流都市 

P17 枚方市は「漢字のまち」 

P18 枚方市のお友だち！ 

P19 枚方市のお祭り！ 

P20 これ、何て読む？ 

P21 枚方市の産業あれこれ 

P22 枚方市を発信する人たち 
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【解説】 

8 億円を投じて若い世代をターゲットにした

遊園地にリニューアルした時から「ひらかた

パーク」を縮めた「ひらパー」という呼び名が

CM などで使われはじめた。「ひらパー」の

前の名称は、ひらかたパーク⇒枚方公園⇒

枚方遊園。なお、枚方へ移転する前は「香

里遊園地」（友呂岐村／現寝屋川市） 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

菊人形とは衣装の着物が菊で作りあげられ

た人形。竹をわらで包み、糸で巻いて作ら

れた胴殻（どうがら）に、菊人形専用に栽培さ

れた人形菊を根のついたまま 2～3株ずつ

水苔で巻いて差し込み、茎が折れないよう

「い草」で縛って作る。胴殻を作り、菊付けを 

する技術者を「菊師」、人形の

頭などを製作する技術者を

「人形師」という。この人形を

様々な大道具・小道具・照明

などで演出された舞台に展

示し、NHK大河ドラマなどの 

 

 

ストーリーを再現した。菊人形展の最多入場

者数は昭和 49 年（1974 年）の「勝海舟」で

約84.9万人。 

 

 

【解説】 

最終回は「義経」。入場者数は約69.3万人 

 

 

 

 

【解説】 

小杉竜一は漫才コンビ・ブラックマヨネーズ

（2005 年M-1 グランプリ王者）のツッコミ担

当。2010 年には相方の吉田敬と「ひらパー

兄さん選挙」を行い、大きな注目を集めた。

岡田准一は男性アイドルグループ V6（グル

ープ内の世代別グループではカミセン

［Coming Century］）のメンバーで、枚方出

身の歌手・俳優。第一中学校の在学中14歳

で上京。「超ひらパー兄さん」として起用さ

れ、平成26年（2014年）には「園長」の肩書

きが与えられた。来園者数増加に貢献中。 

 

 

 

 

【解説】 

枚方出身の作家、七月隆文（ななつきたかふ

み）の同名小説の映画化。主演は福士蒼汰、

小松菜奈。主人公の高寿と愛美がデートす

るシーンのロケ地となった。 

ひらパー 
Q．「ひらパー」と呼ばれはじめたの

はいつから？ 

A．公式には、平成 8年（1996年）7月

のリニューアルオープン時から 

Q．ひらパーの広さ（敷地面積）は？ 

A． 159,193㎡（※東京ドーム約3.4コ分） 

Q．ひらかたパークで長年行われていた

全国的に有名なイベントは？ 

A．菊人形（枚方菊人形として有名だった） 

Q．菊人形展はいつ終わった？ 

A．平成17年（2005年） 

Q．イメージキャラクターのひらパ

ー兄さんとは誰？ 

A．小杉竜一(1代目／2009～2013年） 

岡田准一（2代目／2013年4月～） 

Q．最近、ひらパーでロケが行われ

た恋愛映画とは？ 

A． 「ぼくは明日、昨日のきみとデート

する」（2016年東宝作品） 
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【解説】 

京街道は京と大坂を結ぶ街道で、江戸日本

橋を起点とし京三条大橋を終点とする東海

道に接続していた。京街道には東海道 57

宿の宿場として伏見・淀・枚方・守口の 4 宿

が設けられ、街道筋の岡新町・岡・三矢・泥

町の４村が枚方宿（ひらかたしゅく）に指定さ

れた。現在行われている「くらわんか五六市」

の五六（ごろく）は、枚方宿が東海道で品川

宿から数えて 56番目にあたることに由来。 

 

 

 

 

【解説】 

枚方宿は東海道の他の宿場町と同様、人足

100人と馬 100匹の人馬役が課せられ、宿

間（守口宿・淀宿間）の公用荷物を枚方宿の

責任と負担において運ばなければならなか

った。ただ、京街道は並行して淀川が流れ、

下りの荷物は京街道よりも淀川の船便が利

用されることが多かったため、枚方宿で扱う

荷物はもっぱら上りの荷物だった。 

 

 

 

【解説】 

枚方宿内の家数は、18 世紀後半の記録に

よると 341軒。家数の中には、本陣1軒、旅 

 

 

籠屋 32 軒、東西宿端の茶屋 7 軒を含む。

その他、馬借所（問屋場）1ヵ所、人足継所2

ヵ所を備えていた。枚方宿の本陣は徳川御

三家である紀州藩主などの参勤交代で利用

された。 

 

 

【解説】 

「鍵屋」は、江戸時代に伏見と大坂を結ぶ三

十石船の船宿として賑わい、明治以降は料

亭を営んでいたが、平成 9 年（1997 年）に

廃業。枚方市は解体復原した江戸時代の主

屋と昭和初期に建築された別棟をあわせて

市立枚方宿鍵屋資料館として整備し、平成

13年（2001年）に開館した。なお、一軒お 

いた東側に

ある「鍵屋別

館」は、鍵屋

営業時は宿 

泊施設だったが現在は改装され、1～3 階

はショップやカフェ、5 階は枚方の情報サイ

ト「枚方つーしん」を運営する株式会社

morondoの事務所、4階＆5階は同社が運

営するコワーキングスペースとシェアオフィ

スの「ひらば」になっている。 

 

 

 

【解説】 

川﨑麻世は枚方小学校出身で枚方市 PR

大使の一人。実家は枚方公園駅近くの「喫

茶コハク」。「麻世カレー」が名物メニュー。 

枚方宿は東海道の 56番目 

Q．枚方宿が置かれた街道は？ 

Ａ．京街道 

Q．枚方宿は上り下りの交通量が丌

均等な宿だったが、このような

宿をなんという？ 

A． 片宿（かたしゅく） 

Q．枚方宿内の街道の町並の長さ

は？ 

A． 東見附から西見附まで約1,450m 

Q．三矢村にあった船宿の名は？ 

Ａ．鍵屋(かぎや） 

Q．映画「くらわんか！」で鍵屋資料館

館長を演じた枚方市出身の俳優は？ 

A．川﨑 麻世 
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【解説】 

享保14年（1729年）4月24日、象を連れた

一行が枚方宿に泊まった。象は、将軍徳川

吉宗の要請に応じて交 

趾国（こうちこく／現在のベ 

トナム）から日本にもたら 

されたもの。前年6月、 

オス・メス 2 頭が長崎に到着したが、メスは

ほどなく死亡。オスは翌年 3 月に長崎を出

発。74 日間をかけて江戸まで歩き、京都で

は天皇・法皇に、江戸では将軍に謁見した。

天皇に謁見するため、象に広南従四位白象

（こうなんじゅしいはくぞう）の位が授けられた。 

 

 

 

【解説】 

製油業を営んでいた角野宗左 

（かどのそうざ）の屋敷があった 

辻。京街道と磐船街道との分岐 

を示す道標（市登録文化財）が 

立っている。 

 

 

 

 

【解説】 

この石灯ろうは、高さ 2.8m の花崗岩製で、

嘉永7年（1854年）の建立。柱に「妙見宮」 

 

 

「天下泰平」「驛（えき）内安全」と刻まれてい

るため、幕末の開国の年に、天下泰平と枚

方宿内の安全を能勢妙見宮に祈願して設

置されたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ニコラース・ポイクはオランダ遣日使節の 1

人。駿府城において徳川家康に謁見（1609

年）。ケンペルはドイツ人の医者・博物学者。

1691年と 92年の 2回、長崎オランダ商館

長の江戸参府に従い、日本を総合的に観察

記録した。シーボルトはドイツ人の医者。江

戸参府に随行（1826 年）。アーネスト･サトウ

はイギリスの外交官。19世紀後半に計25年

間、日本に滞在した。 

 

 

 

【解説】 

昭和6年（1931年）、秩父宮殿下が伊加賀の

屋敷「万里荘（ばんりそう）」に 1 ヶ月滞在され

た際、岡本町の呼人堂が「暁」を献上した。 

象も泊まったゾ～ 
宗
左
の
辻
の
道
標 

Q．江戸時代、枚方宿に泊まった珍

しい動物は？ 

A． 象 

Q．枚方市駅北口にある油商人の屋

敷があった辻を何という？ 

A．宗左（そうざ）の辻 

Q．岡村と三矢村の境界に建立され、

夜通し灯りがともされた石灯ろ

うを何という？ 

A．常夜灯 

Q．江戸時代、枚方に関する記録を残し

た外国人と書物の組合せは？ 

1.ニコラース・ポイク 

2.ケンペル 

3.シーボルト 

4.アーネスト・サトウ 

a.江戸参府旅行日記 

b.一外交官の見た明治維新 

c.江戸参府紀行 

d.駿府旅行記 

A．1-d、 2- a、 3- c、4- b 

Q．戦前、秩父宮殿下に献上された

枚方の銘菓の名前は？ 

A．暁（あかつき） 
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【解説】 

戦時中、枚方は兵器のまちといわれ、禁野

火薬庫・枚方製造所・香里製造所の 3 つの

広大な軍事施設があった。戦後、旧香里製

造所については、市への優先払い下げによ

る住宅街整備か、民間企業への払い下げに

よる火薬製造再開かをめぐって意見が分か

れたが、火薬製造再開反対の運動が広がっ

た。昭和 30年（1955年）、住宅政策の充実

のために設立された日本住宅公団によって、

旧香里製造所と旧禁野火薬庫の跡地に住

宅 8,000 戸を建設する計画が立てられた。

昭和31年（1956年）に中宮第1・第2団地

が完成。香里団地は昭和33年（1958年）11

月に第1次入居が始まり、昭和37年（1962

年）3 月に竣工。

その規模の大き

さから「東洋一の

マンモス団地」と

呼ばれていた。なお、旧枚方製造所につい

ては、一部は大阪大学工学部や市民病院

の病棟に利用されていたが、昭和 27 年

（1952 年）、中宮・甲斐田地区については、

小松製作所へ払い下げられた。 

 

 

 

【解説】 

 

 

ロバート・フランシス・ケネディは第35代アメ

リカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディの実弟

で同政権の司法長 

官。在任中の昭和 

37年（1962年）2月 

に来日。日本外国 

特派員協会での会 

見、早稲田大学での講演とともに、日本住宅

公団香里団地の視察を行った。 

 

 

 

 

【解説】 

この煙突は、宇治火薬庫から運ばれてきた

湿った火薬をスチーム熱で乾燥させる施設

のもの。香里団地建設の 

計画外にあったため、撤 

去を免れた。昭和59年 

（1984 年）、枚方市は、戦争につながるこの

建造物を後世に残し、平和のモニュメントと

するために保存することを決めた。 

 

 

 

【解説】 

以楽公園は、香里団地開発に際して日本住

宅公団が計画し、昭和 36年（1961年）に完

成した作庭家・日本庭園史研究家の重森三

玲の作庭による池泉回遊式の日本庭園。自

然の湧水による苑池を中央に、周囲に曲

水・築山・平安式の庭を配置している。 

当時、東洋一！ 
Q．昭和37年（1962年）、香里団地に

来たアメリカ大統領の弟の名前は？ 

A．ロバート・ケネディ 

Q．香里団地ができた当初、東洋一

の「何」団地と呼ばれていた？ 

A．マンモス 

Q．平和のモニュメントとして永久

保存されている「妙見山の煙突」

は、現在何の敷地になっている？ 

A．上下水道局妙見山配水池 

建設工事中の香里団地 Q．日本庭園の以楽公園（いらくこう

えん／香里ヶ丘6丁目）の作者は？ 

A．重森 三玲（しげもり みれい） 

視察中の夫妻 
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【解説】 

フォークの神様、ロック界の英雄と呼ばれ、

「風に吹かれて」が代表曲のボブ・ディラン

は、昭和 53 年（１９７８年）2 月に初来日。2

月20日～23日と 2月28日～3月4日は

文化放送・ニッポン放送主催で東京・武道館

大ホールにおいて、そして2月24日～2月

26日の 3日間は、

毎日放送主催で

松下電器体育館

において公演が

行われた。 

 

 

 

 

【解説】 

アンダーグラフは現在3人組（結成当初は4

人組）のロックバンドで枚方市 PR 大使。ボ

ーカルの真戸原直人（まとはら なおと）は蹉

跎小学校・第二中学校、ベースの中原一真

は田口山小学校・長尾西中学校の出身。ド

ラムスの谷口奈穂子は寝屋川市出身。「ツ

バサ」の中の「明け方過ぎの国道までの細

い抜け道」という歌詞は、真戸原の家から坂 

 

 

 

を下って線路を越えると国道1号があるとい

う風景をかいたものだという。 

 

 

 

 

【解説】 

平成8年（1996年）、現在のメンバーでの活

動を開始し、平成11年（1999年）にメジャー

デビューした。メンバーは、yasu（ボーカル）、

you(ギター)、ka-yu（ベース）、kiyo(キーボー

ド)、shuji(ドラムス)の 5人。活動当初は、ライ

ブハウス「枚方 BLOW  DOWN」を拠点に

活動していた。現在はグループとしての活

動は休止し、それぞれがソロ活動している。 

 

 

 

 

【解説】 

幼少時からヴァイオリニストの母から早期英

才教育を受け、8 歳の時、ジュリアード音楽

院の入学オーディションに招かれ渡米。14

歳の時、名指揮者バーンスタインとの協演

中に弦が 2 度切れるアクシデントに見舞わ

れたが楽団員の楽器を借りて演奏を完遂。

「タングルウッドの奇跡」と称えられた。現在、

世界的に活躍する一方、社会貢献活動にも

熱心で、NPO 団体の理事長として、障害を

持つ子どもたちや途上国の子どもたちに本

物の音楽を届ける活動を続けている。 

音楽にまつわるエトセトラ 
Q．昨年、ノーベル文学賞を受賞し

たボブ・ディランが初来日した

際、大阪公演を行った枚方市内の

会場はどこ？ 

A．松下電器体育館 

（現パナソニックアリーナ） 

Q．デビュー曲「ツバサ」（2004年）

がヒットしたロックバンドの名

前は？ 

A．アンダーグラフ 

パナソニックアリーナ 

Q．枚方西高等学校等での同級生で

結成したヴィジュアル系ロック

バンドの名前は？ 

A．Janne Da Arc（ジャンヌダルク） 

Q．枚方市出身でアメリカを拠点に

活躍する世界的ヴァイオリニス

トの名前は？ 

A．五嶋 みどり 
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【解説】 

中尾都山は伊加賀村出身。19 歳の時、京

都東福寺の虚無僧を志願。近畿各地を行脚 

して 2 年間の修行を

積んだのち、明治 29

年（1896年）、大阪市

天満で尺八を教え始

めた。明治 45 年

（1912年）、枚方町岡

に邸宅を新築。大正 

8年（1919年）、大阪市内の道場を閉めて、

枚方本邸内に大道場を開いた。3 年後、東

京へ進出。全国に門人が広がった。都山は、

古典尺八曲にはない斬新な尺八独奏の新

曲を作曲するとともに、三曲合奏（三味線・

筝［そう。琴のこと］・尺八）における尺八の地

位を高めた。昭和 28年（1953年）、日本芸

術院賞を受賞。 

 

 

 

【解説】 

平安時代に生まれた猿楽（さるがく）は、滑稽

な物真似や言葉芸を行うものだったが、鎌

倉時代に入るとこれが洗練され、演劇化し

て能（能楽）と狂言が生まれた。「禁野」は、

禁猟区に入って鳥を捕ろうとした大名が、土

地の男に弓矢を取り上げられ、逆に脅され 

 

 

て丸裸にされる話。 

 

 

 

 

【解説】 

《物語のあらすじ／作：世阿弥》 
越前の国から皇位を継ぐために都へ向かっ

た大迹部皇子（おおあとべのおうじ／継体天皇）

は使者を最愛の女性、照日の前（てるひのま

え）に送る。使者は、再会の機を待つ心を託

した文と、愛用の花筐（花かごのこと）を届ける。

悲嘆にくれた照日の前はそれらを抱いて故

郷に帰る。場面は、後の秋の大和国・玉穂で

の紅葉狩り。帝は、皇子を慕うあまり都へと 
やって来た照日の前と

遭遇する。行列を汚す

狂女として官人に花筐

を打ち落とされた照日

の前は花筐の由来を語

り、 漢の武帝の后・李 
夫人の曲舞を舞う。花筐を見た帝が照日の

前と気づき、再び一緒になる。    
 

【解説】 

昭和 34 年（1959 年）生まれ。東京芸術大学

音楽学部卒業。シテ方宝生流能楽師として世

界各地で公演を行う。平成13年（2001年）、

重要無形文化財総合指定の認定を受ける。 
由緒も古き・・・ 

Q．枚方出身で、国内最大の尺八流

派「都山流」の開祖の名前は？ 

A．中尾 都山（なかお とざん／本名：琳三） 

Q．枚方地域に題材を得た狂言は

何？ 

A．禁野（きんや） 

写真：都山流尺八楽会 

Q．継体天皇と寵愛する妃が、長い

年月を経て再会するというあら

すじの能の一曲を何という？ 

A．花筐（はながたみ） 

写真：銕仙会HP 

Q．啓光学園高校（当時）の出身で、

枚方市ＰＲ大使の能楽師の名前

は？ 

A．辰巳 満次郎（たつみ まんじろう） 
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【解説】 

浅草の人力車夫の

主人公が、常連客の

初恋の人を探しに枚

方のまちを駆け回る。

枚方市や大阪市立

高校、地元商店等が 

ロケに全面協力した作品。主な出演者は青

木玄徳（つねのり）・赤澤燈（ともる）・長内美那

子・岩田陽葵（はるき）・秋本奈緒美・川﨑麻

世。プロデューサー：難波利幸。監督：石川

二郎。製作・配給：ミライ・ピクチャーズ・ジャ

パン、株式会社MIRAI。平成 30 年（2018

年）7月7～8日、市民会館で再上映予定。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

当時、トップアーティストとして活躍していた

ジャンヌダルクが、統合のためになくなって

しまう自らの母校・大阪府立枚方西高校の体

育館でシークレットライブを開いた。映画は 

 

 

ライブ等のドキュメント映像とフィクションの

青春ストーリーが織り交ざった作品。ジャン

ヌダルクファンの女子高校生役を堀北真希、

同じく大ファンの OL 役を鈴木砂羽（さわ）、

主婦役を鶴水瑠衣（るい）が演じた。プロデ

ューサー：廣瀬雄。製作・配給：エイベックス

株式会社、ギャガ・コミュニケーションズ。平

成16年（2004年）5月公開。 

 

 

 

市民 

【解説】 

撮影所は、無声チャンバラ活動写真（映画）

全盛時代の昭和 9年（1934年）、牧野村に

新設され、嵐寛寿郎プロを退社した白井戦

太郎が監督した亜細亜映画第 1 回作品の

「叫ぶ荒神山」と「曲斬り街道旅」が作られた。

同年 9 月、大阪を襲った室戸台風によって

撮影所は倒壊。閉鎖のやむなきに至った。 

 

 

 

 

 

【解説】 

東香里に住む野上丹治・洋子・房雄 3 兄妹

が戦後の苦しい生活の中での思いや行動

を素直に表現し、話題となった作品集「つづ

り方兄妹」の映画化。監督：久松青児。主な

出演者は香川京子・津島恵子・森繁久彌・乙

羽信子。昭和33年（1958年）、東宝作品。 

銀幕の向こうに見える枚方 
Q．平成29年（2017年）8月1

日、枚方市市制施行70周年記念

事業の一環として、市民会館大ホ

ールで上映された映画は？ 

A．くらわんか！～天の川に夢を乗せて 

Q．平成15年（2003年）11月、

枚方西高校体育館で開かれたジ

ャンヌダルクのシークレットラ

イブのドキュメント映像やイン

タビュー、フィクションを組み合

わせて製作された映画は？ 

A．HIRAKATA 

映画チラシ 

Q．昭和9年（1934年）、牧野村

に作られた映画撮影所の名前

は？ 

A．亜細亜（アジア）映画旭ケ丘撮影所 

Q．モスクワ放送局子供作文ほか

数々の作文コンクールで 1 位を

獲得して話題となった三兄妹の

人生を折り込んだ映画は？ 

A．つづり方兄妹 
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【解説】 

昭和50年（1975年）生まれ。東海大付属仰

星高校卒業。高校時代は無名選手だったが、

一年浪人して大阪体育大学に進学した後、

大学野球で活躍。平成10年（1998年）のド

ラフト会議で読売ジャイアンツが 1 位指名し

入団。在籍10年間で通算112勝。平成21

年（2009年）、FA権を行使してメジャーリー

グのオリオールズに移籍。その後、レンジャ

ーズ、レッドソックス、カブスでプレーしてい

る。 

 

 

 

 

【解説】 

昭和54年（1979年）生まれ。船

橋小学校、招提北中学校、大阪

府立枚方高校→向陽台高校を

卒業。平成10年（1998年）、ガ

ンバ大阪ユースからガンバ大

阪に入団。 平成16年（2004 

年）、鹿島アントラーズに完全移籍し、サイド

バックとして Jリーグ史上初の 3連覇などに

貢献。平成27年（2015年）、セレッソ大阪を

最後に引退し、500 試合以上出場した選手

から選ばれる J リーグ功労選手賞を受賞。

「枚方からJリーグへ！」を合言葉に、現在、 

 

 

関西社会人リーグ（1部）で戦う FCティアモ

枚方の創設者。枚方市PR大使。 

 

 

 

 

【解説】 

昭和56年（1981年）生まれ。大阪成蹊女子

高校、近畿大学卒業。中学校 1 年生の時か

ら枚方スイミングスクールに通う。2000 年シ

ドニー、2004年アテネ、2008年北京のオリ

ンピックに出場。専門種目はバタフライ。ア

テネオリンピックでは女子 200m バタフライ

で銅メダルを獲得した。 

 

 

 

 

【解説】 

昭和 58 年（1983 年）生まれ。春日小学校、

東香里中学校、太成高校、同志社大学卒業。

2 歳の頃から水泳を始め、大学 2 年生の時

にトライアスロンに転向。2010年アジア競技

大会女子トライアスロンで日本人第一号とな

る金メダルを獲得。2012 年ロンドンオリンピ

ックに日本代表で出場した（14位）。平成29

年（2017年）8月に枚方市PR大使に就任。 

 

 

 

 

（次頁に続く） 

キラキラ☆スポーツ選手（1） 

Q．東海大仰星高校出身の現役大リ

ーガーは誰？ 

A．上原 浩治（うえはら こうじ） 

Q．枚方市出身で、ガンバ大阪や鹿

島アントラーズ、セレッソ大阪で

活躍した元Jリーガーは誰？ 

A．新井場 徹（あらいば とおる） 

Q．枚方スイミングスクールのコー

チで、アテネオリンピックの銅メ

ダリストはだれ？ 

A．中西 悠子（なかにし ゆうこ） 

Q．ロンドンオリンピックに出場し

た枚方市出身の女子トライアス

ロン選手は誰？ 

A．足立 真梨子（あだち まりこ） 

Q．リオデジャネイロオリンピック

に出場した枚方市出身のボクシ

ング選手は誰？ 

A．森坂 嵐（もりさか あらし） 



 11 

 

 

 

【解説】 

平成8年（1996年）生 

まれ。西長尾小学校、 

長尾中学校、奈良朱雀 

高校卒業。東京農業大 

学在学中。中学 1 年生でボクシングを始め

るが、小中学校時代はひらかたキングフィッ

シャーズスポーツクラブに所属して陸上競

技にも取り組む。高校時代は選抜・高校総

体・国体を制して3冠を達成。世界最終予選

で5位以内に入り、リオデジャネイロオリンピ

ックに出場（バンタム級）した。初戦アルメニ

アの選手に 1-2で惜しくも敗退。 

 

 

 

 

【解説】 

ダイコロ株式会社柔道部師範。柔道国際大

会の日本選手団監督、日本オリンピック委員

会強化スタッフなどを歴任。アジア唯一の国

際障害者柔道審判員としてリオデジャネイ

ロ・パラリンピックに招へいされた。 

 

 

 

 

【解説】 

平成元年（1989 年）生まれ。香陽小学校、

東香里中学校、大阪薫英女学院高校、大阪

人間科学大学卒業。トヨタ自動車アンテロー

ブス所属。小学生でミニバスケットボールを 

 

 

始め、高校3年生の時は主将としてインター

ハイベスト 8。大学 4 年生の時はエースとし

てインカレ準優勝に貢献した。リオデジャネ

イロオリンピックに「アカツキファイブ」の主

要メンバーとして出場。チームは予選ラウン

ドを 3 勝 2 敗で勝ち抜き、決勝トーナメント

に進出。準々決勝で優勝チームのアメリカ

に敗退した。栗原選手が決めた 3ポイントシ

ュート数は 6試合で 24本（本数2位）。 

 

 

 

 

【解説】 

昭和26年（1951年）創設。監督は川村慎二。

2009／10、2011／12シーズンに V・プレミ

アリーグ、天皇杯、黒鷲旗の三冠を達成す

るなどの名門チーム。登録選手である清水

邦広選手の配偶者は歌手の中島美嘉（なか

しま みか）。 

 

 

 

【解説】 

平成3年（1991年）生まれ。桜丘北小学校、

桜丘中学校、神村学園高等部卒業。平成

21年（2009年）プロ入り。 

現所属は兵庫ディオーネ。 

平成28年（2016年）に韓 

国で開催された第7回女 

子野球ワールドカップで 

日本チームの一員として優勝に貢献した。 

キラキラ☆スポーツ選手（2） 

Q．リオデジャネイロオリンピック

に出場した枚方市出身の女子バ

スケットボール選手は誰？ 

A．栗原 三佳（くりはら みか） 

Q．リオデジャネイロ・パラリンピ

ックで柔道の審判員をつとめた

市内在住の国際審判員は誰？ 

A．大山 昭三（おおやま しょうぞう） 

Q．市民スポーツ賞受賞者で枚方市

出身の女子プロ野球選手は誰？ 

A．厚ヶ瀬 美姫（あつがせ みき） 

Q．枚方市に本拠地を持つ男子バレ

ーボールⅤ・プレミアリーグに所

属するチームの名前は？ 

A．パナソニック パンサーズ 
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【解説】 

1.ハイヒール・リンゴ 

昭和36年（1961年）生まれ。殿山第一小学

校・第一中学校卒業。昭和57年（1982年）、

漫才コンビ「ハイヒール」を結成し、テレビ・ラ

ジオなどで活躍。現在は、情報番組の司会

者としても人気を集め、大阪学院大学から名

誉博士号を授与された。枚方市PR大使。 

2. 森脇健児 

昭和42年（1967年）生まれ。殿山第一小学

校・第一中学校卒業。17歳で芸能界入りし、

テレビ・ラジオで幅広く活躍。学生時代、陸 

 

 

 

上部に所属し、現在もトレーニングを欠かさ

ない。近年は芸能界きってのランナーとして

活躍している。枚方市PR大使。 

3.アメリカザリガニ 

柳原哲也／昭和47年（1972年）生まれ。平

井善之／昭和48年（1973年）生まれ。共に

招提中学校・大阪府立長尾高校出身のお笑

いコンビ。中学生時代にお笑いユニットを結

成。平成 6年（1994年）、コンビで活動開始。

漫才以外にマンガ・ゲーム・アニメをこよなく

愛し、その知識量と愛情は、お笑い界ナン

バー・ワンと言われている。 

4. COW COW 

多田健二／昭和49年（1974年）生まれ。山

田與志（やまだ よし）／昭和49年（1974年）

生まれ。共に第一中学校・大阪府立磯島高

校（当時）出身のお笑いコンビ。平成 5 年

（1993年）結成。持ちネタの「あたりまえ体操」

が流行った。 

5.桂小春団治 

昭和33年（1958年）生まれ。大阪市立高校

卒業。昭和 52年（1977年）、三代目桂春団

治に入門。 

6.タージン 

昭和37年（1962年）生まれ。大阪市立高校

卒業。主に関西圏でリポーターとして活躍。

「ロケの神様」の異名を持つ。 

7.桂南天 

昭和42年（1967年）生まれ。大阪府立枚方

西高校（当時）卒業。平成3年（1991年）、三

代目桂べかこ（現三代目桂南光）に入門。 

笑う門には福が来るって！ 
Q．枚方市に縁のあるお笑いタレン

トさん・芸人さんの数々。それぞ

れ人物について、当てはまるもの

はどれ？ 

1. ハイヒール・リンゴ 

2. 森脇健児 

3. アメリカザリガニ 

4. COWCOW 

5. 桂小春団治 

6. タージン 

7. 桂南天 

a. 第一中学校出身 

b. 大阪市立高校出身 

c. 大阪府立磯島高校出身 

d. 大阪府立枚方西高校出身 

e. 大阪府立長尾高校出身 

A． 1- a、2- a、3- e、4- a・c、 

5- b、6- b、7- d 
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【解説】 

市立45校、私立1校（関西創価） 

 

 

 

 

【解説】 

 学校名 クラス数 児童数 

1 津田南 29 940 

2 枚方 23 776 

3 菅原東 25 770 

4 香里 23 736 

5 牧野 22 722 

6 樟葉 22 701 

 

 

 

【解説】 

市立 19 校、私立 2 校（常翔啓光学園中学

校・東海大学付属仰星高等学校中等部） 

 

 

 

 

【解説】 

 学校名 クラス数 生徒数 

1 蹉跎 26 997 

2 杉 22 877 

3 第四 22 827 

 

 

 

 

 

【解説】 

 学校名 創立年月 

1 蹉跎 明治5（1872）年 5月 

2 津田 明治5（1872）年 6月 

3 殿山第二 明治5（1872）年 9月 

4 枚方 明治6（1873）年 2月 

5 樟葉 明治6（1873）年 6月 

 

 

 

【解説】 

大阪市立／昭和18（1943）年に移転開校 

啓光学園（現・常翔啓光学園）／昭和 35

（1960）年、枚方／昭和 38（1963）年、長尾

／昭和48（1973）年、牧野／昭和51（1976）

年、香里丘／昭和 55（1980）年、東海大付

属仰星／昭和58（1983）年、枚方津田／昭

和 61（1986）年、長尾谷（通信制単位制高校）

／平成 5（1993）年、枚方なぎさ（枚方西・磯

島の統合）／平成16（2004）年 

 

 

 

【解説】 

常翔啓光学園（啓光学園時代を含む）7 回[平

成3・10・13・14・15・16・20]（他準優勝3回） 

東海大付属仰星高校 4回[平成 11・18・25・

26]（他準優勝2回） 

学校のあれこれ・・・ 
Q．枚方市内の小学校は何校？ 

A．46校 

Q．枚方市内の中学校は何校？ 

A．21校 

Q．平成29年5月1日現在、枚方

市内の市立小学校で最も児童数

の多い学校はどこ？ 

A．津田南小学校 

Q．平成29年5月1日現在、枚方

市内の市立中学校で最も生徒数

の多い学校はどこ？ 

A．蹉跎中学校 

Q．枚方市内の小学校で最も創立が

古い学校はどこ？ 

A．蹉跎小学校 

Q．枚方市内の高校が全国高校ラグ

ビー大会で優勝した延回数は？ 

A．11回 

Q．枚方市内の高校で一番古い学校

はどこ？ 

A．大阪市立高校 
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【解説】 
大阪歯科大学・関西医科大学・関西外国語

大学・摂南大学・大阪工業大学。 

※大阪国際大学は、平成 28 年度、枚方キャンパ

ス（杉3丁目）を守口キャンパスに完全統合した

ため、市内大学ではなくなった。    
【解説】 
大阪歯科医学専門学校（当時）は、昭和3年

（1928 年）、京阪電鉄の土地提供による誘

致を受け、大阪市北区西野田大野町から牧

野村へ移転した。本館は、大正から昭和初

期のモダニズム建築の流れを汲む質の高

い貴重な建物で、造形の規範となっている

ことから国登録有形文化財になっている。学

校は、昭和22年（1947年）には旧制大学の

大阪歯科大学予科（3 年制）に、昭和 27 年

（1952年）には新制大学となった。平成9年

（1997 年）に、楠葉新学舎へ移転するととも

に、天満橋学舎附属病院が新築された。   
【解説】 
大阪女子高等医学専門学校（当時）は、昭

和 3 年（1928 年）、京阪電鉄の土地提供に

よる誘致の結果、牧野村に開校した。女子

医専としては 東京女子医専・帝国女子医専 

 

 

に次ぐ日本で 3 番目の女子医学専門学校

だった。学校は、昭和 22年（1947年）には

大阪女子医科大学（予科）に、昭和 27 年

（1952 年）には新制大学となった。昭和 29

年（1954 年）、関西医科大学と改称し、男女

共学制を実施した。平成18年（2006年）、ク

ラボウ枚方工場跡地に附属枚方病院が開院。

平成25年（2013年）には枚方学舎を開校し

た。ちなみに牧野校舎本館は、映画「プリン

セス・トヨトミ」（堤真一・綾瀬はるか主演。

2011年東宝作品）のロケ地となった。 

 

 

 

 

 

【解説】 
関西外国語大学の片鉾学舎開設は昭和 41

年（1966年）。穂谷学舎の開設は昭和59年

（1984 年）。中宮学舎の開設は平成 14 年

（2002年）。平成24年（2012年）、中宮キャ

ンパスに設置されたICCの1階には学外者

も利用できるカフェ＆レストラン「アマーク・

ド・パラディ」（「楽園のハンモック」の意）が設置

された。現在、整備が進められている御殿

山キャンパス内に整備される外国人留学生

と外大生が学食住を共にする多文化共生型

の生活空間は「Global Commons結‐YUI‐」

とネーミングされた。なお、お笑いのトミーズ

健、ますだおかだの二人、キンタロー、東ち

づる（女優）、山村隆太（ロックバンド

flumpoolのボーカル）は同大学出身。 

枚方市は「学園都市」（1） 

Q．枚方市内にある大学は何校？ 

A．5校 

Q．枚方市内の大学の学舎で国登録

有形文化財となっているのは？ 

A．大阪歯科大学牧野学舎本館 

Q．関西医科大学の前身の名前は？ 

A．大阪女子高等医学専門学校 

Q．関西外国語大学が整備を進めて

いる御殿山キャンパス内にでき

る約700人が暮らす国際交流拠

点の名称は？ 

A．Global Commons 結－YUI－ 
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【解説】 

大阪工業大学枚方キャ

ンパス（北山 1丁目）は

平成 8年（1996年）に

開設され、面積約16万 

9,600 ㎡。情報科学部・大学院情報科学研

究科が設置されている。建物は一見すると

国会議事堂。6 階建で高さ約 60m、幅約

180m。本物の国会議事堂が高さ約 65m、

幅約210mなので、ほぼ近い大きさである。 

 

 

 

【解説】 

昭和50年（1975年）、寝屋川市に開設され

た摂南大学は、昭和58年（1983年）に枚方

キャンパス（長尾峠町）を開設し、薬学部を

設けた。平成 24年（2012年）には同キャン

パスに看護学部を設置した。敷地内には薬

学部の附属施設である植物園があり、教育・

実習・研究を目的として運営されている。温

室のある標本園と樹木園Ⅰ・樹木園Ⅱの 3

カ所に分かれ、総面積は約 1万㎡。栽培植

物は、薬用植物・香料・食料・染料等に用い

る有用植物や有毒植物類約 1,200種類。ち

なみに枚方市 PR大使「アンダーグラフ」の

真戸原直人は摂南大学国際言語文化学部

（現外国語学部／寝屋川キャンパス）出身。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

大学公表資料によると、関西外国語大学／

約13,300人、摂南大学（薬・看）／約1,800

人、大阪工業大学（情）／約 1,700人、関西

医科大学／約 800 人、大阪歯科大学／約

700人。 

 

 

 

【解説】 

本市の特徴・財産ともいえる市内大学と行政

のパートナーシップを醸成するため平成 9

年度（1997年度）に「市内大学学長・市長懇

談会」を設置。平成11年（1999年）には「学

園都市ひらかた推進協議会」を設立し、「ひ

らかた市民大学」「子ども大学探検隊」等の

連携事業を展開している。 

 

 

 

【解説】 

戦災により大阪市都島区の施設の大半を焼

失した大阪大学工学部が、昭和21年（1946

年）から昭和42年（1967年）まで、枚方製造

所の一部を利用して各科の教室を設け、2

年次後期生から 3 年次学生までを収容

（1,180 人／昭和 30 年）。大学整備計画に

基づき東野田学舎に統合され姿を消した。 

枚方市は「学園都市」（2） 

Q．大阪工業大学枚方キャンパスの

建物の外観は何に似ている？ 

A．国会議事堂 

Q．摂南大学枚方キャンパスに設置

されている学部は？ 

A．薬学部・看護学部 

写真：大学 HP 

Q．枚方市内の大学で学ぶ学生数は

約何人？ 

A．約18,300人 

Q．市内大学と行政・市民が連携を

図るために作られた組織は？ 

A．学園都市ひらかた推進協議会 

Q．戦後、旧陸軍造兵廠枚方製造所

跡にあった大学は？ 

A．大阪大学工学部 
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【解説】 

日本で飛鳥時代と呼ばれている 6世紀末か

ら 7 世紀、朝鮮半島は高句麗（こうくり）・百

済・新羅（しらぎ）の三国時代だった。百済は

義慈王（ぎじおう）の時代（660年）に新羅と唐

の連合軍に攻められて滅亡。大和朝廷の支

援を得て復興を図るが白村江（はくすきのえ）

の戦い（663年）で再度破れた。 

 

 

 

 

【解説】 

舒明天皇の時代、兄の豊璋（ほうしょう）とと

もに日本に遣わされた。百済復興の戦いに

際して禅広は帰国せず日本に留まったが、

白村江の戦いで帰国が不可能になった。持

統天皇の時代、百済王（くだらおう・くだらのこ

にきし）の姓（かばね）を与えられ、一族は百

済王を称することとなった。 

 

 

 

 

 

【解説】 

百済王敬福は、8 世紀半ば、陸奥国で、そ

れまで日本では経験のなかった金の産出を 

 

 

 

行い、聖武天皇が進めていた大仏建立に際

し、 不足していた鍍金（金メッキ）用の金

900両を献上した。その功績により七階級特

進して従三位 宮内卿に任ぜられるとともに

河内守を兼任。百済系渡来人を統率する集

団として律令体制に組み込まれた。 

 

 

 

 

【解説】 

百済寺（くだらでら／上巻 18 頁参照）は、規模

は小さいものの官寺に準じた寺院だったと

思われる。主要な堂塔の遺構の保存状態が

極めて良かったことから、昭和 16 年（1941

年）国の史跡に、昭和 27 年（1952 年）には、

日本古代史における日朝文化交流の史実

を裏付ける遺跡として国の特別史跡に指定

された。なお、国の特別史跡は全国で61件

（平成 29年9月1日現在）。大阪府内では

他に大坂城跡がある。 

 

 

 

 

【解説】 

遺跡は百済王氏の邸宅を核にして形成され

たものと考えられる。平安遷都の後、百済王

氏は天皇一族につぐ地位を得て繁栄し、母

が百済系の渡来人である桓武天皇や、その

子嵯峨天皇は、たびたびこの地を訪れた。 

古
いにしえ

の頃から国際交流都市 
Q．枚方市と関わりの深い古代朝鮮

の国名は？ 

A．百済（くだら） 

Q．百済最後の国王である義慈王の

王子で持統朝において「百済王」

の氏姓を得たのは誰？ 

A．禅広（ぜんこう／善光とも表記） 

Q．禅広の曾孫で聖武天皇の寵愛を

受け、宮内卿に任ぜられるととも

に河内守を兼任し、一族で難波か

ら中宮郷に移り住んだのは誰？ 

A．敬福（きょうふく） 

Q．百済王一族の氏寺の跡である百

済寺跡は文化財保護法上、どうい

った名称で指定されている？ 

A．特別史跡 

Q．百済寺跡の北側に広がる碁盤目

状の道路で区画された居住地跡

の遺跡名は？ 

A．禁野本町遺跡 
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【解説】 

百済国・照古王が応神天皇の要請を受け、

論語 10巻と千字文 1巻を持たせて日本に

派遣したと「古事記」に書かれている人物が

和邇吉師（わにきし）、後に文教の祖とあがめ

られる「王仁博士」である。江戸時代の儒学

者・並河誠所（なびか せいしょ）が、「オニ墓」

と呼ばれていた自然石を本来は王仁の墓

であるとした禁野村和田寺の僧・道俊の書

をもとに、王仁博士の墓として崇敬すること

とを領主久貝氏に進言し、「博士王仁之墓」

の碑が建てられた。 

以後、王仁の墓所と 

され、明治中期から 

墓域の拡張整備が 

図られた。昭和 13年（1938年）、大阪府の

史跡に指定された。近年では、毎年秋に日

韓親善協会主催の「博士王仁まつり」が開催

され、韓国から訪れる人も多くなり、休憩施

設や門など種々の施設が整備された。 

 

 

 

【解説】 

枚方市と霊岩（ヨンアム）郡の友好都市提携

は、20年以上も続けられてきた伝王仁墓周 

 

 

辺の清掃や祭りの開催などに取り組んでき

た地元住民と霊岩郡の市民交流、菅原東小 

学校が取り組んできた壁新聞交換等の学校

間交流などが実を結んだもの。平成 20 年

（2008年）3月、枚方市の市制施行60周年

を契機に友好都市提携が結ばれた。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

コンクールで審査されるのは、思い出や心

に残ったことに関する漢字や自分の決意の

こもった漢字を一文字または熟語で選び、

選んだ理由や思いを綴った作文。平成 28

年（2016年）度は、枚方市内の小学校（3年

生以上）・中学校に在籍する児童・生徒から

総数18,890作品の応募があった。 

 

 

 

【解説】 

霊岩郡は、韓国南西部にある全羅南道（チョ

ルラナムド）西南海岸地域に位置する。韓国

一の桜並木が満開になる毎年 4月、月出山

（ウォルチュルサン）国立公園と王仁博士遺跡

地において多様なプログラムの「王仁文化

祭り」が開催されている。また、霊岩郡には

自動車レースの F1グランプリが開催された

（2010～2013年）サーキット会場がある。 

枚方市は「漢字のまち」 
Q．百済から論語と千字文をもたら

したとされ、墓所と伝えられる大

阪府指定史跡が藤阪東町にある

人物は？ 

A．王仁（わに） 

 

Q．王仁博士の生誕地とされる韓国

にある枚方市の友好都市は？ 

A．大韓民国 全羅南道 霊岩郡 

Q．漢字にゆかりのあるまちとして、

市内の小中学生を対象に行われ

ているコンクールの名称は？ 

A．「漢字をテーマに思いを伝える作

文コンクール」 

Q．霊岩郡で毎年4月に開催されて

いる祭りの名称は？ 

A．霊岩王仁文化祭り 
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【解説】 

枚方市の海外友好都市は、次の 3都市。 

■中華人民共和国 上海市 長寧区 

昭和55年（1980年）、大阪府と上海市の友

好交流を契機に、枚方市においても教育分

野を中心に、文化・スポーツ面の交流が進

展。昭和 62 年（1987 年）、日中の平和、両

市区の発展と両市区民の相互理解と友好関

係を深めるために、枚方市として初めて海

外の都市と友好都市提携を結んだ。 

■オーストラリア ローガン市 

2 番目の海外友好都市。英語を公用語とす

る都市で、交通の利便性が良く、時差が少

ないことや、交流の申し込みがあり、親日的

なことなどを検討した結果、友好都市提携

候補都市として調査団・友好団を派遣。その

後、平成7年（1995年）、ローガン市長の来

枚を機に友好都市提携を結んだ。 

■大韓民国 全羅南道 霊岩郡 

※前頁参照 

 

 

 

【解説】 

枚方市の国内友好都市は、次の 3都市。 

■高知県四万十市（締結時は中村市） 

昭和 49年（1974年）、市民からの推薦によ

り締結。 日本最後の清流と呼ばれる四万十 

 

 

 

川が流れ、素晴らしい 

自然が残っている。四 

万十市は、平成17年 

（2005年）、中村市と 

西土佐村が合併してできた市だが、中村市

の友好都市提携が継続され、平成 20 年

（2008年）、本市の市制施行60周年を契機

に、再度、提携調印が行われた。 

■北海道 別海町 

北海道東部に位置する別海町は、人口は約

1万5千人。約11万頭の乳牛が飼育され、

生乳生産量日本一を誇る酪農の町。酪農家

の後継者不足という深刻な悩みを抱えてお

り、別海町で結婚した枚方市出身女性の働

きかけで、昭和 59年（1984年）に第１回の

「菊と緑の会」が開催された。この会は、枚

方市などの独身女性と別海町の酪農青年と

の出会いの場を提供するもので、平成28年

（2016年）までの 33回で 613人の女性が

参加。91 組のカップルがゴールインした。

友好都市提携は昭和62年（1987年）。 

■沖縄県 名護市 

昭和61年（1986年）、特産物である電照菊

を使った菊人形を考えていた名護市と、枚

方パークにおいて人形展が開催されていた

本市との間で交流が始まったもの。友好都

市提携は平成9年（1997年）。 

 

 

枚方市のお友だち！ 
Q．枚方市の海外友好都市はいくつ

ある？ 

A．３つ 

Q．枚方市の国内友好都市はいくつ

ある？ 

A．３つ 

Q．枚方市の市民交流都市はどこ？ 

A．北海道 伊達市（経済交流） 

奈良県 天川村（七夕伝説交流） 

長崎県 波佐見町（くらわんか交流） 

四万十川 
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【解説】 

盆用の供え物が売られる市が盆市で、藤坂

村7月10日（旧暦）、招提村11日、枚方宿

12 日と決まっていた。当初は朝市だったが、

明治時代から夜市になり、商品も一般の品

にまで拡大され娯楽的要素が増した。枚方

宿地域では三矢の浄念寺前から岡本町商

店街に夜店が並び、賑わった。 

 

 

 

 

 

【解説】 

枚方寝屋川商工会議所（現・北大阪商工会

議所）は、一旦分離した枚方・寝屋川の商工

会議所が再び合併して設立されたことを機

に、昭和31年（1956年）に第1回淀川まつ

りを主催（昭和 37年からは枚方市と共催）。

特設舞台での舞踊や淀川を下る1万個の灯

篭流し、打上花火・仕掛花火など年々盛大と

なって枚方の夏の風物詩として定着したが、

オイルショックによる財政難を理由に、昭和

49年（1974年）をもって中止された。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

「まつりでまちに活 

気を取り戻そう」と 

夏まつりの復活に 

乗り出したのは、 

枚方青年会議所。 

実行委員会を結 

成し、手づくりの市民祭が枚方市駅周辺で

開催され、再び市民の間に定着した。昭和

59年（1984年）には花火大会が復活（くらわ

んか花火大会）したが、警備・財政面の負担

が大きくなり、平成 15年（2003年）をもって

休止。枚方市駅周辺の夏まつりと、郷土愛を

育む通年の祭りを創っていくこととなった。 

 

 

 

【解説】 

地元神社（意賀 

美神社）にふとん 

太鼓の巡行を奉 

納することで宿 

場内の発展や安全の祈願、豊作への感謝

を示す行事。大人が担ぐ山車は、三矢町・

岡本町・岡東町・新町の 4基である。 

 

 

 

【解説】 

「にほんの里 100 選」に選ばれている穂谷

地区で開催。地元農産物の即売や収穫体

験、コスモスの摘み取りなどが楽しめる。 

枚方市のお祭り！ 
Q．昭和31年から昭和49年にか

けて淀川河川敷で開催されてい

た夏のまつりの名称は？ 

A．淀川まつり 

Q．昭和 51年、手づくりのまつり

として復活した「枚方まつり」を

中心となって担った団体は？ 

A．枚方青年会議所 

応援に駆けつけた中村市の

提灯みこし（昭和51年） 

Q．江戸時代から枚方宿で夏に賑わ

った市を何という？ 

A．盆市 

Q．毎年秋、枚方市東部の穂谷地区

で開催されるイベントは？ 

A．枚方の里山・収穫の秋 穂谷 

Q．江戸時代頃から行われている枚

方宿内を練り歩くまつりは？ 

A．ふとん太鼓巡行 

ふとん太鼓巡行 
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■「地名」編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

1.茄子作 

名前の由来は不明。茄子の名産地？惟喬

親王（これたかしんのう）が狩りの鷹に付ける

鈴を作らせた「名鈴作村（なすずつくりむら）

がなまった？など色々な説がある。 

2招提 

「招提」は、お寺を意味する仏教の言葉。本

願寺 8世蓮如の子・蓮淳を招いた浄土真宗

の道場（今の敬応寺）を中心に発展した寺

内町（じないまち）。住居表示では「しょうだい」

だが、地元の人は「しょだい」と呼ぶ。 

3九頭神 

中世の牧一宮の神田帳に「九頭神郷」という

地名が示されている。7世紀末から8世紀末

頃、穂谷川を南に望む交野台地上に建立さ

れた九頭神廃寺は、近年の周到な発掘調

査によって古代寺院の様子をありありと示す 

 

 

 

遺跡として注目されている。 

4.田口 

8世紀～9世紀の中頃にかけて土地の有力

者だったのが田口氏。平安時代の歴史書に

仁明（にんみょう）天皇が田口姫に正一位の

位を贈り、今の田口付近のお墓に墓守を置

いたと記載されている。住居表示では「たぐ

ち」だが、地元の人は「たのくち」と呼ぶ。 

5.尊延寺 

開基・創建は明らかではな 

く、かつては相当の規模で 

あったと考えられるが、その 

後は衰退し、残ったのは不 

動堂と池之坊だった。平成 

28 年（2016 年）、平安時代後期の作とみら

れる木造降三世明王（ごうざんぜみょうおう）立

像と軍荼利（ぐんだり）明王立像の二躯が国

の重要文化財に指定された。 

■「バス停」編 

 

 

 

 

 

 

 

■「寺名」編 

 

 

 

これ、何て読む？ 
Q．次の地名は何て読む？ 

1. 茄子作 

2. 招提 

3. 九頭神 

4. 田口 

5. 尊延寺 

Ａ． 1. なすづくり 

2. しょうだい 

3. くずがみ 

4. たぐち 

5. そんえんじ 

軍荼利明王立像 

Q．次のバス停は何て読む？ 

1. 上渡場橋 

2. 榁谷橋 

3. 満穂橋 

Ａ． 1. かみわたりばばし（杉山手の隣） 

2. むろたにばし（尊延寺の隣） 

3. みつほばし（藤阪駅の隣） 

Q．次のお寺の名前は何て読む？ 

「久修園院」（楠葉中之芝2丁目） 

Ａ．くしゅうおんいん 
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【解説】 

小松製作所は昭和 27 年（1952 年）に旧枚

方製造所の払下げを受けた。現在も操業。 

 

 

 

 

 

【解説】 

安定した財源を得るため、枚方市は産業の

振興、特に工業の発展を図るために積極的

に工場の誘致を開始。昭和 30 年代後半に

久保田鉄工をはじめ多くの工場、大規模な

工業団地が進出した。現在、「枚方七企業

団地連絡協議会」の構成は次のとおり。 

名称 所在地 

大阪紳士服近代化協同組合 長尾谷町 

枚方企業団地協同組合 招提田近 

鉄工塗装近代化協同組合 招提大谷 

枚方家具団地協同組合 長尾家具町 

枚方東部企業団地協同組合 春日野 

枚方工業団地協同組合 春日西町 

津田サイエンスヒルズまちづくり

協議会※ 

津田山手 

※平成20年（2008年）協議会加入 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ニトリモール枚方（北山 1丁目）は敷地面積

約58,500㎡、延床面積約73,500㎡、商業

施設面積約 40,000 ㎡の商業施設で、（株）

ニトリHDが開発・運営する施設で最大規模。

平成28年（2016年）4月にオープンした。 

 

 

 

 

【解説】 

昭和元年（1926 年）に創業した市内企業で

ある恩地食品（株）が自社 CM に浜村淳を

起用したのは、昭和51年（1976年）。また、

同社が行った番組内で生コマーシャルはテ

レビ業界初の手法だった。 

 

 

 

【解説】 

昭和25年（1950年）、枚方商工会議所（現・

北大阪商工会議所）が尽力して設立。三矢

の元大和銀行枚方支店の建物を借用して

営業を開始した。  

昭和27年（1952 

年）、枚方信用金 

庫に改組された。 

枚方市の産業あれこれ 
Q．枚方市の積極的な工場誘致等の

結果、市内には多くの工業団地が

できた。現在、企業団地協議会を

構成する企業団地はいくつ？ 

A．７つ 

Q．昭和 20年代に市内にあった３

つの大工場は？ 

A．倉敷紡績枚方工場、蝶矢シャツ枚

方工場、小松製作所 

Q．国道1号を挟んで枚方企業団地

と向かいあう場所にオープンし

たショッピングモールは何？ 

A．ニトリモール枚方 

Q．「あ～おんちかった」のフレーズ

で有名な CM に出演しているの

は誰？ 

A．浜村 淳 

Q．地元商工業者の強い要望により

戦後設立された金融機関は？ 

A．枚方信用組合（現・枚方信用金庫） 

当時の本店建物 
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【解説】 

大正2年（1913年）、枚方上之町で生まれ、

小学校 1 年生まで枚方小学校に通う。昭和

を代表する国民的名優で、300 本もの映画

に出演。舞台「屋根の上のヴァイオリン弾き」

の主人公役としても有名で、73歳までの 20

年間で 900回ステージに立つ。自ら作詞作

曲した「知床旅情」が大ヒットした。平成11年

（1991年）、78歳で文化勲章を受賞した。 

枚方市名誉市民は計 13 人。昭和 59 年

（1984年）以前の贈呈者は 9人。以降の贈

呈者 4人の氏名は、長山泰政（元近畿大学教

授／昭和 59年）、西本そとの（府母子寡婦福祉

連合会理事長／昭和59年）、森繁久彌（俳優／

昭和59年）、北牧一雄（元市長／平成4年）。 

 

 

 

【解説】 

平成29年（2017年）9月末現在、枚方市の

魅力等の発信に協力いただく枚方市PR大

使は、足立真梨子（10 頁）、新井場徹（10

頁）、アンダーグラフ（7 頁）、川﨑麻世（4

頁）、辰巳満次郎（8 頁）、ハイヒールリンゴ

（12頁）、森脇健児（12頁）と、次の 2人。 

■佐藤康光（さとう やすみつ） 
昭和 44年（1969年）生まれ。田中魁秀（九

段）門下として枚方で将棋を学び、17 歳で

プロ入り。 永世棋聖。平成29年2月から 

 

 

日本将棋連盟会長を務める。 

■辰巳琢郎（たつみ たくろう） 
昭和 33年（1958年）生まれ。京都大学在学

中に「劇団そとばこまち」を主宰。大学卒業

後、映画・舞台・テレビなどで幅広く活躍。枚

方市には 20～30歳代に 12年間在住した。 

 

 

 

 

【解説】 

三浦蘭阪（1765～1843年）は、医業に従事

するかたわら、本草学や国学などの影響を

受けて著述書類・文書・書状類・彫刻・絵画

類等様々なものを収集した。寄贈を受けた

三浦家伝来の「三浦蘭阪関係資料」（2,716

点）、追加寄贈の古文書3点と和鏡1点が平

成 22年（2010年）と平成 29年（2017年）

に枚方市の有形文化財に指定された。また、

平成 19年（2007年）、三浦家から蘭阪も住

んでいた家の跡地が寄贈され、「らんぱん

公園」（牧野阪3丁目）が整備された。 

 

 

【解説】 

枚方市のキャラクター「ひこ

ぼしくん」は、七夕伝説を活

用して産業活性化をという市

民グループの提案をきっか 

けに公募で決定。誕生日は 8月1日。趣味

は天体観測。性格は「ロマンティストでやさ

しい」。初登場は平成24年（2012年）。 

枚方市を発信する人たち 
Q．文化勲章も受章した枚方市名誉

市民で国民的名優は誰？ 

A．森繁 久彌（もりしげ ひさや） 

Q．江戸時代、博物学・考古学など

にも幅広い見識を持っていた坂

村の医師は誰？ 

A．三浦 蘭阪（みうら らんぱん） 

Q．「ひこぼしくん」の誕生日は？ 

A．8月1日 

Q．平成29年9月末現在、枚方市

のPR大使は何人？ 

A．8人と 1グループ 



   
１．日 時             
平成 30年 2月 3日（土）午後 2時～ 

２．場 所                    
枚方市市民会館大ホール 

３．募集人数・参加料                
500人程度（多数の場合抽選）。無料 

４．参加資格                
枚方市在住・在学・在勤の方 
※年齢制限なし（推奨年齢 10歳以上） 

５．出題数                     
70問（択一式） 
※大ホールのスクリーンに問題を映
します（問題は司会者で読み上げ
ます）。その場で回答を記入下さい。 

６．出題範囲                   
虎の巻（上・下巻）掲載事項を基本

に、枚方市に関する幅広い内容を出

題します。 
７．採点・表彰式         
マークシートの解答を採点後、成績 
上位者の表彰式を行います。        

   
８．申込み期間           
平成 29年 11月 1日～11月 30日 
９．申込方法            
別に配布しているチラシ（裏面）

にある参加申込書に必要事項を

記入のうえ、次のいずれかの方法

でご提出をお願いします。 
※申込用紙は市ホームページからダ
ウンロードできます。 

窓口で

の提出 
枚方市役所 賑わい交流課 
(枚方市役所別館 3階) 

郵送 〒573-8666 
枚方市役所 賑わい交流課宛 
(住所表記なしで届きます) 

e-mail nigiwai@city.hirakata. 
osaka.jp 

FAX 072-841-1278 

※窓口での提出の受付時間は 9 時～17
時半です。（土日祝日を除く） 
※平成 30年 1月上旬に参加票を発送し
ます。なお、募集人員を超えた場合
は抽選となります。抽選となった場
合でも、すべての申込者に結果をお
知らせします。 
※平成 30年 1月 15日（月）までに参
加票又は抽選結果が届かない場合は、
事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

ひらかた Quizグランプリ  「虎の巻（下巻）」 

平成 29年（2017年）10月 21日 発行 

【発 行】     ひらかた Quizグランプリ実行委員会 

【問い合わせ】 事務局（枚方市賑わい交流課） 

〒５７３－８６６６ 

大阪府枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

TEL 072－841-1475 

FAX 072－841-1278 

 

この冊子は、枚方

市史（別巻）・郷土枚

方の歴史・枚方市統

計書・広報ひらかた・

枚方つーしん記事

等を参考に記載して

います。文責は事務

局にありますので、

ご指摘・ご質問等は

事務局までお寄せ

下さい。 
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