特 集
未だ新型コロナウイルス感染症収束の目途が立たない中、 自宅時間の増加による健康への
懸念や、県を越える外出で感染を拡大させてしまわないかというリスク回避の側面から、自宅
から約１時間圏内の地元や近場への日帰り観光を意味するマイクロツーリズムが注目されてい
ます。また地域の魅力を深く知ることで、 地域への愛着がより高まるきっかけになり、地域
経済にも貢献することが期待されています。
まちが元気を取り戻していくためには、新型コロナウイルス感染症拡大を抑えながら地域の
経済活性化を図っていくことが必要です。
感染拡大防止を図りながら地域の魅力をあらためて感じてみませんか。

池田市観光協会おすすめ

市内まちあるきコース
市観光協会ホームぺージでは、市を巡る「おすすめまちあるきコース」を7コース紹介しています。家族や
友人と、気になるコースをぜひ巡ってみてください。 ※詳細なコース情報は市観光協会ホームページをご覧ください。

小林一三を身近に。
阪急東宝グループの創業者・小林一三。本市には
彼の旧邸・雅俗山荘があり、逸翁美術館には5,500点
にもおよぶ個人コレクションが収蔵されています。
【主なスポット】

【主なスポット】

阪急池田駅、小林一三記
念館、池田城跡公園、池田文
庫、逸翁美術館。
【ガイドさん一言メモ！】

呉服神社、歴史的建造
い

小林一三記念館

貴重な美術品はもちろん、当時は貴重だった洋風バスタ
ブや水洗トイレのある住居での小林一三の暮らしぶりも見
どころ。小説家志望だった青年期の挫折や不遇な銀行員時
代を知ると、より小林一三を身近に感じることができます。

のんびりとお散歩。
歩いて巡る里山、池田の奥座敷のおもむきで山す
そに点在する神社仏閣をめぐるコース。
【主なスポット】

だ

【ガイドさん一言メモ！】

大広寺

私たちも案内することが多く、龍にまつわる逸話や小
林一三の墓地がある大広寺は静かで落ち着ける場所です。
坂道が続くので、バスなどを利用するのもおすすめです。

落語のまちへようこそ。
本市の「王道」ともいえ
るコース。家族、友人とぜ
ひ巡ってください。
落語みゅーじあむ

阪急池田駅、歴史的建造物集積地区、お食事処
吾妻、池田呉服座、落語みゅーじあむ。
久安寺の紅葉

重要文化財がある久安寺は紅葉も美しく有名ですが、
無二寺も、平安時代の歌人である和泉式部にまつわる逸
きょ

け

夕暮れの池田城跡公園

物集積地区、伊居太神社、
大広寺、池田城跡公園。

【主なスポット】

阪急池田駅、久安寺、細川
神社、陽松庵、慈恩寺、無二
寺、阪急バス中川原停留所。
【ガイドさん一言メモ！】

池田のルーツを探る旅。
浪漫あふれる伝説の旅。
悠久の浪漫あふれ、起源
を感じさせる池田の歴史
を散策するコースです。

話や立派な宝篋印塔があり、訪れた方が関心を寄せるス
ポットです。

【ガイドさん一言メモ！】
手軽に市内散策を楽しみたい方におすすめ。通天閣
でおなじみの「ビリケン」さんですが、国内に広めた田
村駒治郎氏が池田出身だったことから、歴史的建造物
が並ぶ道中で出迎えてくれます。
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古代にタイムスリップ。
能勢街道を歩き、今も残る４つの古墳を巡り古
代ロマンにふれよう。
【ガイドさん一言メモ！】
重要美術品に認定されている釈迦院の宝篋印塔は、池
田氏の一族とされる藤原景正が建立した供養塔とされ
ており、池田氏のルーツに触れることができます。また、
蘇我馬子の墓という説がある奈良県の石舞台古墳にも
匹敵する規模である鉢塚古墳の石室は一見の価値あり。
移動距離が長いので、ウオーキング目的の方にも。

ルート
二子塚古墳

⬇ 徒歩約３分

井口堂

石橋の駅近く人家の中
に残された古墳。石室が
二つだから「二子塚」です。

⬇ 徒歩約５分
２月頃見ごろを迎える
水月公園の梅

一乗院

五社神社

⬇ 徒歩約４分

五月ケ丘古墳
須恵器の「陶棺」のある池田の
古墳の中では新しい古墳です。

車で約５分

五月山緑地 都市緑化植物園
（緑のセンター）

⬇

車で約９分

ヒューモビリティワールド

歴史民俗資料館

⬇

⬇

世界で一つのオリジナル
「カップヌードル」が作れる体
験型食育ミュージアム。
令和３年１月23日㈯に安藤百福
ツアー開催。詳細は13ページへ。

⬇ 徒歩約14分

池田茶臼山古墳

池田の「遊べる」施設
をぎゅっとまとめたコー
⬇ 車で約10分
スで、ご家族や友人と車
五月山動物園
でぐるっと市内を楽しみ
同園は五月山公園内にあり、 たい方におすすめです。

阪急池田駅

カップヌードル
ミュージアム 大阪池田

釈迦院

鉢塚古墳

⬇ 徒歩約６分

日本屈指の石室がある鉢塚古墳

ミゼットなど各年代ごとに懐かし
いクルマを展示。ゲーム感覚で楽し
める体験コーナーも充実しています。

⬇

徒歩約６分

車で約10分

上池田薬師堂（あわん堂）

大阪国際空港

星の宮

池田・豊中・伊丹市にまたが
る空港で伊丹空港とも呼ばれる
関西三空港の一つ。

歴史灯籠

【ガイドさん一言メモ！】

温室をはじめ各種見本園があ
り、四季折々の草花が楽しめま
す。
⬇ 車で約10分

⬇ 徒歩約５分
神亀元年（724）若王寺の鎮守
社（守り神）として創建。

家族みんなで満喫。
日本一ハートのある動物園、カップヌードルミュー
ジアム 大阪池田など見どころ満載のコース！

1957 年（昭和 32）の開設以来、
多くの人に親しまれています。

水月公園

⬇ 徒歩約５分

（左）
芳井智さんと

（右）
豊田富彦さん
※今年の観光ボランティアガイドによる市内
ガイドは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しています。

ルート

有馬道の道標

釈迦院

観光ボランティアガイド
市内の観光案内を10年以上務め、
本市を知り尽くした二人からもコー
スの見どころなどを教えていただ
きました。

池田で一番古い池田茶臼山古墳

伝説ゆかりの地を巡る。
【主なスポット】
くれはとり
「 古 代 中 国 の 織 姫、呉 織、
阪 急 池 田 駅、伝
あやはとり

穴 織が、池田の地で絹織物を
始めた」という織姫伝説ゆか
りの神社・遺跡・施設を歩くロ
マン薫るコースです。
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そめ どの い

呉服神社
伊居太神社
承・染 殿 井、呉服神
社、伝承・唐船が淵、 【ガイドさん一言メモ！】
伊 居 太 神 社、星 の
池田市が絹織物発祥の地かもしれないとの伝説を通じ
宮。

て、想像を膨らませながら楽しんでもらいたいコースです。

シェアサイクルを
ご利用ください

観光案内所が再オープン

快適な市内移動のため、市内12カ所にシェア

新型コロナウイルス感染症の影響などで閉鎖

サイクルラックを設置しています。電動アシス

していた観光案内所が、提供メニューなどを一

ト自転車のため、傾斜の多い市内も楽に移動す

部リニューアルして再オープンしました。

ることができます。

B ＜営業時間＞午前10時～午後６時 ( 火曜日定
休 ) A 満寿美町２－７（池田駅改札を出て徒
歩２分） J 同所☎737・7290

＜設置個所＞
池田駅周辺

石橋阪大前駅
周辺

市役所、五月山公園、五月山動物園
前、池田駅東駐輪場、歴史民俗資料
館、池田城跡公園、シルバー人材セ
ンター
石橋阪大前駅中央第二駐輪場、石
橋商店街高架下駐輪場、石橋公園、
豊島野公園、市民文化会館

J 交通道路課☎754・6281

「# discoverikeda」のハッシュ
タグをつけて、ＳＮＳで発信しよう
ハッシュタグとは、SNS で使われる文頭に「#
（半角のシャープ）」がついたキーワードのこと
です。
あなたが見つけた本市の魅力を、ハッシュタ
グをつけて、SNS で発信してください。

グルメを楽しみたいなら
チキチキ探検隊！
市内約50店舗で、池田発祥のインスタントラー
メン「チキンラーメ
ン」を使った創作料
理を提供しています。
本市でしか食べられ
ないメニューをぜひ
味わってください。
詳細はホームページをご覧ください。
Nhttp://www.chiki-chiki.com/sp/

池田市公式インスタグラム

池田市公式インスタグラム
( 英語版 )

J 大阪池田チキチキ探検隊事務局 ( 商工労働課内 )
☎754・6241

旅エチケットを守って「安心・安全」に出掛けよう！
最後に…

「新しい旅のエチケット」は、国土交通省・観光庁の協力により、旅行連絡会
が策定した旅の注意事項です。旅行時の感染を防止する基本的な留意事項や、
旅行の各場面（移動、食事、宿泊、観光施設、ショッピング）ごとの留意事項を
掲載しています。
一人ひとりの協力が、みんなの楽しい旅を守ります。

問い合わせは空港・観光課☎754・6244
2020.12
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