


枚方八景バスの旅ゲーム
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国見山は枚方市の南東部
に位置する山で、標高
286.5mです。

樟葉宮の跡で、6 世紀はじ
め継体天皇が即位したと
伝えられます。

牧野の桜は桃山時代の華
麗な様式を今に伝える片
埜神社の北側にあります。

平安時代、このあたりは
交野ヶ原と呼ばれ、桜の
名所でした。

今でも桜の季節になると、
多くの市民が訪れる憩い
の場となっています。

２点 (歯科大学前 )

片埜神社の本殿は重要文化財
に指定されています。豊臣秀
頼によって再建されました。

３点 (歯科大学前 )

この付近は、太平記に「落
花の雪に踏迷う、交野の春
の桜狩」と詠まれました。

３点 (歯科大学前 )

牧野公園には、平安時代の東
北地方の首長アテルイの首塚
といわれる碑があります。

東洋一といわれた香里団
地は、昭和 32 年に建設さ
れました。

枚方市駅の南にある緑に
包まれた丘が万年寺山で
す。

百済寺は 8 世紀の終わり
頃、百済王敬福が一族の
氏寺として建てました。

昭和 27 年には、大坂城と
ならぶ国の特別史跡に指
定されました。

２点 (中宮 )

百済寺の跡地は公園になっ
ており、桜と松の木がたく
さん植えられています。

２点 (中宮 )

東大寺大仏鋳造のときに、陸
奥国の金を百済王敬福が献上
したのがきっかけでした。

３点 (中宮 )

百済寺は平安時代に焼失し、
鎌倉時代に一度復興しまし
たが、再び焼失しました。

３点 (中宮 )

寺跡の西隣に百済王神社があ
ります。本殿は奈良春日神社
の旧社を移設したものです。

丘の中ほどには『紅梅』を
中心とした観梅の名所もあ
ります。

意賀美神社は、推古天皇のと
き、高麗の僧 が草庵を建て
たのが始まりといわれます。

古来、淀川は「母なる川」
として沿岸の歴史と文化
を育ててきました。

山田池は府営山田池公園
の中にあって、公園の中
核をなす古い池です。

散歩やジョギング、お子
様にも安全 な遊び場とし
てお薦めです。

２点 (出屋敷 )

四季折々の花と緑を楽しめ
るスポットが点在。秋には
ドングリひろいができます。

３点 (出屋敷 )

パークセンターは公園の利
用方法を伝える情報発信の
場で、様々な活動拠点です。

３点 (出屋敷 )

市の鳥であるカワセミのほ
かカイツブリなどバード
ウォッチングも楽しめます。

池の周囲には深い木立、
竹林の丘、花菖浦の咲く
沼地などがあります。

春のカラシナ、夏のガマの
穂、秋のマンジュシャゲ、
冬の鴨の姿がみれます。

２点 (枚方公園口 )

淀川の自然、歴史から河川改
修などがわかる淀川資料館が
枚方市駅の近くにあります。

２点 (枚方公園口 )

淀川河川公園では、野球場
や多自然池など、家族連れ
で休日はにぎわっています。

３点 (枚方公園口 )

江戸時代、淀川の三十石船の
船宿で栄えた鍵屋は、資料館
として歴史をつたえます。

３点 (枚方公園口 )

東海道膝栗毛などの紀行文
で、淀川のくらわんか舟が
とりあげられています。

大通りのケヤキ並木、イ
チョウ通りの並木といっ
た街路樹が見事です。

２点 (藤田川 )

香里団地一帯には、かつて
陸軍・東京第二造兵廠東香
里製造所がありました。

２点 (藤田川 )

香里団地の南側には、彦星
を祀っていたといわれる中
山観音寺跡があります。

３点 (藤田川 )

妙見山の一角には旧火薬製造
所時代の煙突が残り、不戦と
平和の記念碑となっています。

３点 (藤田川 )

春には淡いピンクに染ま
り、新緑の頃は緑のトン
ネル、秋には見事な紅葉。

社殿のそばにある原生林
は、古代に誘いこむかの
ように生い茂っています。

２点 (市民の森 )

宮跡と推定される場所に
は貴船社がまつられてい
ます。

２点 (市民の森 )

樟葉宮跡は交野天神社のあた
りだといわれいます。市内最
古の木造社殿があります。

３点 (市民の森 )

近くに古来観月の名所だっ
た鏡池があります。鷹狩の
あとに寄ったといわれます。

３点 (市民の森 )

新古今和歌集に「くもらじな
真澄の鏡影そふる樟葉の宮の
春の夜の月」が残されている。

約 500 年前、津田正信が
津田城を築いたのは、この
辺りだといわれています。

山頂からは笠置、比良・比
叡の山々、六甲山や大阪湾
をも望むことができます。
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万年寺山古墳は前方後円墳
と思われます。築造年代は
4世紀中頃と推定されます。

３点(枚方市駅北口 )もしくは南口）

古墳があったところに、意
賀美神社があります。淀川航
行の安全を祈っています。

３点(枚方市駅北口 )もしくは南口）

近くには枚方野外活動セン
ターもあり、ロッジの宿泊
やキャンプができます。

３点(津田サイエンス
ヒルズ）

ふもとには関西学術研究都
市の一角をになう津田サイ
エンスヒルズがあります。

３点(津田サイエンス
ヒルズ）

ふもとには春日神社（津田）
があります。10 月には提
灯まつりでにぎわいます。

丘にある意賀美神社の石段
を登ると、緑の中に標石や
十三重の塔があります。


