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5555

□□□□

野外活動センター

入口

【南】

ここから本日の会場まで、登り

がキツかったことと思います。

ここを最後にとるチームは残り

時間に気をつけて！

27272727

□□□□

野村泊月の句碑

【北東】

野村泊月は高浜虚子門下の俳

人。1948年に箕面で詠まれた

句が石碑に刻まれています。

背後には有馬高槻構造線の一

部をなす箕面断層が観察できま

す。

38383838

□□□□

わくわく展望台

【北】

大阪平野が一望のもとに見

渡せ、気持ちがわくわくして

くる、まさに名前のとおりの

場所です。

51515151

□□□□

勝尾寺大鳥居

【南】

西国街道沿いに江戸時代初期

（1666年）に建てられた勝尾寺表

参道の入口です。

ここから勝尾寺までは36町（約

3.9km）の道のりで、1町ごとに建て

られた町石の多くが今も残ってい

ます。

76767676

□□□□

かい　じょう

開成皇子の墓

【東】

勝尾寺を開いた開成皇子は光仁

天皇の皇子で、平安京を開いた

桓武天皇の異母兄に当たります。

781年に亡くなり、勝尾寺の裏のこ

の地に葬られました。

8888

□□□□

海抜251mの看板

【南】

教学の森には海抜を示す

看板が多くあります。ここの

標高はスタート・フィニッシュ

とあまり変わりません。

28282828

□□□□

瀧安寺(箕面弁財天)

【南東】

飛鳥時代に役行者が開いた瀧

安寺の本堂には弁財天（弁天

様）が祀られており日本四弁財

天の一つと言われています。

また瀧安寺は宝くじの前身であ

る富くじ発祥の地でもあります。

41414141

□□□□

六個山山頂

【南】

教学の森の北西角にあたる

ピーク。「松尾山」とも呼ば

れ、二等三角点の名前はこ

ちらが採用されています。

52525252

□□□□

勝尾寺旧参道

十七町石

【北】

勝尾寺まであと17町（約1.9km）

です。南から登ってくると木の

影になって見つけにくいので、

左側をよく見ましょう！

80808080

□□□□

箕面の滝

【南・ＷＣ】

もとは役行者が開いた修験道の

道場でしたが、今では大阪府を

代表する観光地の一つとなって

います。

赤い橋の東のたもとから撮影。

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。ポーズは自由です）

紹介文は、一般的な説明でありその他にも諸説あるものもあります。
チーム名【　　　　　　　　】

る富くじ発祥の地でもあります。

左側をよく見ましょう！

赤い橋の東のたもとから撮影。

9999

□□□□

スカイアリーナ

【南】

正式名称は箕面市立第一総

合運動場市民体育館。エレ

ベーター棟が大きな門のよう

にそびえ立ちます。

夜景鑑賞の名所としても有名

となっています。

29292929

□□□□

ようらく台園地

【北】

明治の森箕面国定公園の施設

の一つですが、交通が不便な

ためか訪れる人は少ないです。

六角形のあずまやを撮影。広

場が上下2段になっており、下

の方の広場にあります。

42424242

□□□□

千里北公園

時計塔 銀の鳥

【南・WC(南の赤い建物）】

阪急北千里駅の北に広がる

広大な公園の中にある時計塔

は、1日5回鳥の声で時刻を知

らせてくれます。うまい具合に

聞けるといいですね。

54545454

□□□□

　　　　　　　　　　　　こう　しん　づか

新池の庚申塚

【南西・WC（隣の公園内）】

17点・畑の庚申塔と同じく、昔の庚

申信仰の名残です。

庚申信仰では青面金剛という仏様

が本尊とされ、その名前を刻んだ

石碑が建てられています。

100100100100

□□□□

みのお記念の森

展望塔

【南・ＷＣ（園内にあり）】

みのお記念の森は1990年の「大

阪・花の万博」を記念して整備さ

れました。ユニークな形の展望塔

からの眺めはまさに絶景です。

展望塔を登り、最上階に上がるハ

シゴの前で撮影。

11111111

□□□□

五月山公園

つり橋

【西】

橋本来の役割は果たしてい

ませんが、お手軽につり橋

を渡る体験ができます。

31313131

□□□□

茶臼山古墳

【北西・WC】

古墳時代前期のものと見られる

前方後円墳で、被葬者は不明。

昭和40年代の区画整理事業で取

り壊される予定だったところを住

民の運動により公園として保存さ

れました。

43434343

□□□□

木部町の半鐘

【西】

木部町は植木の生産で有名な

細河地区の南の端。昔懐かし

い火の見櫓と半鐘が残ってい

ます。

撮影時に他のメンバーは入れ

なくてかまいません。

57575757

□□□□

役行者御昇天処

【南】

修験道場として箕面山を開

いた役行者は、68歳の時箕

面山に戻り、ここ天上ヶ岳

から「昇天」したと伝えられ

ています。

ぐん　　だ　　り　みょうおう

軍荼利明王石蔵

桜ヶ丘洋館通り

【南】

五月台

【南・WC】

持国天石蔵

【北】

【ボーナスミッション】全4種類

それぞれ指定されたチェックポイントをすべて回るとボーナスポイントが

加算されます。回る順番は問いません。

　　　教学の森制覇（100点）

 5：野外活動センター入口　8：海抜251mの看板

 23：小川支渓1号砂防ダム　38：わくわく展望台

 41：六個山山頂

会場の野外活動センターがある「教学の森」のチェックポイントを全部回

りましょう。範囲は狭いですが高低差がけっこうあります。

12121212

□□□□

【北】

八天石蔵（説明はB4参照）の一つで

勝尾寺旧表参道沿いにあり、十二支

の午（うま）つまり南の境界になりま

す。勝尾寺参りもここまで来ればあと

一息。

説明看板と石碑が入るように撮影。

32323232

□□□□

【南】

1922年に中流階級向けの「住宅

改造博覧会」が行われ、出品され

た住宅はそのまま分譲販売され

ました。当時の建物が今も数棟

残っており、国の登録文化財と

なっています。

角に説明板のある住宅を撮影。

44444444

□□□□

【南・WC】

五月山から北の方、川西市北部

の住宅地を見渡せる展望台です。

広場中ほどにあるモニュメントを

撮影してきてください。

トイレはドライブウエイを挟んだ南

側にあります。

60606060

□□□□

【北】

八天石蔵（説明はB4参照）

のうち辰巳（東南）の方角に

建てられたものです。

石碑のバックにあずまやを

入れて撮影。

14141414

□□□□

勝尾寺旧参道

二十二町石

【東】

勝尾寺まであと22町（2.4km）、

ここで旧表参道は二手に分か

れますが、1kmちょっと先でま

たひとつになります。

33333333

□□□□

宝珠院奥之院

【南】

宝珠院は弘法大師が開いたと

される古刹で、本堂は隣の小

学校の東側にあります。この

奥之院には不動明王が祀られ

ています。

大きなクスノキの横から撮影。

45454545

□□□□

箕面駅

もみじの足湯

【東・ＷＣ（駅ロータリー北）】

最近鉄道の駅に足湯が作ら

れることが増えてきました。

ここの足湯は2011年のオープ

ンです。

65656565

□□□□

ビリケンさん

【東】

ビリケンさんといえば大阪・

通天閣の名物ですが、実は

ここ池田にも縁があります。

どんな縁かは実際に行って

説明板を読んでみてくださ

い。

17171717

□□□□

　　　　　　　　こう　しん

畑の庚申塔

【南】

池田市畑地区の東端、西国巡礼

道沿いに建てられています。

室町末から江戸時代にかけて庶

民の間で盛んだった庚申信仰の

34343434

□□□□

ごう　ざん　ぜ　　みょうおう

降三世明王石蔵

【南】

八天石蔵（説明はB4参照）

のうち卯（東）の方角に建て

られたものです。

47474747

□□□□

箕面川ダム

【南西】

1983年に完成した高さ47ｍのロッ

クフィルダム（岩石や土砂を積み

上げて造るダム）。建設中から周

辺の自然環境の回復保全に力を

入れてきました。

68686868

□□□□

日の丸展望台

【南東・WC（展望台の北）】

五月山のてっぺんにある、

螺旋状の通路がユニークな

展望台です。

手前に獅子の像を入れて撮

　　　勝尾寺参り（100点）

 51：勝尾寺大鳥居　14：勝尾寺旧参道二十二町石

 52：勝尾寺旧参道十七町石　12：軍荼利明王石蔵

 70：勝尾寺山門

勝尾寺への旧参道は何本かありますが、西国街道沿いの大鳥居から始

まる参道が表参道でした。参道には勝尾寺までの距離を示す町石が置

かれ、その多くが今も残っています。表参道に沿ってチェックポイントを

置きましたので、昔の人の勝尾寺参りを追体験しましょう。

　　　大阪大学（100点）

 49：大阪大学箕面キャンパス　73：大阪大学吹田キャンパス

大阪大学の主要3キャンパスのうち2ヶ所が競技範囲内にあります。どち

らも会場からは遠いです。両方行けばボーナスGET!

　　　八天石蔵(はってんいしぐら)巡り（100点）

 12：軍荼利明王石蔵　34：降三世明王石蔵　60：持国天石蔵

鎌倉時代に勝尾寺寺領の境界を示す石蔵（石組みの壇）が8ヶ所設けら

れ、中に四天王・四明王の像が収められました。1962年から発掘調査が

行われ、8ヶ所全てから青銅の像が発見されました。石蔵の跡地は国の

史跡となり石碑が建てられ、像は国の重要文化財として勝尾寺に収めら

れています。この「八天石蔵」のうち3ヶ所をチェックポイントにしました。

□□□□
民の間で盛んだった庚申信仰の

名残として、この庚申塔が残って

います。

□□□□

石碑のバックに送電鉄塔基

台を入れて撮影。

□□□□

入れてきました。

ダム西端南側のベンチ付近から

撮影。

□□□□
手前に獅子の像を入れて撮

影。

23232323

□□□□

小川支渓

1号砂防ダム

【南東】

丸い排水口が3つ開いていて

まるで人の顔のように見える

のがユニークです。

上流にも砂防ダムがあるので

そちらと間違えないように！

35353535

□□□□

牧落高札場跡

【南】

西国街道と箕面街道の交差

点にあたり、昔の道標が

残っています。江戸時代に

は牧落村の高札場（掲示

場）がここにありました。

49494949

□□□□

大阪大学

箕面キャンパス

【南】

元の大阪外国語大学です。

2007年に大阪大学と統合

し、大阪大学外国語学部と

なりました。

70707070

□□□□

勝尾寺山門

【南】

勝尾寺は西国三十三ヶ所巡りの第二

十三番札所で近頃は｢勝運の寺｣とし

て信仰を集めています。大会当日は

境内の桜が見頃かもしれません。

道路向かいの石段(旧表参道)を少し

上がって撮影。

25252525

□□□□

炭焼き窯

【東】

昔はこのあたりの山で盛ん

に炭焼きが行われており、

池田の町にいったん集めて

出荷していたので池田炭と

呼ばれていました。

37373737

□□□□

水神社(白姫大明神)

【南】

1924年の全国的な大旱魃の

際、この地に修験者が来て雨

乞いをしたところ3日後に雨が

降ったので、お礼に地元の水

神を白姫大明神と改称し山腹

から山の上に遷しました。

50505050

□□□□

池田城跡公園

【北東・ＷＣ（園内にあり）】

室町時代から戦国時代にかけ

て現在の池田・箕面・豊中一

帯を支配していた池田氏の居

城跡が15年前に公園として整

備されました。

展望休憩舎を池越しに撮影。

73737373

□□□□

大阪大学

吹田キャンパス

【南】

万博記念公園の北側に広大

なキャンパスが広がっていま

す。

池越しに取水塔を入れて撮

影。

2015点満点2015点満点2015点満点2015点満点(ボーナスポイントを含む)(ボーナスポイントを含む)(ボーナスポイントを含む)(ボーナスポイントを含む)。。。。制限時刻を過ぎると、1分切り上げごとに減点50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。 制限時刻を過ぎると、1分切り上げごとに減点50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。 制限時刻を過ぎると、1分切り上げごとに減点50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。 制限時刻を過ぎると、1分切り上げごとに減点50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)090-4299-2997(よこた)090-4299-2997(よこた)090-4299-2997(よこた)

れています。この「八天石蔵」のうち3ヶ所をチェックポイントにしました。

全部回ればボーナスポイントを差し上げます。

場所名

表の見方

得点

撮影方向（目安）とトイレの有無

この場合は南西の方から撮影

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

チェック

に使って

ください

77777777

□□□□

池

【南西・ＷＣ】

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。

ボーナス

ミッショ

ン対象ポ

イントの
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