☎072-681-2777

京都、
大阪、
それぞれの中心部から20kmほど。

暮らしたい
街さんぽ

歴史さんぽ！

tile

どの色にしよう⁝

普段着こそ、
良質で、長く使えるものを身に着けて
ほしい、
そんな思いで、藤本 司さんが6年前にオー
プンしたセレクトショップ。
ウエア、靴、小物など、
ア
イテムはすべて月1回のペースで、藤本さんが東京
から直接買い付け。
ジョン スメドレーなどのインポ
ートから、
ヤエカやハバーザックなどの国内の人気
ブランドまで、
トレンドをさりげなく押さえた、
ひと味違
うベーシックアイテムが見つかります。

高槻

高山右近の足跡を
たどりながら、

ベーシックで上質な大人の日常着を

淀川と西国街道が通過するこの街は、
古くから流通の拠点として発展し、
独自の進化を遂げてきました。
現在の市の中心部の形が出来上がったのは、
キリシタン大名としても有名な高山右近が統治していた頃。
利休七哲の一人で茶人としても名高い右近は、

高槻城三の丸の一角にある町の守り神

後に城造りの名人とも呼ばれ、
その頃造った城下町が

秋冬ものを探しにちょっと

野見神社

今の街の礎となっています。

平安時代中期に疫病を鎮めるため、牛頭天王を
祀ったのが起源とされる野見神社。キリスト教信
者である右近が高槻城主となった際、城内にある
この神社の地を教会にしました。
その後江戸時代
の高槻城主永井直清が修築し、今に至ります。

撮影／坂上正治 わたなべよしこ 高嶋克郎
香西ジュン 塩崎 聰
取材／いなだみほ

岡本佳樹

タイル

高槻市真上町2-12-1
11:00〜19:00 火曜＆第２・４日曜休み
カード 可 P 1台 http://clothes-tile.com

寄り道

ルイス・フロイスの
『日本史』
にも登場

高山右近高槻天主教会堂跡
1574年、右近の父でキリシタン大名の高山飛
騨守が教会堂を建立。1998年、市の教育委員
会がここからふたに十字架を墨書した木棺を含
む墓地群を発掘、領民の8割がキリシタンだった
という高槻でのキリスト教の隆盛を示しました。

この秋冬のお薦めは、
スコットランド、
ノアーイースタリーのニット。
保温性が高くやわらか。オートミルク、
コテージ色などカラーバリエ
は６色、
¥12,600。ヤエカのデニム¥17,850、
シューズライクポタ
リーのスニーカー¥7,875は見つけたら即買いの人気アイテム。

旅好き店主のセレクトが秀逸

カモシカ雑貨店

11月20日
（水） 10:00〜、
14:00〜

各2時間30分
参加人数：各5名
料金：¥5,000
※ハサミ持参
要予約☎072-695-8900(カモシカ雑貨店)

お伊勢参りのためにつけていた家計簿など、
城下
町時代の高槻の人々の暮らしぶりを知ることので
きる博物館。現在開館10周年記念特別展『-発
掘戦国武将伝- 高山右近の生涯』
を開催中。豊
臣秀吉や千利休が右近に宛てた書状も展示！
10：00〜16：30 特別展は￥200、
常設展は無料

実際に体験してみた！

ヘリオトロープ香
（かぐわ）
さんの
クリスマスリースのワークショップ

しろあと歴史館

できた！
グリーンを全体に、実ものは1カ所に集めてアク
セントに。同じルールで、同じ素材を使って作っ
ても、人それぞれ違うものができるから面白い！
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輪っかにお好みの花材をテープで留めていきま
す。すき間を作らないよう、花材を少しずらしなが
ら重ねるようにするとバランス良くまとまります。

まず最初に、輪になったアルミ製ワイヤーが緑
色になるように、全体にフローラテープを巻きつ
けます。テープを引っぱりながら巻くのがコツ！

右近最期の地︑

P なし

右近の特別展は〜12月1日
（日）
まで！

マニラの大聖堂を模して⁝

高槻市富田丘町6-14
11:00〜18:00 水曜休み カード 可
http://blog.kamoshikazakka.com

性格が出ますね！

かもしかざっかてん

人気雑貨店の

クリスマスリース作りに

青森のリンゴカゴや牧谷窯の器、
フレンチブルの
ソックスなど、国産のものを中心に、素朴でかわ
いらしく、使い勝手の良いものを集めた雑貨店。
こちらでは不定期に行われるワークショップもすぐ
に満員になるほど好評。11月には、18年のキャリ
アを持つフラワーコーディネーター、香さんが、ナ
チュラルでどんな場所にもしっくりなじむ素敵なク
リスマスリース作りを教えてくれます。

時間を忘れてしまう⁝

☎072-695-8900

時代は流れ、
城から陸軍駐屯地へ

今も右近が町を見守っています

最後まで信仰を貫いた右近をたたえて

元工兵第四連隊正門

城跡公園

カトリック高槻教会

明治維新により高槻城はなくなってしまいました
が、
その城跡には1909年〜1945年までの36年
間陸軍第四師団の工兵第四連隊が駐屯してい
ました。現在は城跡公園の北側に赤レンガの正
門が残り、当時の面影を感じることができます。

高槻城跡は、城跡公園として市民の憩いの
場に。右近の銅像、城を模した石垣や、池に
加え、市指定有形文化財の旧笹井家住宅
は、歴史民俗資料館として公開。昔の暮らし
をテーマに農具や民具を展示しています。

徳川家康が天下を取ると、禁教令のもと右近を
フィリピン・マニラへ追放し、彼はそこで最期を迎
えました。第2次世界大戦後、高槻の誇りとして
語り継がれてきた右近を思い起こし、復興のため
に立ち上がろうとこの教会が建立されました。
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どの器も野菜がいっぱい！

不定期登場の中国粥も人気です

ごほうびランチはとびきりの

猫猫

イタリア料理店へ

味わい深さ!

たっぷり野菜の八宝菜、蒸し鶏のっけごはん、
サラダ、厚
揚げの台湾風煮込み、
ほうれん草と白キクラゲのおひた
し、菊菜とオクラのスープ、
ドクダミとナツメ、烏龍茶を合わ
せた薬膳ブレンド茶。¥1,000

また食べたくなる

日替わりのマオマオセット

☎掲載不可

中国料理店での料理経験に加え、薬膳の勉強
も積んだ宮崎久美さんが切り盛りする店。ここ
のランチが地元の女性達に大好評です！ 八宝
菜など日替わりの炒め物や蒸し鶏など、
どれもし
っかりとした味付けながら、心地良く胃袋におさ
まります。美肌効果の高い白キクラゲ、体を温め
る黒酢など、美容に良い素材遣いもうれしいお
店です。

マオマオ

滋味深い薬膳中国料理は

女友達と

高槻市城北町1-4‐20 城北数士ビル２Ｆ
11:30〜14:30、
14：00〜16：00、
18:00〜21:00
（土・日のみ）
すべてオーダーストップ
※平日夜はコース予約のみ
火曜休み カウンター６席、
テーブル４席
昼¥700〜、夜¥1,000〜、中国茶￥400〜
喫煙 不可 カード 不可 P なし
http://www.geocities.jp/
maomao̲china2006/index.htm

前菜盛り合わせ
オレンジと桜チップの香りをまとったサンマとコカブのマ
リネ、生ハム＆イチジクとフィノッキーナ、
ほろりとほどけ
る和牛ほほ肉とセロリのテッリーナ、鳴門金時のスキャ
ッチャータ フォアグラのムース。

ビルの２階、
店内には宮崎さんが大好きなかわいいネコ
の置物がずらり。
カフェタイムには中国茶¥400〜に、
＋ ￥200でおしるこなどの香港スイーツが楽しめます。

☎072-693-0536

海鮮を中心とした豊富な和食に加え、
パスタ、
リゾッ
ト、
グラタンなど洋食メニューの充実ぶりにも目を見
張るこちら。腕を振るうのは、
高槻の人気居酒屋幸
蔵から独立した瀧澤祐介さんとイタリアンシェフの
経験を持つお父様。
お父様が作る、
甘みあるデミグ
ラスソースのかかったハンバーグは、子どもにも大
人気。座敷もあり家族でゆっくりくつろげます。

キッチンたきざわ

高槻市富田町1-5-9 1F
17:00〜1:00頃
（金・土曜は〜2:00頃）
日曜休み カウンター13席、
テーブル10席、座敷10席
夜¥3,000〜 喫煙 可 カード 可 P なし

絶対にオーダーしたいオススメ3品
お造り盛り合わせ¥1,380は、
エビ、
サーモン、
サンマ、
ヒラメなどその日仕入れた魚
介をおまかせでひと皿に。マスター瀧澤さんのお父様が作る煮込みハンバーグ
¥680は、
瀧澤家の家庭の味。約６時間かけて作る豚バラじっくり
トマト煮は¥780
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ヘーゼルナッツとアーモンドの香ばしいセミフレッドの周
りには、
レモンとアマレットでマリネした食べ頃のやわら
かい柿がゴロゴロと…。
エスプレッソソースのほろ苦さ
が柿の甘さをグッと引き立てます。

豊富に揃うイタリアワインもぜひ！

野趣あふれる秋らしい美味に感動！

キッチンたきざわ

野菜の旨みが染み込んだ

和食と洋食、
親子の競演料理が自慢

とろーりとろける豚バラ！

子どもの好きなメニューも揃う
創作居酒屋へ

夜ごはんは

柿とナッツのセミフレッド
エスプレッソのテーゴレ

il Chiaro

☎072-682-6888

大阪の人気店で研さんを積んできた小川大喜シ
ェフが昨年オープンしたリストランテ。新しいステ
ージとして高槻を選んだのは、
「 都会の喧噪を忘
れゆっくり食事の時間を過ごしてほしい」
というシ
ェフの思いから。イタリアの伝統煮込み料理バチ
ナーラをテッリーナ
（テリーヌ）
に再構築し、前菜と
して振る舞うなど、
シェフのアイデアと繊細な技に
感嘆の声があふれています。

2012年4月OPEN
イル・キアーロ

高槻市芥川町1-14-9 西形ビル1F
12:00〜13:30、
18:00〜20:30共にオーダーストップ
※15分前までに入店
水曜休み＆月１回不定休 テーブル10席
昼¥3,150〜、夜¥6,300〜
喫煙 不可 カード 不可 P なし
http://il-chiaro.com

キタッラ
若鹿とポルチーニ茸、
ブルーベリーのラグーソース
鳥取から届いた鹿肉を煮込んで作ったラグーソースと
ポルチーニ茸が、弾力のある手打ちパスタ、
キタッラと
相性抜群。甘酸っぱいブルーベリーが絶妙なアクセ
ントに！ランチのパスタは２種から選べます。料理はす
べてランチコース¥3,150より。

JR高槻駅近くの路地裏。隠れ家のような雰囲気に期
待も高まります。店内は10席のみ。お誕生日や記念
日など特別な時間を過ごすお客様でいっぱいです。
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ロケーションも素敵な一軒家でほっと一息

今回高槻の
素敵な場所を
教えてくれたのは･･･

tete café
+

焦がし玉ネギとオレガノのフリッタ
ータや、里芋のユズコショウクリ
ームなど季節の野菜を中心にし
た前菜盛り合わせ、鶏団子とホ
ウレン草のクリームソースパスタ
はピリッと実山椒を隠し味に。玄
米の食感とパルミジャーノの香り
がクセになりそうな、
ホタテ、
エリン
ギの玄米、押し麦、赤米を使った
トマト仕立てのリゾット、
デザートは
スダチのパンナコッタとリンゴとレ
ーズンのクランブル、玄米とロー
ズマリーの自家製フォカッチャ、
コ
ーヒーor紅茶付き¥1,450

ランチのおいしい

摂津富田駅周辺MAP

阿武野小

テテカフェ
（P125）

郡家小
今城塚古墳

ルート271

徒歩
約15分

（パン）

真上1

阿武野高

6

115
三島高

餃子 溢彩流香

171
明治製菓
大阪工場

富田

11月30日
（土）Richer 高槻バスツアーを開催します！
リシェ読者を対象に、高槻市内のマンションギャラリーや、観光名所を巡るバスツアーを開催！ ランチは、人気店ヴィー
ヴォでいただく窯焼きピッツァ。参加費無料で、
お子様との参加も大歓迎！高槻に興味をお持ちの方はぜひ！
定員：
２０名
（５〜７家族想定）
程度
※お子様連れも大歓迎です
参加費：無料
（ランチ時の追加ドリンク代、公園や
センター街での買い物は各自負担となります。）
※参加希望者はRicher.jpよりご応募下さい。
応募締め切り
：11月19日
（火）
正午

News！
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バスツアースケジュール
１１月３０日
（土）
ＪＲ高槻駅集合
１０
：
４５
（予定）
見学
１１
：
００〜１２
：
００ ジェイグラン高槻古曽部町モデルルーム

線

猫猫（P123）

171

カトリック高槻教会（P120）
野見神社（P120）
高山右近高槻天主教会堂跡（P120）
中川町

城跡公園（P120）

pizzeria VIVO

お昼は

ココで！
☎072-686-2768
高槻市高槻町12-2
http://www.withvivo.com

バスツアー当日のランチメニュー

前菜5種盛り合わせ、窯焼きピッツァ
&パスタ、
スープ、
パン、
ドルチェ、1ドリンク付き

（1ソフトドリンク付き）
１２
：
２０〜１３
：
２０ ピッツェリアヴィーヴォにてランチ
※お子様には年齢にあわせたメニューをご用意致します。
（予定）
の新築戸建住宅見学
１３
：
４０〜１４
：
２０ 古曽部町内
（学芸員の案内による今城塚古墳見学）
１４
：
４５〜１５
：
４５ 今城塚古墳ガイドツアー
※小さいお子様連れの場合は、公園内自由散策も可能です。
１６
：
００

ＪＲ高槻駅・阪急高槻市駅に近いセンター街付近で解散

コントレイル

（P124）
大阪医大
ヴィーヴォ
（P125）
槻
線
都
高 松坂屋
京
急
市
171
阪
槻

都

京

79

☎070-5431-1440

扉を開けると、
そこには手造りのテーブルやアイ
アンのソファが配され、棚にはパリなど海外で買
い付けてきたかわいらしい雑貨や絵本が並びま
す。WEBや書籍などのグラフィックデザインを手
掛けるオーナーのお気に入りに囲まれた空間で
楽しめるのは、ボリューム満点のフードメニュー。
ケークサレ、
カレーなど、
サラダや約６種のドリンク
バーと共にゆっくり味わえます。

高槻市芥川町1-15-15 UIビル3F
9:00〜20:00
（昼は11：00〜）
オーダーストップ
日曜休み
コーヒー￥472 テーブル18席
喫煙 不可 カード 不可 P なし

八丁畷

北大手
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しろあと歴史館

（P120）

高槻小
第一中

元工兵第四
連隊正門（P120）

名ブランジュリ直営のパンカフェ

CONTRAIL
☎072-668-5855

大人気店ルート271が昨年オープンしたカフェ。
フ
レンチやパティスリー勤務の経験もある本店の店
主、船井高志さんが、
「料理としてのパン」
をテーマ
に、温度や盛りつけにこだわったメニューを考案。
エッグベネディクトやクロックムッシュなどの料理か
ら、季節のフルーツとパンを使ったデセールまで、
お
皿の上で楽しめるパンメニューが揃ってます。

2012年2月OPEN
コントレイル

高槻市北園町2-1 11：00〜16：00、
18：00〜23：00共にオーダーストップ
（月曜は〜16：00）
日曜休み テーブル16席
コーヒー￥400 喫煙 不可 カード 可 P なし

エッグベネディクト
薪窯で焼くモチモチのナポリピッツァが、
本場流のスタイルで手頃に楽しめます。

６＋E UNITED cafe

塩漬け生コショウの

（カフェ）

キッチンたきざわ

（P123）
メサベルテ 富田店（ブランジュリ）

富田

カフェ ピグリッチ

阪

西武

高

芥川公園

JR

67

つい長居してしまう居心地の良さ

2013年５月OPEN
ユナイテッドカフェ

かすかな刺激が利いてます

ダイエー

都

京

急

線

高槻市

JR

くしたろう
（鶏料理）

摂津富田

線

都

京

大畑町

柳原
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摂津富田

（中国料理）

徒歩
約4分

イル
ル・キ
キアーロ（P122）
アルプラザ
ア
アル
ル

高槻駅周辺MAP

高槻病院
関西大
（P124）
ユナイテッドカフェ

天神町1

芥川小

高槻

郡家

（パティスリー）

コテン
（雑貨）

タイル（PP121）

今城町

パティシエールウタコ

カモシカ雑貨店（P121）

上宮天満宮

お酢で炊いた鶏肉は

パパと一緒におさんぽ

大人も子どもも楽しめる日替わりのおまかせランチセット

カフェも充実しています！

緑がキレイなカフェ前の小道を

さっぱりやわらか！

高槻市真上町2-18-23
11:30〜16:00
（土曜は１２
：
００〜）
オーダーストップ、
夜は予約のみ
日・月曜＆祝日休み
テーブル12席、
カウンター３席
昼¥1,450〜、夜は要相談
喫煙 不可 カード 不可 P １台

生まれも育ちも揃って高槻と
いう出野成俊さん、亜紀さん夫
妻と葵ちゃん(5歳）、優菜ちゃ
ん(2歳)ファミリー。
「高槻はま
ず京都にも大阪にも近くてと
にかく交通の便が良い。自然
も豊かで、支援施設など市の
育児制度も充実していて、子
育ても本当にしやすいんです。
高槻以外の街にわざわざ住む
理由が見つからない（笑）」
と
成俊さん。休日に訪ねるという
こちらは「田畑に囲まれたロケ
ーションが気持ち良く、子ども
も苦手な野菜でも、
ここでなら
もりもり食べてくれます！今度
は両親も連れて来たいです」。

おいしい！

テテカフェ

食べられるんだね！

田園風景を眺めながら住宅街の路地へ。最後は
車も入れない小道を進んで行くと、
そこにひっそり
現れる小さなカフェ。
そんなプロローグさえ楽しいこ
ちらは、店主冨田美紀さんがこのロケーションにひ
と目惚れした民家をリノベーション。落ち着いた雰
囲気の中でいただけるのは地元の有機野菜をふ
んだんに、ハーブ遣いも見事なイタリア料理がベ
ースのおまかせランチ。一人でほっこりも、友人と
一緒にゆっくり過ごすのにもぴったりなカフェです。

高槻にお住まいの
出野ファミリー

ホウレン草も

☎072-691-9733
（要予約）

2週間ごとにメニューが変わるプレート
ストウブで煮込むローマ風チキンカチャトラは酸味の利いた
大人味。大皿にはバジルが爽やかなマカロニサラダ、
コクの
あるサツマイモとクリームチーズのサラダ、
ナスの香味オイル
マリネなど、
スープ、
雑穀米ご飯、
ドリンクバー付き¥1,260

香ばしく
トーストしたイングリッシュマフィンに、
肉厚のベーコ
ンと塩味控えめのスモークサーモンを。ポーチドエッグを割
って、
表面を少しあぶったオランデーズソースと混ぜつつパ
ンに染み込ませていただきます。
￥750

店はビルの３階。デザイン事務所
が展開するカフェらしく、店内には
デザイン関連の本がズラリ。バリ
島のオーガニック石けん￥630〜
など海外で買い付けた雑貨も販
売。
フードのセットメニューは11:00
〜20:00までオーダー可。
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