
11 12

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

【地域情報】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

73 旭区では毎年８月末の土曜日に○○が行われています。○○に当てはまるものは何でしょうか。
Ⓐ 旭区民まつり　　　Ⓑ 旭区スポーツフェスティバル　　
Ⓒ 旭区民マラソン　　Ⓓ 旭ミュージックフェスタ

74 旭区ではサッカーＪ１リーグチームである、○○と協働して「旭区民デー」などを開催していま
す。ではそのチーム名は次のうち、どれでしょうか。　

Ⓐ 清水エスパルス　　Ⓑ セレッソ大阪　　Ⓒ ガンバ大阪　　Ⓓ 京都サンガ

きょうどう かい  さい 

75『あさひあったかきち』とは、「あさひあったかきちまちづくり計画をすすめよう会」が推進・運営
しています。○○商店街のご好意により、空き店舗を利用して、地域のいろいろな人が気軽に集
い、出会い、交流の出来る場としてオープンしています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 新森　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 森小路　　Ⓓ 今市

　　　　　　                         すい  しん　うん  えい

 あ　　　 てん  ぽ　　　   り   よう き　がる　　　つど

76 滋賀県高島市○○の皆さんとの地域間交流事業として、旭昼市を第２日曜日に旭区民センター
のロビーと玄関前で午前１１時３０分から開催しています。そこでは、琵琶湖と淀川で結ぶ産地
直送の旬のとれたて野菜を販売しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 旭町　　Ⓑ 新旭町　　Ⓒ 旭川町　　Ⓓ 昼川町
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77 大阪工業大学の正門は、創立７０周年を迎えるにあたり、初代校長で理事長である○○さんの
実施設計となる「中央公会堂」を模して建てられ、「○○メモリアルゲート」と呼ばれています。
○○に当てはまる人名はどれでしょうか。
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Ⓐ 神岡龍太郎　　
Ⓑ 片岡安　　
Ⓒ 片岡仁左衛門　　
Ⓓ 辰野金吾

78 大宮５丁目にある常翔学園高等学校は、あるスポーツで全国的に有名で、2013年全国大会
で優勝しました。そのスポーツは何でしょうか。

Ⓐ バレーボール　　Ⓑ サッカー　　Ⓒ 野球　　Ⓓ ラグビー
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79 清水３丁目にある八幡大神宮は、天智天皇（661～671）の頃、この付近に藤原氏が春日大神を
産土神として祭ったのが始まりと言われています。別名を「○○」と言われています。○○に当て
はまるものは何でしょうか。

Ⓐ 不動明王　　Ⓑ 不焼宮　　Ⓒ 厄神　　Ⓓ 天神
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84 太子橋中公園のイチョウは、大阪の“ある有名な通り”にあるイチョウと兄弟なのですが、その
“ある有名な通り”とはどこでしょうか。

Ⓐ 御堂筋　　Ⓑ 谷町筋　　Ⓒ 堺筋　　Ⓓ 松屋町筋

80 文治元年（1185）、源義経は平氏追討に赴く途中、この地で霊光を見ました。義経は後鳥羽
天皇の許しを得て霊光のあった場所に神社を造営し、○○と称しました。○○に当てはまるも
のは何でしょうか。
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Ⓐ 住吉八幡宮　　Ⓑ 伊勢八幡宮　　Ⓒ 百舌八幡宮　　Ⓓ 大宮八幡宮

81 大宮神社の社殿前にある大きなモチの古木は「○○大神」といわれ、木肌と自分の肌を交互
になでて願い事をすると、あらゆる病気に霊効があるといわれています。○○に入る言葉はど
れでしょうか。
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82 赤川４丁目にある日吉神社の境内に行者堂があり、行者が履いていたとされる大小の下駄が置
かれています。大小合わせた重さは何キログラムでしょうか。
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Ⓐ １５ｋｇ　　Ⓑ ３５ｋｇ　　Ⓒ ７５ｋｇ　　Ⓓ ９５ｋｇ

83 森小路の地蔵さんとして親しまれている「朝日地蔵尊」、歯痛にとても効くそうで、“だまっ
て”１週間お参りをすれば治るといわれています。願いがかなったら、お礼としてこのお地蔵
さんの好きな○○を供えるそうです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 塩　　Ⓑ まんじゅう　　Ⓒ お酒　　Ⓓ お茶

86「旭わがまちお宝」のなかから選ばれた「旭区ブランド」が１３件認定されています。次のうち
旭区ブランドでないものが１つあります。どれでしょうか。

Ⓐ 城北公園　　Ⓑ 旭区商店街群　　Ⓒ 京街道　　Ⓓ 千林の長屋

85 旭区ブランドに認定されている書家、「橘 右一郎」さんが描く文字と関連する場所はどこでしょうか。
Ⓐ 映画館　　Ⓑ 武道館　　Ⓒ 寄席　　Ⓓ 寺社
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93 町名は、「なぎ」と呼ばれた大字の中を、南北に流れる江が存在した事に由来する地名、荒○○の
荒を除いて○○を町名としたものです。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 生江　　Ⓑ 大宮　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 赤川

【地域情報】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

おつかれさまでした。
記入もれ、ズレなどないか、もう一度ご確認ください。

設問は平成26年10月1日現在の状況をもとに作成しています。

97 町名は、古来からこの地域一帯に榎樹などが繁茂し森を成していて、そこには小路が通って
いたとの伝承に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 今市　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 新森　　Ⓓ 森小路

100 町名は、東成郡南島村の大宮神社の○○(お宮などの一段高い所に建てられた建物の事)跡
に建てられた、○○小学校に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 大宮　　Ⓑ 中宮　　Ⓒ 太子橋　　Ⓓ 高殿　　　　　

99 町名は、森小路土地区画整理組合の新設街区事業地として開発された、森小路町の東方に新
しくできた町名が住居表示実施に伴い短縮されました。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 太子橋　　Ⓑ 新森　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 大宮

96 町名は、旧村名によりますが、森小路や森口（守口）に隣接する樹林地帯であったようで、瀬林か
ら転訛（発音がなまって変化すること）したとも伝えられています。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 今市　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 新森　　Ⓓ 清水

94 町名は、昔この地域にあったとされる、○○寺と呼ばれる天台宗の巨刹（大きな寺）に由来すると
伝えられます。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 赤川　　Ⓑ 中宮　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 生江

95 町名は、本郷古市に対し京街道沿いの物資集散の要衝として○○の名を冠せられた事に由来し
ます。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 大宮　　Ⓑ 森小路　　Ⓒ 千林　　Ⓓ 今市

98 町名は、産土神○○神社(八幡大神宮）の社名をとった事に由来します。現在の町名は何でしょうか。
Ⓐ 赤川　　Ⓑ 太子橋　　Ⓒ 清水　　Ⓓ 生江

88 旭区内にある救急指定病院は何院ありますか。
Ⓐ 1院　　Ⓑ ４院　　Ⓒ ７院　　Ⓓ １０院

【町名由来】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

89 各小学校区の地域活動協議会などが中心となって取り組んでいる、地域の皆さんが気軽に集
まってお茶などを飲みながらおしゃべりをし、交流できる憩いの場を○○喫茶とよんでいます。
○○に当てはまる言葉は何でしょうか。

Ⓐ ふれあい　　Ⓑ おしゃべり　　Ⓒ なかよし　　Ⓓ だれでも

90 町名は、この地を以前、豊里町・橋寺町と呼び、豊里町は聖徳○○(豊郷○○)が寺院を建てるた
めに、ここで休息されたと伝えられ、また橋寺町は昔、橋寺と言う寺があり、その寺名に由来しま
す。現在の町名は何でしょうか。
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Ⓐ 赤川　　Ⓑ 生江　　Ⓒ 太子橋　　Ⓓ 清水

91 町名は、昭和初期まで町域内の旧南島町に所在し、南島・森小路・今市・千林・貝脇などの各町を
氏地とした○○八幡宮の社名に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 高殿　　Ⓑ 清水　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 中宮

92 町名は、「中」と呼ばれていた大字名を、大正１４年（1925）の大阪市編入に際し、隣の大字
江野にある大宮八幡宮に対し、改称されました。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 千林　　Ⓑ 大宮　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 清水

87 大阪市の「都市景観資源」として登録されているもので旭区で認定されているものは、『淀川
城北ワンド』と『千林の長屋』、あと１つはどれでしょうか。

Ⓐ 新森中央公園　　
Ⓑ 旭区民センター　　
Ⓒ 城北公園　　      
Ⓓ 千林商店街　　　　　　　　　　　

【町名由来】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。
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