
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　認知症の人や家族、認知症に関心
のある人、地域の人など、誰でも参
加できるカフェです。
　「認知症について知りたい」「相談
したい」「仲間を作りたい」という
皆さん、ぜひお越しください。
【と　き】
　12月８日㈫　午前 10時～正午
※午前 10時 30 分から健康体操や
脳トレなどのミニイベントを行い
ます。（20分程度）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

いがオレンジカフェ

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　旧小田小学校の屋根には
瓦が葺かれていますが、その屋
根の形式は（　　　　）です。
①切妻造り
②入母屋造り
③宝型造り
④寄棟造り

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　12月 22日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【料　金】　200 円（認知症の人は無
料。家族の会会員は 100円）
※認知症の人が参加する場合は、事
前に連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　南部サテライト
　☎ 52-2715　℻   52-2281

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

　外国にルーツをもつ小学３年生か
ら中学３年生までの児童生徒を対象
とした、教科指導や受付業務などの
ボランティアスタッフを随時募集し
ています。
【と　き】
　毎週土曜日　午後２時～４時
【ところ】
　伊賀市総合福祉会館　２階
【対象者】　高校生以上　
※市内の現役小中学校教諭を除く。
【応募方法】
　電話またはＥメールで下記まで。
【応募先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 070-4455-4900
　 mie-iifa@ict.jp
　平日午前９時～午後５時

「学習支援教室ささゆり」
ボランティアスタッフ募集

【と　き】　１月 19日㈫
　午後１時 30分～３時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　離乳食前期（１～２回食）
の話・離乳食の調理
【持ち物】　母子手帳・筆記用具・エ
プロン・三角巾・手ふきタオル
【定　員】　先着 6人
【申込方法】　住所・参加する保護者
と子どもの氏名・生年月日・電話番
号を下記まで。
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】　12月 15日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　上野総合市民病院内で実施してい
た病児・病後児保育室「くまさんルー
ム」は、11月末日をもって閉鎖し
ました。12月 1日からは医療法人
グリーンスウォード「ゆめこどもク
リニック伊賀」に病児保育事業を委
託し実施します。
【ところ】
　ゆめこどもクリニック伊賀 病児
保育室（小田町 258-2）
【対象年齢】
　生後 6カ月～小学 6年生
【利用時間】
○月・火・水・金曜日：午前９時～
　午後 6時
○土曜日：午前 9時～午後 5時
※いずれも電話受付は午前 8時～
　☎ 0595-24-7605
※クリニックの休診日は利用できま
せん。

※人数に限りがあり利用できないこ
とがありますので、利用希望日の
朝、必ず電話で空き状況を確認し
てください。

【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

離乳食教室12月１日から
病児保育室が変わります

　葦
あし

の枝を雪囲いのよ
うに組み合わせ、花を
生けます。華やかなお
正月のアレンジを楽し
みませんか。
【と　き】
　12月 25日㈮
①午後６時～７時 30分
②午後７時 30分～９時
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　木下　直美さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【料　金】　2,500 円
【定　員】　各回先着 10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】　12月８日㈫～18日㈮
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

フラワーアレンジメント

受診・相談センター
（帰国者・接触者相談
センターから名称変更）
○午前 9時～午後 9時
　伊賀保健所
　☎  24-8050
○午後 9時～午前 9時
　三重県救急医療情報センター
　☎  059-229-1199

新型コロナウイルス感染症相談窓口

春日の社を巡る
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

水と歴史でつながる伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）定住自立圏

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村

　伊賀城和定住自立圏の市町村は、かつて都のあった
奈良市の東に位置し、今もその影響を色濃く残してい
ます。
　奈良公園にある春日大社は、奈良時代の神護景雲２
（768）年、藤原氏の氏神である武

たけみかづちのみこと
甕槌命が常

ひたちのくに
陸国（茨

城県）から春日の御
み
蓋
かさ
山
やま
に遷

うつ
り、「春

かすがのかみ
日神」と称した

ことに始まるとされています。伊賀市には、武甕槌命
が常陸国から大

やまとのくに
和国（奈良県）に行く時に立ち寄った

とされる川東の春日神社や阿保の大村神社のほか、武
甕槌命を祭神とする神社がいくつかあります。同様の
伝承は、山添村の春日神社にもあります。
　また、春日大社に代表される「春日造り」は、建物
の妻方向が正面となるのが特徴で、定住自立圏の市町
村内の社でよく見られる建築様式です。今回は、春日
の社をめぐる特色ある神社建築を紹介します。

　 天神社は、山添村北野区の奥集落を南に一望でき
る高台にあります。応永年間（1394 ～ 1428）に造
営されたと伝わる春日造りの社殿です。屋根は神社で
よく見られる檜

ひわだ
皮葺

ぶ
きではなく、杉の厚板葺きである

ことが大きな特徴で、正面の建築部材には華やかな装
飾が施されています。また、天正６（1578）年から
慶応３（1867）年までの棟

むな
札
ふだ
（建物の上棟や修理の際

などに施主や費用などを記した木札）16枚も国指定
重要文化財に指定されており、長い期間にわたって地
域の人々に大切にされてきたことがわかります。
　なお、天神社社殿の隣には、北野区牛ヶ峰の春日神
社から移築され、腰越の若宮神社、津越の八幡神社な
どを合祀した美

みすまる
統神社社殿があります。これらは室町

時代のもので、村指定有形文化財となっています。

　六所神社は、南山城村の北部、野殿地区にあります。
元禄年間（1688 ～ 1704）に建てられたとされるこ
の神社は、本殿と摂

せっしゃ
社（本殿の祭神と関わりをもつ

社）５棟が横一列に並んでいて、本殿は厚板葺きの春
日造り、摂社も春日造りかそれを簡略化した切

きり
妻
づま
造り

となっています。春日造りの社殿が横一列に並ぶ様子
は、春日大社の影響を受けていることを示しています。
　この神社の大きな特徴は、本殿・摂社の覆

おおい
屋
や
と拝殿

の屋根が茅葺きになっていることです。覆屋は、屋根
裏に保管されていた板札に記された年号から宝暦２
（1752）年のものであると考えられています。こうし
た建築は少なく、本殿の覆屋と拝殿が一対となって古
風な景観を今に伝えています。

　国津神社は、笠置町有市の木津川右岸にあります。
社殿は春日造りで、南を正面に建てられています。現
在の本殿は、元禄３（1690）年に建てられた春日大
社の本殿を移したもので、棟札から正徳元（1711）
年に移されたことがわかります。春日大社の本殿を移
していることから、春日大社と国津神社は深い関わり
があったことがうかがえます。

国津神社本殿

六所神社拝殿（左）と本殿・摂社の覆屋（右）

天神社本殿

天神社本殿（山添村　国指定重要文化財）

国津神社（笠置町　京都府登録有形文化財）

六所神社 （南山城村　京都府登録有形文化財）
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