
圏域ニュース　今月のイチ押し！
【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

南山城村南山城村

　伊賀市は、京都府笠置町・南山城村・奈良県山
添村と定住自立圏形成協定を締結し、医療や防災、
観光などを連携して事業に取り組んでいます。
　この圏域は、府県境にあり従来から買い物、医
療、仕事、文化、スポーツなど、生活において繋
がりや結びつきが強く、圏域外の地域に誇れると
ころです。
　それぞれの地域が一押しのスポットなどを紹介
します。

関西本線橋脚巡り
　笠置町、南山城村、伊賀市を結ぶ関西本線。今
から 124 年前、明治 30 年に鉄道伊賀上野～加
茂間が開通しました。ちょっと小ぶりなボディー
のディーゼ
ルカーは田
園風景が広
がる伊賀の
里を通り、
木津川の渓
谷を眺めな
がら進み、
見る人の目
を楽しませてくれます。また、明治時代に竣工さ
れ、現存する橋梁も当時の職人技が間近で観察で
きる貴重なポイントです。
【問い合わせ】
　笠置町商工観光課　☎ 0743-95-2301

笠置町笠置町

　古くから景勝とうたわれた「夢
む

絃
げん

峡
きょう

」。伊賀市
から流れてくる木津川、奈良市月ヶ瀬からの名張
川の合流点
にあり、時
の流れが止
まったかの
ように静か
な幽玄の世
界が広がっ
ています。
　その少し
下流には木津川がゆるやかに流れ、大きい弓状の
淵になっていることからその名がついた「弓ヶ淵」
があります。弓ヶ淵は、剣豪・柳生十兵衛が最期
を遂げたところと伝えられています。
【問い合わせ】
　南山城村産業観光課　☎ 0743-93-0105

東豊ベース
　村内の廃校舎の１つである、旧東

ひがし

豊
とよ

小学校を利
用した「東豊ベース」では、大人から子どもまで
楽しく学べるイベントを企画し、地域の活性化を
すすめています。
　耕作放棄地の茶畑を再
利用して作られた、茶の
実油で作る料理の試食会
や、大川遺跡から出土し
た縄文土器（大川式土器）を再現する体験会など
には、村内外から多くの参加者が集まっています。
　詳しいイベント内容はインスタ
グラムで確認できます。
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、イベントによって
は村外の人は参加できない場合があります。

【問い合わせ】　東豊ベース　☎ 0743-87-0302
　 higashitoyo.base@gmail.com

山添村山添村

夢絃峡～弓ヶ淵

山添村
[奈良県]

南山城村
[京都府]

笠置町
[京都府]

伊賀市
[三重県]

定住自立圏域

布目川橋梁

図書館
　だより

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

詳しい情報はこちら

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加
者の人数を制限しています。

■一般書
『バラの文化誌』
キャサリン　ホーウッド／著

■絵　本
『おひさまわらった 』

きくち　ちき／作

■児童書　
『かこさとし

遊びと絵本で子どもの未来を』
鈴木　愛一郎／文

　だるまちゃんシリーズや、からすのパン
やさんなど、長年愛される本を生み出し続
けた絵本作家・加古里子さん。子どもたち
の未来のために力をつくした、その生涯を
描く一冊です。

司書のおすすめ

図書館（室）からのお知らせ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
７月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

10 日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

13日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

16日㈮ 10：00～ いがまち複合施設小ホール
（旧ふるさと会館いが）絵本の時間（お話の国アリス）

18日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

20日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
21日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

24日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

28日㈬ 10：30～
上野図書館 おひざでだっこのおはなし会
青山図書室 おはなしなあに？

８月１日㈰ 10：30～ 上野図書館 ことばで伝えるおはなし会（おはなしコットン）

８月５日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

【と　き】　７月 16日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【テーマ】　伊賀蕉門の長老　山岸半残
【講　師】　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出 楯夫さん
※来場の際は、上野図書館駐車場または、市営上野公園第３
駐車場（午後５時以降無料）をご利用ください。

　芭蕉翁記念館を見学し、調べたいこと探しのあ
と、図書館の使い方や調べ学習の仕方を学びます。
ミニぞうりのチャームづくりにも挑戦します。
【と　き】　７月 25日㈰　午後１時～４時頃
【ところ】　上野図書館と芭蕉翁記念館
【講　師】　ミニぞうりのチャームづくり：お針子
「チクチク」
【対象者】　小学４～６年生
【定　員】　先着 10人
【申込方法】　住所・氏名・生年月日・保護者名・
電話番号を上野図書館（☎  21-6868）まで。
【申込期間】
　７月７日㈬　午前９時～ 14日㈬　午後５時

　「夜のおはなし会」と閉館した夜の図書館を探
険するイベントです。
【と　き】　８月３日㈫　午後６時 30分～８時頃
【対象者】　小学生以下　※保護者同伴
【定　員】　15組　※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】　参加者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号、夜のとしょかん探検参加希望の旨を上野
図書館まで来館またはファックス。図書館ホーム
ページからも申し込みできます。
※感染予防のため、家族単位で申し込み・
参加をお願いします。

【申込期間】　７月７日㈬～ 17日㈯
　抽選結果は、７月 21日㈬頃にお知らせします。

◆郷土の歴史夜咄会◆としょかん周辺探検＆調べ学習

◆上野図書館　夜のとしょかん探検
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