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　かつて、全国の山林で使われた大型の製材鋸で
ある「甲賀の前挽鋸」とその関連資料が、林業遺
産に認定されました。
　甲賀地域は、森林資源が豊富で、古くから良質
な木材の産地として、東大寺の造営などに関わっ
てきました。このような地域性を背景に、木に関
わるなりわいが発達し、その一つとして前挽鋸の
生産が行われ、明治・大正期
には一大産地として全国的な
シェアを獲得しました。
　しかし、昭和に入ると機械
製材が普及し、昭和 20年代
末を境に前挽鋸の需要が急速に減少することとな
りました。しかし、鋸の製造技術や木の伐採、製
材の技、そして木

こ

挽
びき

とよばれる職人たちの誇りと
魂は後世にも伝えていきたい郷土の文化です。
　今回、認定された前挽鋸や関連資料は、「甲南
ふれあいの館」で展示しています。
【問い合わせ】　甲南ふれあいの館
　☎ 0748-86-7551

「甲賀の前
まえ
挽
びき
鋸
のこ
」とその資料群が
林業遺産に！

亀山市亀山市
鈴鹿峠自然の家　天文台「童

どーむ
夢」

～豊かな自然の中で、星空を眺めてみませんか？～
　美しい星空が
広がる豊かな自
然に囲まれた鈴
鹿峠自然の家
天文台「童夢」。
天文台には、口
径400ミリメー
トルの反射望遠鏡と口径 115 ミリメートルの屈
折望遠鏡を備えており、月 1 回の無料開放や季
節ごとの星空観察会を行っています。
※雨天・曇天の場合は中止
※無料開放日など詳しくは、亀山市
ホームページをご覧ください。

【ところ】
　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
　（亀山市関町沓掛 123）
【問い合わせ】
　亀山市教育委員会事務局生涯学習課
　☎ 0595-84-5057
※無料開放当日のみ　☎ 090-5114-1670

　小中学生の皆さん、夏休みの宿題は進んでいます
か。今年の自由研究には、伊賀鉄道をおすすめします。
例えば、「上下分離」「公有民営」といった特殊な運行
方式の意味、コロナ禍の影響、安全のための工夫、約
100年の歴史、家族の思い出などを調べる研究です。
　そして、一番のおす
すめは乗ってみること
です。どんな人が利用
しているのか、車内の
様子や乗り心地、乗っ
てみて気付いた良いところ・良くないところなどをま
とめてみてはいかがでしょうか。
　研究に必要なことがあればいつでも聞いてください
ね。また、「伊賀鉄道がもっとこうなれば良いのに」
という皆さんのアイデアを教えてください。待ってい
ます。
【問い合わせ】
　交通政策課　☎ 22-9663　℻  22-9694

忍者線（伊賀線）だより

夏休みの自由研究は伊賀鉄道で決まり！

夏の通常展「伊賀に暮らして─穐月明の身近な風景─」
　伊賀にアトリエを
構えた穐月明が描い
た近郊の風景や日常
の情景を中心に、作
品をスケッチした場
所の写真などもあわ
せて展示して、画家の視線に迫ります。
【と　き】　8月 22日㈰まで
※開館時間は午前 10時～午後４時 30分
※火曜日休館
【ところ】　ミュージアム青山讃頌舎
【料　金】　一般　300円（高校生以下無料）
【問い合わせ】
○文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
○青山讃頌舎　☎ 52-2100

だより 地域でがんばる公益活動団体を紹介します
【問い合わせ】　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　℻   22-9694
　 chiikidukuri@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。
　今年度、この圏域で、「N-1 グランプリ in いが」
を創設しました。これは地域活動を行う団体の取り

組みをパネル展示し、住民が投票するとともに、行
政が表彰する制度です。現在、パネルを出展する団
体を募集中です。
　詳しくは広報いが７月号または市ホームページを
ご覧ください。

【団体名】　H
ホ ー ム
OME

【活動目的】　人と自然と食
を通じて女性が生きがいを
もち、人との繋がりをつく
り、笑顔を大切にすること
【活動内容】　月１回の「だ
んらんハウス」（子ども食
堂）は、毎回趣向を凝らした内容で、町内外問わ
ず子どもから高齢者まで、多くの人が参加する交
流の場となっています。
　また、６月に古民家をリノベーションしてオー
プンした活動拠点「たね」は、ほっこりと温か
く、みんなが寄り合える場所にしたいと思ってい
ます。
【問い合わせ】　総務財政課　☎ 0743-95-2301

【団体名】　子ども食堂「わいわいいがっこ」
【活動目的】　「食」を共にすることで、人とのつな
がりを深めることができるように支援する
【活動内容】　毎月１回子ど
もたちに昼食を提供してい
ます。（現在はコロナの影
響でテイクアウトが続いて
います。）毎回約 50 食提
供しています。
　食堂は誰でも利用でき、
少しずつ申し込みが増えてきています。これから
も多くの人に利用してもらえるよう頑張ります。
【活動日】　毎月第３日曜日
※月によって変更になることがあります。
【活動場所】　おあいこなかまちサテライト
【問い合わせ】　地域づくり推進課　☎ 22-9639

笠置町笠置町

伊賀市伊賀市

【団体名】　特定非営利活動
法人　南山城村むらおこし
事業組合
【活動目的】　特産品の普及
拡大と観光振興事業による
「むらづくり」の実践
【活動内容】　観光振興事業
の一環として、全国からの中・高・大学生の校外
学習に加え、中国からの観光客なども対象とした
「農泊事業」に取り組んでいます。南山城村の自
然豊かな環境で、村民のありのままの暮らしぶり
を体験できる「農村体験メニュー」の提供により、
村独自の体験観光なども実践しています。今後も
さまざまな角度から地域活性化に取り組みます。
【問い合わせ】　企画政策課　☎ 0743-93-0130

【団体名】　しめ縄から繋がる「紡ぐプロジェクト」
【活動目的】　地域の魅力発信、特産品の開発、農業
の発展
【活動内容】　山添村ふる
さとセンターの「長寿岩」
にしめ縄を飾るため、休
耕田を利用し、材料とな
る藁

わら
作りを行っています。

　藁はもち米作りから行い、そのもち米や、豆を
利用した特産品の開発に力を入れています。ま
た、農業体験などを通じた地域の魅力を発信して
います。
　今後、村の主要産業である農業を新しい視点を
もって「儲ける農業」に発展させたいと考えてい
ます。
【問い合わせ】　地域振興課　☎ 0743-85-0048

山添村山添村
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