
情報交流ひろば
となりまち　いが· こうか · かめやま

　３市の鉄道開業当初の面影を色濃く残す鉄道遺産
群を巡りませんか。
【と　き】　11 月６日㈯
　午前９時 30 分～午後２時 45 分（雨天決行）
※受付は午前９時～
【集合場所】　ＪＲ加太駅
【対象者】　伊賀市、甲賀市、
亀山市内に在住する小学生
以上の人
※小学生は保護者同伴
【定　員】　各市 10 人（申込者多数の場合は抽選）
【参加費】　1,500 円
※地元食材を使ったお弁当などを配付します。
【申込期限】　10 月 22 日㈮まで
【申込方法】
　亀山市産業振興課商工業・地域交通グループへ電
話でお申し込みください。☎ 0595-84-5049
※コースなど詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　交通政策課　☎ 22-9663

三重県伊賀市、滋賀県甲賀市、三重県亀山市の３市の魅力を体感できる「いこか」連携イベントを開催します。
参加して「いこか」の交流を深めよう！

○広聴広報課　☎ 22-9636　○甲賀市秘書広報課　☎ 0748-69-2101
○亀山市政策課広報秘書グループ　☎ 0595-84-5021 【いこか】の問い合わせ

いこかの鉄道遺産群を巡るウォーキング ３市境界の三国岳へいこか！トレイル
　３市の境界にある山々の自
然に親しみながら、登山を楽
しみませんか。
【と　き】　11 月７日㈰
　午前９時～午後３時
【登山場所】　油日岳（693m）、
三国岳（711m）
【集合場所】　余野公園駐車場
【対象者】
　伊賀市、甲賀市、亀山市内
に在住する 18歳から 70 歳未満の登山経験者で健
脚の人、体力に自信がある人
【定　員】　各市 10 人（申込者多数の場合は抽選）
【申込期限】　10 月 15 日㈮ まで
【申込方法】　観光戦略課へ直接または電話、E メー
ル（ kankou@city.iga.lg.jp）でお申し込みくだ
さい。
※氏名、住所、生年月日、電話番号が必要です。
【問い合わせ】　観光戦略課　☎ 22-9670

　伊賀線活性化協議会では、伊賀鉄道の駅の待合環境
を改善するため、伊賀白鳳高等学校工芸部の皆さんの
力を借りて、駅構内へのベンチ設置に取り組んでいま
す。工芸部の皆さんがデザイン、制作するベンチは、
みえ森と緑の県民税「森のやすらぎ空間整備事業」を
活用し、伊賀
産材を使って
作られます。
工芸部の皆さ
んの作品とい
えば、ハイト
ピア伊賀のベ
ンチや直売所
のラック、木製だんじりなど、木の風合いを生かした
素敵なものばかり。
　木製ベンチも今から楽しみですね。
【問い合わせ】
　交通政策課　☎ 22-9663　℻  22-9694

忍者線（伊賀線）だより

どんな木製ベンチになるのか楽しみ！

秋の特別展「こんなに楽しい四大絵巻物」
　『鳥獣戯画』をはじめとする四大絵巻物は、博
物館でも公開される機会はほとんどありません
が、美術品のコレクターでもあった画家の穐月明
は、四大絵巻物のレプリカを収集していました。
　本展では、そのレプリカの展示とともに、絵巻
物の見方、読み方を分かりやすく解説します。平
安時代の絵巻物の、現代の漫画やアニメに通じる
豊かな表現をご覧ください。
【と　き】　10月 22日㈮～ 12月 19日㈰
※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

だより

写真提供　伊賀白鳳高等学校工芸部

秋のイベント情報
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

　災いを及ぼす流行病や災害が地域に入っ
てこないように、村境などに大注

し
連
め
縄を掛

け渡す「カンジョウナワ」と呼ばれる行事
があります。伊賀地域や木津川沿川の地域に広がる
カンジョウナワ行事の歴史を学び、行事に込められ
た思いを考えませんか。
【と　き】　11月 20日㈯
　午後１時 30分～３時（開場：午後１時）
【ところ】
◦メイン会場：ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
○サブ会場：やまなみホール
　　　　　　（南山城村北大河原久保８）
　　　　　　山添村役場（山添村大西 151）
※Z

ズ ー ム
oomでオンライン配信あり

【講　師】　三重県総合博物館　福田　良彦さん
【定　員】
◦メイン会場：50人
○サブ会場：各 30人
※申込多数の場合は抽選し、結果を全員に通知します。
【申込期間】　10月８日㈮～ 29日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話番号・Eメール
を下記まで。市ホームページからも申し込めます。
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎  22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

◆カンジョウナワ行事のヒミツ
　市民活動団体の活動内容をパネルにし、
展示します。ぜひご覧いただき、応援した
い団体へ投票してください。投票は展示
会場、または市ホームページからできます。投票し
た人の中から抽選で地域の特産品を贈呈します。
【とき・ところ】
◦ 10 月１日㈮～ 15日㈮
　南山城村文化会館（やまなみホール）
◦ 10 月１日㈮～ 11月 15日㈪　
　市民活動支援センター 交流スペース
◦ 10 月１日㈮～ 11月 15日㈪　山添村役場
◦ 10 月 16日㈯～ 29日㈮　笠置町産業振興会館
◦ 10 月 22日㈮～ 28日㈭
　ハイトピア伊賀 ５階展示ギャラリー
◦ 10 月 29日㈮～ 11月 12日㈮
　本庁舎 １階市民スペース
※国政選挙により日程が変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により施設が休館
になることがあります。

【投票対象者】　伊賀市、京都府笠置町、南山城村、奈
良県山添村に住所のある人
【問い合わせ】
　市民活動支援センター　☎22-1511　℻  22-0317

◆N-1グランプリinいが 2021パネル展

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村
　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。

Ｑ．現在の「笠置大橋」は何代目？
Ａ．③４代目
　それまで南北間は渡し船で移動していましたが、
明治 45年、初めて笠置橋（捲きあげ式）を架橋し
ました。大正４年３月、水害により流失したため、
２代目に架け替えましたが、大正６年、出水により
陥落したため、同７年、３代目の吊り橋に架け替え
ました。昭和 34年８月、４代目として、現「笠置
大橋」が完成しました。これまで何度も塗り替えが
行われ、直近では今年６月に塗り替えられました。
施工中の足場で覆われた姿は「笠置のマディソン郡
の橋」とも呼ばれました。

圏域クイズ　９月号の答え

伊賀市菖蒲池

山添村菅生

南山城村野殿

笠置町飛鳥路
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情報交流ひろば
となりまち　いが· こうか · かめやま

　３市の鉄道開業当初の面影を色濃く残す鉄道遺産
群を巡りませんか。
【と　き】　11 月６日㈯
　午前９時 30 分～午後２時 45 分（雨天決行）
※受付は午前９時～
【集合場所】　ＪＲ加太駅
【対象者】　伊賀市、甲賀市、
亀山市内に在住する小学生
以上の人
※小学生は保護者同伴
【定　員】　各市 10 人（申込者多数の場合は抽選）
【参加費】　1,500 円
※地元食材を使ったお弁当などを配付します。
【申込期限】　10 月 22 日㈮まで
【申込方法】
　亀山市産業振興課商工業・地域交通グループへ電
話でお申し込みください。☎ 0595-84-5049
※コースなど詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　交通政策課　☎ 22-9663

三重県伊賀市、滋賀県甲賀市、三重県亀山市の３市の魅力を体感できる「いこか」連携イベントを開催します。
参加して「いこか」の交流を深めよう！

○広聴広報課　☎ 22-9636　○甲賀市秘書広報課　☎ 0748-69-2101
○亀山市政策課広報秘書グループ　☎ 0595-84-5021 【いこか】の問い合わせ

いこかの鉄道遺産群を巡るウォーキング ３市境界の三国岳へいこか！トレイル
　３市の境界にある山々の自
然に親しみながら、登山を楽
しみませんか。
【と　き】　11 月７日㈰
　午前９時～午後３時
【登山場所】　油日岳（693m）、
三国岳（711m）
【集合場所】　余野公園駐車場
【対象者】
　伊賀市、甲賀市、亀山市内
に在住する 18歳から 70 歳未満の登山経験者で健
脚の人、体力に自信がある人
【定　員】　各市 10 人（申込者多数の場合は抽選）
【申込期限】　10 月 15 日㈮ まで
【申込方法】　観光戦略課へ直接または電話、E メー
ル（ kankou@city.iga.lg.jp）でお申し込みくだ
さい。
※氏名、住所、生年月日、電話番号が必要です。
【問い合わせ】　観光戦略課　☎ 22-9670

　伊賀線活性化協議会では、伊賀鉄道の駅の待合環境
を改善するため、伊賀白鳳高等学校工芸部の皆さんの
力を借りて、駅構内へのベンチ設置に取り組んでいま
す。工芸部の皆さんがデザイン、制作するベンチは、
みえ森と緑の県民税「森のやすらぎ空間整備事業」を
活用し、伊賀
産材を使って
作られます。
工芸部の皆さ
んの作品とい
えば、ハイト
ピア伊賀のベ
ンチや直売所
のラック、木製だんじりなど、木の風合いを生かした
素敵なものばかり。
　木製ベンチも今から楽しみですね。
【問い合わせ】
　交通政策課　☎ 22-9663　℻  22-9694

忍者線（伊賀線）だより

どんな木製ベンチになるのか楽しみ！

秋の特別展「こんなに楽しい四大絵巻物」
　『鳥獣戯画』をはじめとする四大絵巻物は、博
物館でも公開される機会はほとんどありません
が、美術品のコレクターでもあった画家の穐月明
は、四大絵巻物のレプリカを収集していました。
　本展では、そのレプリカの展示とともに、絵巻
物の見方、読み方を分かりやすく解説します。平
安時代の絵巻物の、現代の漫画やアニメに通じる
豊かな表現をご覧ください。
【と　き】　11月 12日㈮～ 12月 19日㈰
※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

だより

写真提供　伊賀白鳳高等学校工芸部

秋のイベント情報
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

　災いを及ぼす流行病や災害が地域に入っ
てこないように、村境などに大注

し
連
め
縄を掛

け渡す「カンジョウナワ」と呼ばれる行事
があります。伊賀地域や木津川沿川の地域に広がる
カンジョウナワ行事の歴史を学び、行事に込められ
た思いを考えませんか。
【と　き】　11月 20日㈯
　午後１時 30分～３時（開場：午後１時）
【ところ】
◦メイン会場：ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
○サブ会場：やまなみホール
　　　　　　（南山城村北大河原久保８）
　　　　　　山添村役場（山添村大西 151）
※Z

ズ ー ム
oomでオンライン配信あり

【講　師】　三重県総合博物館　福田　良彦さん
【定　員】
◦メイン会場：50人
○サブ会場：各 30人
※申込多数の場合は抽選し、結果を全員に通知します。
【申込期間】　10月８日㈮～ 29日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話番号・Eメール
を下記まで。市ホームページからも申し込めます。
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎  22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

◆カンジョウナワ行事のヒミツ
　市民活動団体の活動内容をパネルにし、
展示します。ぜひご覧いただき、応援した
い団体へ投票してください。投票は展示
会場、または市ホームページからできます。投票し
た人の中から抽選で地域の特産品を贈呈します。
【とき・ところ】
◦ 10 月１日㈮～ 15日㈮
　南山城村文化会館（やまなみホール）
◦ 10 月１日㈮～ 11月 15日㈪　
　市民活動支援センター 交流スペース
◦ 10 月１日㈮～ 11月 15日㈪　山添村役場
◦ 10 月 16日㈯～ 29日㈮　笠置町産業振興会館
◦ 10 月 22日㈮～ 28日㈭
　ハイトピア伊賀 ５階展示ギャラリー
◦ 10 月 29日㈮～ 11月 12日㈮
　本庁舎 １階市民スペース
※国政選挙により日程が変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により施設が休館
になることがあります。

【投票対象者】　伊賀市、京都府笠置町、南山城村、奈
良県山添村に住所のある人
【問い合わせ】
　市民活動支援センター　☎22-1511　℻  22-0317

◆N-1グランプリinいが 2021パネル展

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村
　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。

Ｑ．現在の「笠置大橋」は何代目？
Ａ．③４代目
　それまで南北間は渡し船で移動していましたが、
明治 45年、初めて笠置橋（捲きあげ式）を架橋し
ました。大正４年３月、水害により流失したため、
２代目に架け替えましたが、大正６年、出水により
陥落したため、同７年、３代目の吊り橋に架け替え
ました。昭和 34年８月、４代目として、現「笠置
大橋」が完成しました。これまで何度も塗り替えが
行われ、直近では今年６月に塗り替えられました。
施工中の足場で覆われた姿は「笠置のマディソン郡
の橋」とも呼ばれました。

圏域クイズ　９月号の答え

伊賀市菖蒲池

山添村菅生

南山城村野殿

笠置町飛鳥路
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