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甲賀市甲賀市

　観光イン
フ ォ メ ー
ションセン
ター甲賀流
リアル忍者
館 は、11
月でオープ
ン１周年を
迎えます。１周年を記念し、毎週土曜日に各種イ
ベントを開催します。
○ 11月６日㈯　第 13回甲賀流忍者検定
○ 11月 13日㈯　甲賀流ちびっこ忍者教室
○ 11月 20日㈯　N

ニ ン ジ ャ

INJA T
ト レ ー ナ ー

RAINER A
ア ー ケ ー ド

RCADE大会
○ 11月 27 日㈯　戦国に笑うキャンペーン F

ファイナル

inal
　　　　　　　「墨絵師御

お

歌
か

頭
ず

ライブ」
　各イベントについて、詳しくは専用
ウェブサイトをご覧ください。
【問い合わせ】
　甲賀市観光企画推進課
　☎  0748-69-2190　℻  0748-63-4087

甲賀流リアル忍者館１周年記念月間
～ 11月は『リアル忍者館』へ！～

亀山市亀山市
第20 回亀山青空お茶まつりフォトコンテスト

受賞作品の展示
　茶畑のある風景
の魅力を広く発信
するため、「中の
山パイロット茶
畑」を題材とする
亀山青空お茶まつ
りフォトコンテス
トが本年度も開催
されました。コンテストの受賞作品を展示します。
亀山市ならではの茶畑の壮大な景色や鮮やかな緑
などを、ぜひご覧ください。
【と　き】　11月４日㈭～ 19日㈮
　午前９時～午後４時 30分
　（土・日曜日、祝日を除く。）
【ところ】　三重茶農協直売所　茶

ちゃ
気
き
茶
ちゃ
気
き

　（亀山市御幸町 174-6）
【問い合わせ】
　亀山青空お茶まつり実行委員会事務局
　（三重茶農業協同組合内）
　☎  090-8549-0307

芭蕉翁記念館だより

　こがらし 1号が吹くと、いよいよ冬本番です。

　　こがらしや頬
ほほ

腫
ばれ

痛む人の顔

　「木枯らしが吹きすさぶ寒空に、腫れた頬をか
ばいながら道をゆく人の顔は、何とも痛々しい」
という芭蕉さんの俳句です。ユーモラスでありな
がら、目に見えない「こがらし」を確かに捉えた
一句と言えます。この「頬腫」の原因については、
流行性耳下腺炎（おたふく風邪）か歯痛か、研究
者の間で意見が分かれています。みなさんは、ど
ちらだと思いますか。
♦第 75回芭蕉祭特別展「芭蕉～人を旅する～」開催中
　12月 26日㈰まで
○ギャラリートーク
　11月７日㈰・12月５日㈰
※いずれも午後１時 30分～
【問い合わせ】
○文化交流課　☎ 22-9621　℻   22-9619
○芭蕉翁記念館　☎ 21-2219

　行政バスなどを除く市内のバス路線は 10 路線あ
り、そのほとんどが忍者市（上野市）駅を中心に各方
面へのネットワークを形成しています。そのうち、交
通事業者による営業路線バスは半数の５路線だけで
す。残りの５路線は、採算がとれず事業者が撤退した
路線を、市が経費を負担して運行している「廃止代

だい
替
たい

バス」です。しかし、これらの営業路線バスや廃止代
替バスの利用者は年々減っていて、将来に渡る維持存
続が大変厳しい状況です。
　大切な交通手段である路線バスをこの先も残せるか
どうかは、皆さんの「使って残す」という行動にかかっ
ています。
【市内のバス 10路線】

【問い合わせ】
　交通政策課　☎ 22-9663　℻  22-9694

路線バスの現状をお伝えします

公共交通を利用しましょう

運行類型 路　線　名
営業路線バス 上野名張線、上野山添線、阿波線、玉滝線、桐が丘線
廃止代替バス 月瀬線、諏訪・予野線、西山・島ヶ原線、柘植線、友生線

亀山市長賞　西村幸子「新緑の中の山」

圏域ニュース

～第２期伊賀・山城南・東大和定住自立圏
共生ビジョン（中間案）～

～三重大学伊賀連携フィールド
忍者・忍術学講座「忍者の多様性」～

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

　三重大学伊賀サテライ
ト伊賀連携フィールド
（三重大学人文学部・伊
賀市・上野商工会議所）
では、忍者・忍術学講座
2021 年度後期講座を三
重大学国際忍者研究セン
ター公式 Y

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube チャ

ンネルで配信しています。
　また、このチャンネル
では、「2021 年度前期
講座」、「三重大学大学院
で忍者学を勉強してみた
シリーズ」など、さまざ
まな動画も視聴できま
す。ぜひご覧ください。

【配信開始日】　11月 27日㈯
【内　容】
○演題：甲賀の坊人と薬業　甲賀に薬業を育んだ江戸
　　　　時代の里修験について
○講師：生産開発科学研究所　室長　眞岡　孝至さん

【配信開始日】　12月 25日㈯
【内　容】
○演題：吾妻衆　真田忍者～上州を駆けた古今無双の
　　　　勇士たち～
○講師：中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」館長
　　　　山口　通喜さん

【配信開始日】　令和４年１月 29日㈯
【内　容】
○演題：忍者の使う金属
○講師：三重大学大学院工学研究科　助教
　　　　馬場　創太郎さん

【問い合わせ】　三重大学国際忍者研究センター
　☎ 51-7154

【提出先・問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

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。

　伊賀城和定住自立圏では、圏域の将来像や具体的な
連携事業をまとめた「共生ビジョン」に基づき、４市
町村でさまざまな事業に取り組んでいます。現共生ビ
ジョンの計画期間は令和３年度で終了することから、
現在、令和４年度から令和８年度までを計画期間とす
る次期共生ビジョンの策定を進めています。次期共生
ビジョンでも４市町村が連携して、魅力ある圏域をめ
ざし、取り組みを推進します。
　今回、第２期伊賀・山城南・東大和定住自立圏共生
ビジョンの中間案を取りまとめましたので、皆さんの
ご意見を募集します。
【閲覧場所】
○総合政策課
○各支所振興課
○各地区市民センター
○市ホームページ
○笠置町総務財政課
○南山城村企画政策課
○山添村地域振興課
【提出方法】
　住所、氏名、電話番号、件名「第２期伊賀・山城南・
東大和定住自立圏共生ビジョン」、該当箇所とそれに
対する意見を明記の上、持参、郵送、ファックス、ま
たは電子メールで提出。持参の場合は、各支所振興課、
各町村担当窓口でも受け付けます。
　また、ウェブフォームからも提出できます。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。
※提出いただいたご意見は、ビジョン策定の参考とし、
市ホームページなどで公表します。
※個別の回答は行いません。また、提出いただいた意
見は返却しません。

【提出期限】　11月 22日㈪
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