
情報交流ひろば
となりまち　いが· こうか · かめやま

　110 番通報は、事件や事故が発生し、警察官に一
刻も早く現場に来てほしいときに使う緊急通報の専用
電話です。三重県内のどこの場所からでも警察本部の
110番センターにつながります。
　通報するときは、落ち着いて次のことを話してくだ
さい。
　　○何が　○どこで　○いつ　○犯人は
　　○あなたの名前・住所・電話番号
　自動車や自転車を運転中の通報は大変危険です。安
全な場所に停車してから 110番通報してください。
　なお、急を要さないご相談やお問い合わせは下記ま
でご連絡ください。
【問い合わせ】
○伊賀警察署　☎ 21-0110
○名張警察署　☎ 62-0110
○警察安全相談電話　♯ 9110（059-224-9110）

緊急通報 110 番

伊賀警察署だより

　皆さんは今年の目標や抱負を決めましたか。2020
年の夏に「コロナに負けない公共交通事業者への応援
メッセージ」を募集したところ、当時８才のお子さん
から「いつも、僕たちのために一生懸命働いてくれて
ありがとう。僕の目標はバスで青山町駅に行って、電
車に乗っておばあ
ちゃんの家に行く
ことです。」とい
うメッセージをい
ただきました。
　応援メッセージ
をくれた皆さんに
お届けした公共交通利用券（I

イ コ カ
COCAカードを除く。）

の有効期限は３月末までです。ぜひ日々のお出かけに
利用してください。皆さんも、今年は“１回でも公共
交通を利用する年”にしてくださいね。
【問い合わせ】
　交通政策課　☎ 22-9663　℻  22-9694

今年は“1 回でも公共交通を利用する年”

公共交通を利用しましょう

　11月６日㈯、鉄道開業当初の面影を色濃く残す
３市の鉄道遺産群を巡るウォーキングイベントを開
催し、21人が参加しました。
　参加者は、３市をつなぐ鉄道に乗り、各市の鉄道

遺産を見て回ったり、昼
食には３市の地元食材な
どを使ったオリジナルの
「いこか弁当」を食べた
りと、楽しい時間を過ご
しました。

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した！

○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
　11月７日㈰、登山を楽しみながら、山々の自然
に親しむため、３市の境界にある三国岳に登るトレ
イルイベントを開催し、３市から 32人が参加しま
した。

　参加者は、見晴らしの
良い景色が広がる油日岳
や三国岳の山頂で写真撮
影をするなど、澄み渡る
秋晴れの下の山登りを満
喫していました。

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。
　それぞれの地域がイチ押しのスポットなどを紹
介します。

切山区富士山信仰「富士垢離（ゴーリ）」
　富士山は、自然崇拝の対象として昔からあがめ
られてきました。修験者の末代を開祖とする村山
修験は、「富士山まで参詣せずとも、同じ得を得
ることができる」として、西国などで代理参拝が
行われました。
それが「富士垢
離」です。
　江戸時代に衰
退した村山修験
が、切山の地に
根づき、今もな
お受け継がれて
います。富士垢離は寒垢離と土用垢離の年２回、
浅間神社が合

ごう

祀
し

されている、切山地区の八幡宮境
内で行われます。
【問い合わせ】　笠置町総務財政課
　☎ 0743-95-2301

笠置町笠置町

　2010年に生産が始まった南山城紅茶。品種に
よって味わいが変わるのが特徴です。
○やぶきた…ストレートで飲みやすい甘み
○べにふうき…心地よい華やかな香りと渋み
　品種ごと、収穫時期で変わる特徴を、もみ加減
や発酵の時間など人の五感で調節する昔ながらの
製法で仕上げています。
○むらちゃパウンド
　「中窪製茶園」の“べ
にふうき”を使用。深い
コクと香り、ほのかな苦
みが特徴です。
【問い合わせ】　道の駅お茶の京都みなみやましろ村
　（京都府相楽郡南山城村北大河原小字殿田102）
　☎ 0743-93-1392
　営業時間　午前９時から午後６時（不定休）

花香房直売所（産直施設、花直売所）
　産直施設では、新鮮な野菜や綺麗な山水で育っ
たお米、季節の果物、特産品のお茶などを取り揃
えており、お餅やおこわなどの加工品もあります。
今年度から、山
添村の子どもた
ちが書いたお米
のポスターをラ
ベルに使って販
売しています。
　また、併設の
花直売所では、
豊富な種類の花や野菜の苗などを取り揃え、花作
りのプロが丁寧に育てた花は評判です。ぜひお立
ち寄りください。
【問い合わせ】　花香房直売所
　☎ 0743-85-0085（産直施設）
　☎ 0743-85-1187（花直売所）

山添村山添村

道の駅お茶の京都みなみやましろ村
宇治茶の里で作られた「南山城紅茶」

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
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