芭蕉翁記念館だより
元禄７年９月、芭蕉は伊賀上野を出て大坂に向
かう途中で奈良に１泊します。その際、猿沢池の
ほとりを吟行し詠んだ句を紹介します。
なくしりごえ
びいと啼尻声かなし夜の鹿
雌鹿を求めて鳴く雄鹿の声は、もの悲しさを感
じさせるものとして、
『万葉集』の時代から盛んに
和歌に詠まれてきましたが、この句のように鳴き
声そのものが表現されることはありませんでした。
芭蕉は、
「びい」という擬声語を用いて鳴き声を表
現することで、詠み尽くされてきた伝統的な素材
に、新しさを吹き込むことに成功しました。
◆企画展「俳句と食」開催中
９月 11 日㈰まで
（予定）
◆第 76 回芭蕉祭特別展「芭蕉を慕う人びと」
９月 16 日㈮〜 12 月 25 日㈰
【問い合わせ】
文化振興課 ☎ 22-9621 ℻ 22-9619
芭蕉翁記念館 ☎ 21-2219

伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）
定住自立圏ニュース

公共交通を利用しましょう
９月 20 日は「バスの日」
1903（明治 36）年９月 20 日、京都で乗り合い自
動車の運行が始まりまし
た。その後、９月 20 日
は「バスの日」として親
しまれています。

伊賀市

笠置町

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、

市では 10 月 10 日ま
で公共交通機関利用促進
期間を設け、期間中の鉄

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

道やバスなどの利用を呼
びかけています。通勤・
通学・出張・旅行などに
積極的に利用しましょう。

市内のバスは車内の換
気や消毒を徹底していま
公共交通機関利用促進期間
すので、マスク着用など 10/10 まで実施中 !!
の対策をして、ぜひバスでお出かけください。
【問い合わせ】 交通政策課
☎ 22-9663 ℻ 22-9694

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。

定住自立圏域
南山城村
[京都府]

伊賀市

情報交流ひろば

となりまち

いが · こうか · かめやま

甲賀市
かんりんせいよう

忍術書「間林清陽」発見
ばんせんしゅうかい

忍術書「万川集海」のルーツとされる書「間
林清陽」が甲賀市内にある神社の蔵の中から発
見されました。
今回発見された書物
は、江戸中期に作成さ
れたと考えられ、表題
には「軍法間林清陽巻
中」とあり、他にも上
下巻が存在すると推定
▲見つかった「間林清陽」の表紙
されます。
甲賀市では、この忍
術書の複製品と、書物
に記載されている「忍
器」や「忍具」を再現
し、甲賀流リアル忍者 ▲「犬に吠えさせないようにする術」
など約 50 カ条が書かれています。
館で展示します。
【と き】 ９月 10 日㈯〜 ※月曜日休館
【ところ】 甲賀流リアル忍者館
（甲賀市甲南町竜法師 600） ※入館無料
【問い合わせ】 甲賀市観光企画推進課
☎ 0748-69-2190
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笠置町

[京都府]

亀山市
亀山７座トレイル
～登りたい山が、ここにある～
亀山市では、鈴鹿川等源流域における市域を代
表する７つの山々をつなぐ「亀山７座トレイル」
のトレッキングコースを整備し、地域資源を生か
した観光政策を推進しています。
市ホームページ（公式 YouTube サイト）では、
「亀山７座トレイル」の山々の特徴や眺望などを
紹介するショートムービーを制作し、その魅力を
発信しています。ぜひ動画をご覧いただき、「亀
山７座トレイ
ル」の自然に
実 際 に 触 れ、
美しい風景を
お楽しみくだ
さい。
ユ ー チ ュ ー ブ

亀山7座トレイル

最新情報

[三重県]

検索

【問い合わせ】
亀山市商工観光課観光・地域ブランドグループ
☎ 0595-84-5074

山添村

[奈良県]

笠置町

山添村

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

南山城村
スポーツ少年団の交流・連携
以前から交流のあっ
た、 伊 賀 市 の 緑 ル ー
キーズと南山城村
の南山城アースが今
年 度エムイーアール
から１
つのチー
ベ ー ス ボ ー ル
ER
B
ASEBALL
ム「M
ク ラ ブ
CLUB」となり、生涯スポーツの推進と交流を始
めています。互いに練習場所や活動場所を行き来
し、試合は主に伊賀市内の大会に参加するなど、
伊賀市の他チームとも交流を深めています。南山
城村の人数では野球チームの維持が厳しい状況で
したが、この定住自立圏で新たな仲間づくりや交
流ができるようになり、子どもたちのスポーツ活
動をより活発に行うことができています。
【問い合わせ】 南山城村総務財政課
☎ 0743-93-0102

山添村
おう けつ

自然が作り出した芸術「甌穴」
布目川の最下流
地、木津川との合流
付近に「甌穴」と呼
ばれている、自然が
作りだした不思議な
穴があります。
甌穴は河床のくぼ
みに入った小石や岩石の破片が、渦流によって回
転しながら岩盤に掘った丸い穴で、この辺りの河
床に広がっている非常に堅い花崗岩にできた甌穴
は珍しく、穴ができるまでには数十万年から数
百万年かかるとも推測されています。
正に長い年月をかけて作られた自然の造形美と
も言えるでしょう。
【問い合わせ】 笠置町商工観光課
☎ 0743-95-2327

こう の やま

神野山ツツジのひろば復活プロジェクト 第１回植栽会
もゆるおもひ 〜あなたの思いを咲かせませんか？〜
フォレストパーク神野山のヤマツツジは、令和
３年３月の火災で約 1,000 株が燃えてしまいま
した。神野山のヤマツツジを再生するため、山頂
付近にヤマツツジを植栽するイベントを開催しま
す。ぜひご参加ください。
【と き】 10 月 15 日㈯
午前 10 時 30 分〜正午ごろ
※雨天時は 10 月 22 日㈯に順延
【ところ】 神野山山頂付近
（山添村大字伏拝）
【定 員】 先着 40 人程度
※中学生以下保護者同伴
【申込期限】 ９月 30 日㈮
【申込先・問い合わせ】
山添村総合政策課 ☎ 0743-85-0040
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