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22.8.31 現在

１０月４日(月)午後２時より
公民館において
岡昭二・中井洸一

上野西部

上田宗久・百上真奈・森
各議員により開催され

ました。「平成２２年第５回伊賀市議会(定
例会 )提出議案 及び 議決結果」につい て と
「平成２２年第５回伊賀市議会(定例会)請
願議決結果」について報告がありました。
つづいて質疑応答に入り、
“ 地域医療体制維
持”“議会報告会のあり方”“予算関連”等
意見要望がありました。木津川市の議員８
名の方々が視察に訪れました。

上野西部地区戦没者慰霊祭
９月２６日(日)
於い て

午前１０時よりうえの菅原神社鎮霊社に

遺族 会や 来 賓の 方々 と上 野西 部 地区 各町 自治 会長

ご参列の元厳粛に執り行われました。

共同募金は、皆様から寄付していただいたお金が、それぞ
れの市や町の福祉の為に使われます。
１２月３１日(金)
す。

１０月１日(金)～

各自治会を通じてお願いにあがりま

上野天神祭 西町楼車水引幕新調
西町の楼車を飾る水 引幕は、江戸時代後期（19 世紀前半頃）に製 作さ
れたものと考えられ、 金唐革の縁裂の額で囲 まれています。水引幕 の下
には二番水引幕が取り 付けられ、金襴を使っ て毘沙門亀甲梅鉢文が 表現
されており、周囲を緞 子 に牡丹唐草文が施され た縁裂で囲まれていま す。
水引幕と二番水引幕は 楼車の四方を囲んでお り、特に前面の幕の損 傷が甚だしいことから 、こ の
まま使用を続けていく と飾り幕としての表情 がなくなり、幕が使え な くなる恐れがあること から、
国指定重要無形民俗文 化財 上野天神祭のダ ンジリ行事伝承活用 民俗文化財伝承・活用 等事 業
として平成 20 年度か ら 21 年度にかけて西町 楼車水引幕新調事業を 行いました。
この事業は、文化庁 な らびに三重県・伊賀 市
の補助と指導を受け 、 株式会社龍村美術織 物 に
制作を委託して、平成 22 年 3 月に完成いたし ま
した。 事業を進め る にあたっては、上野 天 神
祭復元修理事業等審 議 会を組織し、指導・ 助 言
を得て、実施しまし た 。初めに基本的な事 項 に
ついて検討したうえ で 、図案による検討、 試 作
による検討を進め、 さ らに監修会議を開催 し て
事業を進めました。
２．原幕の調査
（１）製作年代 江 戸時 代後期（19 世紀前半 頃）
（２）品種 刺繍幕
（３）図柄 蘭亭曲水 の宴
中国の書家である王 義之が書いた草稿に「 蘭亭变」があり 、それ によると永和 9 年（ 353）の 3
月 3 日、蘭亭（現在の 浙江省紹興市にあった 別荘の名前）に 41 人の 文人を集めて流水曲水 の宴 を
開いたことが記されて います。曲水の宴とは 曲がりくねったわずか な幅のせせらぎに、上 流よ り
紹興酒の入った杯が自 分の前に流れてきた時 、漢詩一詩ができてい なかったら、罰として 酒杯 を
飲み干すという風流な 歌会のことです。日本 でも古来より宮中を中 心に行われ、現在でも 太宰 府
天満宮（福岡県）や上 賀茂神社（京都市）で 開催されています。
（４）調査結果
水引幕は茣蓙・橋・ 木の陰・着物・建物の 柱・履物・髪の毛を全 面補修していました。 岩は 縫
いで刺繍を止めていま すが、松の幹や桃の枝 のように刺繍が欠落し ている箇所もありまし た。
二番水引幕は天地が 逆転し、本来の中心が ずれて止められていま した。

(西町楼車水引幕新調事業報告書より抜粋)

１０月１０日西町集議所にて 市長や
関係者・西部地区各自治会長等来賓を迎
えて披露報告会が行われケーブルテレビ
などで報道されました。

上野西部地区住民自治協議会

開会式

会長挨拶
第１５回西部グラウンドゴルフ大会
１０月３日 グラウンドゴルフ大会を開催しました。
曇り空の中 崇広中学グランドにて 元青年男女が日
ごろの腕前を競いました。競技中には皆さんの熱気で雨
が降りませんでしたが 終了後降り出し表彰式があわ
ただしく残念でした。
成績は次の通りでした。 敬称略

優

勝

準優勝
第三位

奈良公園

春日神社

男子の部

大浦安一

女子の部

谷本淑子

男子の部
女子の部
男子の部
女子の部

島崎
石黒
山村
善田

光俊
正子
俊夫
つね

＆ 平城宮跡 (観光ではありません)
詳しくはチラシで

お知らせ
９月２５日に行われた｢上野城薪能｣に 日本テレビ《遠くへ行きたい》の番組取材が有り
上野城薪能の当日の様子が放映されることになりました。放送日は１０月２４日(日)読売テ
レビ午前７時３０分からの予定です。ご覧ください。

よい食生活をすすめるための集い

第２８回料理教室

にんじん西部

９月２２日(水)ふれあいプラザ調理室で
２５名の参加にて開催されました。
今回のメニュー
① 鶏肉と野菜のデミソース煮込み
② かぼちゃの中華風サラダ
③ スキムミルク入りかき玉汁
④ フルーツあんみつ
⑤ ご飯 お漬物

レシピ・作り方は上野西部公民館にあります、ご入用の方はお申し出ください。

１０月１１日
１２日の両日
ふれあいプラ
ザにて当館に
て活動の俳画
サークルの俳
画展が行われ
日頃の活動成
果を発表され
ました。毎年
芭焦祭に協賛
しておこなわ
れています。

地上デジタル放送に関する商法・不要な着物は無いかと持ちかける等の貴金属の不当買
取搾取訪問等 消費者トラブルが発生しています 注意してください。
ハッキリ断る その場で即決しない 部屋に入れない

