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えっくすくんわくわく
シャーペン

「三重大X」
をよりよくするために、
ぜひアンケートにご協力をお願いします。平成28年10
月31日
（月）
（当日消印有効）
までにアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で5名
に「三重大学ブランド商品詰め合わせ
（三重大学カレー2箱、三重大学魚醤「鮭びしお」1
本、
チェンミ・コーヒー1箱、三重大学学長飴1袋）」
を、50名に「えっくすくんわくわくシャーペ
ン」
をお送りします。
どしどしお寄せください。＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
→「三重大学ブランド商品詰め合わせ」、
「えっくすくんわくわくシャーペン」
をご希望の方は、
巻末の綴じ込みはがきにご感想等必要事項をご記入の上ご投函ください。

三重大学ブランド商品詰め合わせ

１０月入学生募集！

教養は、

伊
勢
鉄
道

伊賀市

TEL 059-231-9789／FAX 059-231-9000
ホームページ http://www.mie-u.ac.jp/
＊ご意見をお寄せください。
E-mail koho@ab.mie-u.ac.jp

津

● 広 告 掲 載 のご 依 頼 ●

近鉄名
古屋線

● 本誌お問い合わせ先 ● 〒514-8507 津市栗真町屋町1577
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八町

三重大学企画総務部総務チーム広報室

伊勢別街道

片田

伊賀街道

奈良街道
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津市

五百野

▶五百野道標

〒514-0061 津市一身田上津部田1234（三重県総合文化センター内）
TEL 059-233-1170

Facebook

三重県津市一身田平野182-60 〒514-0111
TEL059-232-3559 FAX059-232-0506 E-mail : artopia@ztv.ne.jp

▶犬塚地蔵

www.ouj.ac.jp
0120-864-600

有限会社 アートピア

道
伊勢自動車

検索

●ポスター、DM、
チラシ等の企画・制作

北長野

放送大学

資料請求専用フリーダイヤル

●会社案内等各種パンフレット ●キャラクター

上野

長野峠

インターネットで資料請求・出願ができます!

▶道路開鑿記念碑

※2回募集では、
印刷教材の到着時期等が第1回募集と異なりますので、
相違点等を
学生募集要項・ホームページでご確認ください。

●ロゴタイプ・シンボルマーク

火除け土手跡

第1回募集 平成28年6月15日
（水）
〜8月31日
（水）
第2回募集 平成28年9月 1 日
（木）
〜9月20日
（火）

▶北長野

エネルギーだ。

テレビ・ラジオ・インターネットで学べます。
1科目
（2単位）11,000円
（教材費を含む）
から。
入学試験はありません。
（大学院博士全科生、
修士全科生を除く。）
キャリアアップ
（現職教員・看護師・准看護師の方）
や資格取得、
生涯学習など
目的に応じた学び方ができます。

出願機関

抽選で
50名様

吉村 利男

抽選で
5名様

産学官連携アドバイザー
社会連携研究センター
︵社会連携特任教授︶

三重大学オリジナルグッズをもらおう！
！

津と伊賀上野を結ぶ本街道は︑古くから重要なものとし
て整備され︑それは今に続いています︒明治九年︵一八七六︶
の
﹃三重県治概表﹄
で
﹁伊賀街道﹂
の呼称と区間が明記され︑
大正九年︵一九二〇︶施行の旧道路法では県道﹁津奈良線﹂
となり︑現在は一般国道一六三号の一部です︒
本街道は津の町中心部から八町通りに出ます︒そこには
﹃倭訓栞﹄や﹃日本書紀通証﹄
の著作で有名な国学者谷川士
清の旧宅︵史跡︶が所在し︑整備されて一般公開がなされて
います︒また︑同じ公開施設に片田貯水池麓の水道資料館
があります︒津市は県内いち早く上水道を敷設したことで
知 られ︑写 真の水 道 資 料 別 館は大 正 十 五 年 建 設の貯 水 池
管理事務所で︑当時の様相がうかがえます︒

アンケートに答えて…

水 道 資 料 館 南 側の吹 上 坂は本 街 道の難 所の一つでした︒地

今回、
「突撃！三重大生の就職先！
！」の編集に参加
しました。お電話やメールでの取材でしたが、幅広い、
色々な分野で、活躍されている三重大ＯＢ・ＯＧの若々
しいパワーを感じとることができました。
（北の大地）

元民が明治十年代に開鑿工事を行い︑同二十五年に坂を登っ

無趣味な方ですが、凝り出してしまい気づけば幾つか
小さな趣味ができ、
日々の時間がより一層加速していま
す。変わったところでいえば「紅茶の入れ方」。
また
「動物
カフェ巡り」の中でも今は
「フクロウ」の虜です。
（nico）

た五百野に完成記念碑を立てています︒なお︑五百野は本街道

グルメマップ、
お楽しみいただけましたか？お食事を楽し
むスポットを紹介しています。授業の合間に、
グルメマップ
を片手にキャンパスを散策してみては？コーヒーをテイクア
ウトして、海岸でのコーヒーブレイクもいいですね。
（rosa）

と奈良街道の合流地点で︑伊賀からの旅人を導く﹁右さんくう

この度の特別企画は企業の皆様方から多大なご協力をいた
だきました。読者の方へ、社会の荒波に揉まれながらも頑張る、
三重大卒業生の若いパワーが伝われば幸いです。写真は東京
の忍者展です。こちらも是非よろしくお願いします。
（sumi）

左津 道﹂と刻んだ自然石の道標も見られます︒

今回の特集にたくさんの企業の方にご協力いただ
きました。三重大卒業生からのフレッシュなメッセージ
が寄せられる度に、仕事に取組む 熱意 を分けてもら
いました！私も負けてられない(o ̀ω´)o
（きゃろらいん）

私たちの
仲間を紹介
するよ！

いつも
ご愛読
ありがとう
ございます！

北長野は古くからの宿場で︑街道を挟んで
火除け土手がありましたが︑今は北側の石垣
が一部 残 存 するのみです︒次に長 野 峠に向 け
山道を登ると︑平成二十年︵二〇〇八︶開通の
新長野トンネル入口南側の旧道沿いに﹁犬塚
地 蔵﹂の御 堂が建てられています︒誤って切っ
た犬の首が大蛇から飼い主の侍を守ったとい
う話が伝わっています︒
この犬 塚 地 蔵 からは長 野 峠に向 かう 古 道
があり︑峠近くには明治十八年と昭和十四年
︵一九三九︶完成の二本の隧道︵トンネル︶
が残
存します︒現 在はいずれも閉 鎖されています
が︑特に明 治の隧 道は切 石で築 造 され︑長い
歴史を感じさせます︒

今回のえっくすのテーマは「就職」です。たくさんの企業の
方々にご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。国内外
で活躍する本学卒業生の方々の今後のご活躍を祈念してお
ります。広報室も負けずに全力投球で頑張ります！
（ともぞー）

明治の隧道

梅雨が明けいよいよ夏の到来だ。太陽と共に鳴き
だす蝉たちの生きる力強さ、
夕闇と共に鳴きだす草虫
たちの清涼感。夏だけが醸し出せる音や風のなかに身
を委ね、暑さの中に移り変わる季節を感じる。
（GTO）

歴史街道シリーズ

後 記

Series●

伊賀街道 津〜長野峠

集

水道資料別館▶

▶長野峠

編

歴史街道シリーズ／

▶谷川士清旧宅

●Information ／編集後記

伊勢湾

伊勢街道
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