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　平成29年NHK大河ドラマの主役、井伊直虎が
熱い注目を集めています。井伊家と言えば彦根藩
主として有名ですが、これまであまり知られていな
かった浜松とのつながりに関心が高まっています。
今回は、井伊家はじまりの地、井伊谷（いいのや）で
直虎ゆかりの場所を訪れました。
　直虎が育った井伊谷は浜名湖北東の引佐地区
にあります。里山から流れ出る清らかな水に恵まれ
たため、古来「井の国（水の国）」と呼ばれ、水や井
戸にまつわる伝説などが数多く残されています。「井
伊共保（ともやす）出生の井戸」もその伝説の一つ。

約千年前にこの井戸から井伊家初代共保が生まれ
たとされ、井伊家の象徴的な場所となっています。井
伊家に生まれた子どもは代々、この井戸の水を産湯
にしたとのこと。井伊家当主の姫として生まれた直虎
も産湯に浸かった一人かもしれません。
　直虎の生涯に大きく関わる龍潭寺（りょうたんじ）は、
遠州の古刹（こさつ）として知られる、井伊家の菩提
寺です。戦乱の世で婚約者の消息が不明となった
直虎は出家し、「次郎法師」と名を変え、ここで修行
に励みました。龍潭寺の住職・南渓（なんけい）和尚
は、井伊家お家断絶の危機に直虎を女城主として

仕立てた井伊家再興の影の立役者でもありました。
境内には井伊家歴代の墓をはじめ、井伊家の当主
が過ごした書院などがあり、往時の名残を感じること
ができます。
　直虎が女城主として過ごした井伊谷城は、現在は城
山公園となり、ほとんど形跡は残っていませんが、城址
のある丘陵に登れば当時の領地を望むことができます。
そこに生き、そこで時代を築いた人たちが、何を考え、ど
う行動していたのか。一人の人物にスポットを当てて町
を歩いてみると、また新鮮な気持ちで楽しめるもの。自分
だけの直虎像を探しに、井の国へ出かけてみませんか。

　龍潭寺の書院から眺める「遥拝（ようはい）の庭」。
庭園は作庭家小堀遠州作で国指定名勝。奥に見え
る御霊屋（おたまや）には井伊家代々の位牌が祀ら
れている。　御霊屋の屋根に刻まれた井伊家の旗
印と家紋、「井桁」と「橘の花」。境内の至る所で目に
することができる。　境内には始祖（しそ）である共保
から直政まで井伊家歴代の墓所がある。直虎の墓は
元婚約者・直親の墓と隣り合わせで静かにたたずん
でいる。　　井伊家初代の共保が誕生したとの伝
説が伝わる「井伊共保出生の井戸」。龍潭寺山門の
南にある田園の中、白壁に囲まれた敷地内にある。
初代出生の伝承から、井伊家の旗印は井桁となり、
井戸の傍らに咲いていた橘の花が家紋となった。
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大河ドラマを楽しもう

サイクリングもおすすめ直虎の「花押（かおう）」

●案内してくださった方
　奥浜名湖観光協会
　新海公仁子さん

「みをつくし文化センター」内ホールに設けられる
ドラマの世界観を感じられる展示施設。
平成29年1月15日午後1時から
平成30年1月14日まで開館
気賀駅から徒歩1分

■奥浜名湖観光協会
天竜浜名湖鉄道 気賀駅構内
TEL：053-522-4720

蜂前神社蔵・浜松市博物館委託
「関口氏経井伊直虎連署判物」

レンタサイクル
「ゆ～りん気賀駅（ターミナル）」
料金（1日）大人500円、小学生以下300円
※保証料1,000円
（同ターミナルに自転車を返却の場合は保証料返金）

おんな城主直虎 大河ドラマ館

直虎の花押が記
された唯一の古
文書。「花押」は
簡略化したサイン
のことで、身分の
ある男性が用い
るものだった。直
虎が男性として振
る舞っていた証と
なる史料。

直虎ゆかりの地・井の国では、遺跡や寺社めぐり、
新たな名物探しなど、散策の楽しみもいろいろ。
少し離れた場所へはレンタサイクルでの移動もおすすめです。
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取材協力

直虎の死後、虎松は元服し井伊直政と名乗り、
徳川四天王と呼ばれるまでに出世する。

直虎は井伊谷城の城主となり虎松を守りながら、
困難に立ち向かう。虎松を徳川家康に引き合わせ、
出世を見守る。

直虎の父や叔父らが相次ぎ戦死。直親も殺害され、
井伊家男子は幼い虎松一人に。土地と血筋を守る
ために虎松の後見人として「井伊直虎」と名乗る。

約十年後、帰郷した亀之丞は井伊家の養子となり
名を直親と改め、家臣の娘と結婚。井伊家の跡継ぎ・
虎松が生まれる。

戦国時代の混乱の中、婚約者の亀之丞が信州へ亡命。
婚約者の生死が不明となり、直虎は他の誰とも結婚
せず、幼くして出家し「次郎法師」となる。

井伊家当主の姫様、一人娘として生まれる。
※昔の女性の名は系図に残らないため、直虎の幼少
　名や生年月日は不明。
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～女にこそあれ、
　井伊家総領に生まれ候～

直虎にちなんだお料理やお菓子が続々登場。
グルメも一緒にお楽しみください。

「湖北の守り」膳 いい！直虎（゙なおドラ）
直虎をイメージした焼印がある蒸しどら焼き。
味は黒糖、抹茶、
プレーンの3種類。
（1個150円）
内山製菓
TEL：053-542-0152
定休日：木曜

渭伊神社+天白磐座遺跡
井戸や井水を祭祀対象とした
神社で井伊家発祥とともに氏
神となった。本殿背後の丘に
高さ7mに及ぶ古墳時代の巨
石祭祀の遺跡もある。

井伊谷宮（いいのやぐう）

井伊谷城址（いいのやじょうし）
丘陵に築かれた井伊家の居
城跡。現在は公園として整備
され、土塁（防御のための盛土）
などの遺構が見学できる。

妙雲寺（みょううんじ）
直虎の菩提寺の一つ。最近に
なって直虎と南渓和尚の位牌
が見つかった。

南北朝時代に井伊家と共に奮
闘した宗良親王を祀る神社。
直虎の絵馬やお守りを販売。

龍潭寺（りょうたんじ）

出生の井戸

直虎グッズ いい！直虎゛

浜名湖

天竜浜名湖鉄道

新東名高速道路

浜松いなさIC

東名高速道路

東海道新幹線

菓子店が3軒、
みそまん通りとも呼ばれる

みそまん

早わかり！直虎はどうして女城主に？

直虎の名前にちなんでトラフグを使ったお膳。
遠州の海の幸、
山の幸を楽しめる。
※1週間前までに要予約。
竜ヶ岩洞食堂ふるさと
TEL：053-543-1155
定休日：火曜

浜松市の
新キャラクター登場

浜松市北区引佐町
井伊谷

気賀駅
金指駅

紅屋製菓 すぎやマット 内山製菓

『井伊家伝記』より
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※諸説あり

拝観料：大人500円 小中学生200円



職

おいしい食べ物や特産品、
文化や伝 統を守る職人さ
ん…知っているようで知ら
ない地元のいろんな「色」
にフォーカスするシリーズ。

今回は、皇室への献上柿
としても知られる
森町原産の治郎柿を
ご紹介します。

今から約170年前、森町の松本治郎さんが太
田川の川原で、柿の幼木を見つけて持ち帰り、
自宅に植えたのが始まりです。当時は『治郎さ
の柿・治郎柿』と呼ばれ、いつしか「次郎柿」と
表記されるようになりました。「森町柿部会」
では平成20年から「治郎柿」の呼称に統一。
3年前からは会員100軒で「日本一おいしい
治郎柿づくり」に取り組み、ブランド化を図っ
ています。※「次郎柿」と表記する地域も有。

森町生まれの治郎柿
柿は、大きく分けて甘柿と渋柿があり、甘柿の
代表的な品種が「次郎」と「富有」です。次郎柿
は、平らで四角く、平均糖度18度という甘さ
が特徴。果肉は堅めでカリッとした食感が人気
です。ヘタがしっかりしていて果実に隙間なく
ついていること、ふっくらとして色ツヤがいい
ことなどがおいしい柿を見分けるポイントで
す。

特徴と見分け方

原木は一度、火事で焼けてしまいますが、再び芽を出し果
実をつけるように。現在も「森町治郎柿原木保存会」をは
じめとする多くの方々に、大切に守り育てられている。

柿の栄養 健康効果
「柿が赤くなれば医者が青くなる」といわれる
ほど、柿はビタミンCをはじめ、ポリフェノール
やカリウム、カロテン、食物繊維などの健康成
分が豊富。コレステロール値を下げたり、免疫
力を向上させたり、美肌効果、二日酔いの予
防にも効果的だと言われています。

おいしい食べ方
そのまま生でいただくのはもちろん、天ぷら、
サラダ、柿酢など、多彩に楽しめます。

★詳細は森町商工会
　（TEL：0538-85-3126）へ
　お問い合わせください。★ここで買えます。

●村登屋（TEL：0538-85-2714）
●栄正堂（TEL:0538-85-2517）

【作り方】

★甘辛くておススメ！ 柿の天ぷら

●JA直売所（森の市、宮の市）  ●ことまち横丁（遠江國一宮 小國神社）
※治郎柿の収穫は10月末～11月頃。

1.柿は皮をむいて、１６等分
　（または８等分）にする。
2.果肉に切り込みを入れ、わさびを挟む。
3.天ぷら粉をからめて、油でカラッと揚げる。

森町のここで買えます！

★お話をうかがった人
　遠州中央農業協同組合
森町柿部会
部会長 大場篤さん

次郎柿ワイン
柿の風味を生かしたまろ
やかな飲み口が特徴で
女性にも好評です。（毎年
12月中旬より限定販売）

治郎柿の羊かん
治郎柿の風味と甘味をそ
のまま生かした羊かん。
（季節限定）

治 郎 柿を
使った商品

▶

この旗が出ている
柿農家さんでも
購入できます。



今回は…『元気がもらえる！私のパワースポット』をご紹介します。
あなたの街のJA職員が、こっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2016年10月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。
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◎次回は、JA職員おすすめの『身体があたたまる！
　あったかグルメが食べられるお店』をご紹介します。お楽しみに！

JA富士宮　遠藤はるかさんおすすめ
富士山本宮浅間大社

富士宮のパワースポットといえば、富士山本
宮浅間大社。良縁、家庭円満、子宝、安産等に
ご利益があるといわれ親しまれています。徳
川家康公寄進の神殿や楼門は鮮やかな朱色
で、格式高い雰囲気が感じられます。社殿の
右奥にある湧玉池は一番のパワースポット。
富士山の雪解け水が豊富に湧き出しており、
水が澄んでいて心が洗われます。

JA富士宮 本店 金融推進課 遠藤はるか

富士宮市宮町1-1 
TEL.0544-27-2002
開門時間 （11月～2月）6：00～19：00
http://www.fuji-hongu.or.jp/sengen/

JA遠州中央　寺田理紗さんおすすめ
西光寺

磐田市見付にある西光寺。ここは鎌倉時代
から続く由緒あるお寺です。願いを叶える日
限のお地蔵様は昔から有名ですが、境内を
覆う大クスとナギの木が恋愛成就と縁結び
のパワーがあるとテレビ等で紹介されてか
ら注目を集め、遠く県外からもお参りの方が
訪れています。拝観料もかからないので皆
さんもぜひ足を運んでみてください。

JA遠州中央 見付支店 寺田理紗

磐田市見付3353-1
TEL.0538-32-4216
開門時間 6：00～17：00
http://www.saikouji.pw/

徳川家康公ゆかりの中泉
御殿大手門など文化財の
宝庫でもあり、参拝者が絶
えないパワースポットです。

ＪＡみっかび　坪井咲さんおすすめ
トリトンマリンクラブ

浜松市三ヶ日町の奥浜名湖畔に位置するト
リトンマリンクラブでは、シーカヤックなど各
種マリンスポーツを体験することができま
す。夕焼けツアー・星空ツアーをはじめ魅力
的なツアーも各種取り揃えており、初心者・
家族連れでもＯＫです。奥浜名湖には無人
島や岩場など素晴らしい景観もあり、自然と
のひとときが楽しめます。

JAみっかび 都筑支所 坪井咲

浜松市北区三ヶ日町大崎62-3
TEL.053-526-7071
定休日：火曜日
http://www13.plala.or.jp/triton-m/

週末はここで仲間とＢＢＱ
をしながらマリンスポーツ
を楽しんでいます。日常の
喧騒を忘れさせてくれる
私のパワースポットです。

JAハイナン　渡仲菜月さんおすすめ
御前埼灯台

御前埼灯台は、曲線の水平線を望むことが
でき、中に入館することもできます。ぐるぐる
廻るらせん階段を昇っていくと、360度の
大パノラマが見下ろせます。遊歩道の途中
の「夕日と風が見えるん台」は恋人の聖地と
して有名。無料駐車場は5台しかないので、
海沿いの町営無料駐車場などに停めて灯台
まで歩くのがオススメです。

JAハイナン 榛原支店 渡仲菜月

御前崎市御前崎1581
TEL.0548-63-2550　参観時間 9：00～16：00　
定休日：悪天候時（年末年始参観可）
http：//www.omaezaki.gr.jp

全国にある浅間神社の総
本社です。浅間大社から
見える富士山は絶景！ぜひ
一度足を運んでみてくだ
さい。

岬周辺は御前崎ケープパ
ークという公園になって
います。恋人の聖地のシ
ンボル“潮騒の像”もぜひ
ご覧ください。



？
よくわかる！ふるさと納税
「ふるさと納税」ってどんな制度なの?その仕組みは?手続きは?

各自治体からもらえる謝礼品も人気となり、昨今ブームの「ふるさと納税」。
平成27年の税制改正から制度が使いやすくなったこともあり、
平成27年中の寄付金額は全国で1,650億円にものぼります。
ふるさと納税制度とはどんな制度なのか、どう使いやすくなったのかなど、
知っておきたいポイントをご紹介します。

■税制改革でどう変わったの? 

減税の上限額が拡大 ふるさと納税
ワンストップ特例制度の創設住民税の特例部分の控除について、

住民税の所得割額の限度額が
10％から20％に
引き上げられました。

それまで必要だった確定申告が、
年間で5自治体までの寄付であれば不要になりました。
※ただし、給与所得者など確定申告の必要のない人に限られます。

（寄付金額－2,000円） × （100％－10％－所得税率）

（寄付金額－2,000円） × 10％

（寄付金額－2,000円） × 所得税率

●お礼品がもらえる！

●複数の自治体に寄付できる！

●用途で選べる！

●好きな自治体が選べる！

自治体によっては「文化財保護」
「子育て支援」「スポーツ振興」など、
使い道を寄付者が選べます。

何カ所に寄付するかは自由。
寄付を通じて複数の自治体を
支援できます。

生まれ故郷でなくてOK！
自由に寄付先を選べます。
※住民票のある自治体に寄付した場合、
　その自治体によってはお礼品がもらえない場合もあります。

寄付することで応援した自治体から、
特産品や工芸品など、
お礼の品がもらえます。

ふるさと
納税制度とは
「納税」という言葉がついていますが、

ふるさと納税とは、

自治体への寄付金のことです。

個人から自治体へ寄付をした場合、

2,000円を超える部分について、

一定の上限まで所得税と住民税が控除される、

それが「ふるさと納税」制度です。

（平成27年4月1日より適用）

控除の対象となる寄付金額は総所得金額の40％が上限

控除の対象となる寄付金額は総所得金額の30％が上限

住民税の所得割額の20％が上限
住民税からの控除（特例部分）

住民税からの控除

所得税からの控除

1 2

所得税・住民税からの控除の計算式は以下の通りです。

●税金が控除される！
例えば3万円の寄付を行うと、
2万8千円の税金が控除され、
実質負担金が2千円のみになることも。
※控除額は、年収や家族構成によって異なります。



HPなどをチェックして、
応援する自治体を選ぶ。

選んだ自治体にふるさ
と納税を行う。確定申
告に必要な書類（受領
書）が発行されるので
大切に保管。

確定申告書類に寄付を
証明する書類（受領書）
を添付。

ふるさと納税を行った
年の所得税から控除さ
れる。

ふるさと納税を行った
翌年度分の住民税が減
額される。

税理士　吉川和章

自治体からの謝礼品は多くても寄付金額の半分程度と見ると、謝礼だけで課税が生じるケースはまれかもしれませんが、
以下のような一時所得がある方はそれと合算しなければならないので注意が必要です。

●懸賞・福引の賞金品や競馬・競輪の払戻金　
●共済金の一時金や満期返礼金
●法人から贈与された金品　　　　　　　  
●遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金　など

★一時所得の金額の計算式

■注意したいこと
寄付をすると、寄付先の自治体から謝礼品を受け取ることが多いと思いますが、
この受け取った謝礼品の金額は一時所得の課税対象になります。

★2つの条件を
　満たす方が対象です

[ワンストップ特例を申請する人の場合]

●確定申告の不要な
　給与所得者等
●1年間にふるさと納税
　を行った自治体数が5つ以内

一時所得 ＝ 総収入金額 － その収入を得るために支出した金額 － 特別控除額（50万円）

選ぶ ふるさと納税する
翌年度の
住民税からの控除

■ふるさと納税の流れ
[確定申告をする人の場合]

選ぶ ふるさと納税する 確定申告 所得税からの控除
翌年度の
住民税からの控除

◆寄付金の全額（2,000円を除く）が控除される上限の目安

※式中の「総収入金額」は、ふるさと納税の場合、「謝礼品の金額」に該当します。 ※寄付金額は経費と認められません。

HPなどをチェックして、
応援する自治体を選ぶ。

ふるさと納税を行う。
その後、ふるさと納税
ワンストップ特例の申
請書と所定の本人確認
書類等を郵送（寄付を
した自治体宛て）。

所得税からの控除分も
含めた控除額全額が、
ふるさと納税を行った
翌年度の住民税から減
額される。

～お礼の特産品が課税対象になることも～

税
務
署
　

※年収、家族構成、その他の控除額等によって、全額まで控除される目安は異なります。あくまでも目安としてご覧ください。

夫婦＋子1人（高校生）
夫婦のみ又は共働き
＋子1人（高校生）

家族構成

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

800万円

900万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円

19,000円

33,000円

49,000円

69,000円

86,000円

120,000円

141,000円

166,000円

374,000円

548,000円

831,000円

11,000円

25,000円

40,000円

60,000円

78,000円

110,000円

132,000円

157,000円

362,000円

537,000円

818,000円

28,000円

42,000円

61,000円

77,000円

108,000円

129,000円

151,000円

176,000円

386,000円

560,000円

845,000円

独身又は共働き

ふるさと納税をした者
【本人の給与収入】

※ネット環境が
　ない場合は…
電話で頼めば
紙のカタログを
送ってくれる

自治体もあります。



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

平成28年12月31日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

H28/11 第23号
今回の特集は、現在注目を集めている「井伊直虎」にスポットを当てました。浜松市北区引佐町
井伊谷は自転車や徒歩でも回れるのどかな町。小さなエリアの中に井伊家ゆかりのスポットが
複数残っています。近年「妙雲寺」にて直虎と南渓和尚の位牌が発見されたことも話題になり
ました。直虎にちなんだ商品や料理も考案され、町をめぐる楽しみも増えています。実際に歩
いてみると「直虎ゆかりの地浜松」という旗がよく見かけられ、町全体で直虎を盛り上げようと
いう気持ちが伝わってきました。平成29年1月からのドラマを楽しみにしつつ、直虎について、
井伊家について、学びながら観光してみるのはいかがでしょうか。

官製ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせください。

ご応募いただいた方の中から抽選で、
ご希望の商品をプレゼントします。

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

見本

お米券2kg
…10名様

直虎手ぬぐい&
コースターセット
…3名様
直虎ゆかりの新商品。
浜松の伝統工芸品
「浜松注染そめ」の
手ぬぐいと、直虎柄と
井伊家家紋柄の
コースター2枚のセットです。

遠州森町次郎柿ワイン…3名様
平成28年に収穫した次郎柿で作られるワイン
（12月中旬に発売予定）。
フルーティーな甘口ワインで、女性に人気です。
※天候・収穫状況によって変更になる場合がございます。

瀬戸焼皿（16.5cm）&
楊枝セット…2名様
丈夫で温かみのあるお皿は、
フルーツや和菓子を乗せるのに
適した大きさ。
黒文字の楊枝を添えて
ワンランク上のデザートに。

直虎ハンカチ…4名様
直虎の署名と花押が入ったハンカチ。
マイクロファイバー製品のため、
眼鏡拭きとしても
ご使用いただけます。
※柄はお選びいただけません。


