と で
「 時
までで
すよね
残念だ
なぁ」
「まだ
人がいますのでぜひ見ていっ
てください」だって、うれ
しいねー。さすが近江商人
さんでした。お○○とはちょっ
と違う。近江商人には日野・
八幡・湖東 五箇荘・愛知川 ・
高島に大きく分けられます。
それぞれ特徴がある。八幡
で有名は西川の布団屋、高
島は高島屋百貨店、湖東は
西武、その他ワコール・伊
藤忠・武田薬品等名だたる
大会社に発展しています。
日野商人は大店や江戸には
出店せず、千両店と呼ばれ
小さなお店を江戸周辺に数
多く出店したとか。コンビ
ニとかフランチャイズとか
ネットワークを得意として
いた。ダイエーがつぶれて
デパートが元気をなくして
いる現在、似通ったところ
がありますね。私の感じた
ところも、やはり日野商人
が一番と思いましたね。
時間近くご説明もいただき
満足です。町を散策しまし

たが、人も
商店も会社
もまばらで
景気がよさ
そうでもな
い。しかし
日野には
基もの立派
な曳山があ
り、今も立派に祭りを開催
している。全国を駆け回っ
た商人たちが本店は日野に
置き、地元の経済を潤した
と、考えられます。地元を
大事にするのが近江商人で
す。日野の素晴らしいとこ
ろ、集落と田んぼがとなり
あわせています。商・職・
住・耕が隣接。昔の日本の
原風景がここにありました。
都会に疲れたらぜひ見に行っ
てくださいね。日野集落の
南側よりの眺めです。続い
て翌日は甲賀の忍者の里へ
向かいます。皆さん忍者と
いえば甲賀と伊賀ですね。
どちらも同じ「賀」が付き
ますよね。他に加賀 甲賀
伊賀 雑賀と「賀」が付きま
すよね。忍者とか武器とか
諜報員のいるところに「賀」
の文字が付きました。地図
上でも一直線につながって
いて、尾根伝いに、情報を
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「おっちゃんサイクリン

-

ＰＡさんとは違う。うれし
いなぁ。やっぱ需要と供給
で考えるホテルと、お客様
感情を重視するホテル。ど
ちらも正しいが、皆さんどっ
ちが好きかなー？ 日目は
大津 八幡 竜王 日野へ向か
う。今まで行けてなかった
空白の町、ついに行ける。
これって大ちゃんの都合？
そうなんです。ぜーんぶ自
分でコースは決めます。そ
の時に気分で急遽変更もあ
り。であるから今回の参加
者は 名のみ。無理強い無
し、気心合わせていただい
て、参加してもらっていま
す。近江商人って知ってま
すよね。これまでは行きや
すかった五箇荘の近江商人
の館は行ったことはあるが、
日野はよいしょとがんばら
ないていけない町（ちょっ
と離れている）です。一番
行きたかったのが「近江日
野商人館」です。 時まで
の入場だが、 分遅刻、庭
掃除の女性の方に、だめも
1

5 2

-

4

グ滋賀・三重・京都」
最近乗れてないのよね、自
由時間が少なくて困ってい
る。ついにチャンス到来。
ＧＷ前半にスキマが。 日
前に決定。予約予約っとね。
寝る所がないと困るもんね。
れっれっれっ、 日目の伊
賀が空いてない。奈良から
入って三重、滋賀と思って
いたが急遽反対周りで。滋
賀は水口に 泊 食 万円、
目を疑うがあと 部屋。瞬
間 部屋を予約。弱いねー、
あと 部屋なんてね、商売
上手やん。続いて翌日の伊
賀、これ
は 千円
と良心的。
さすがルー
トイン。
ＧＷの需
要期にと
てつもな
く高いＡ

)

1

5

1

2
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第１７７号
ＢｅｎＨｏｕｓｅ
編集人 尾上大輔
（記事はあくまでも
編集人個人の私感で
ございますので悪し
からず。）
www.benhouse.co.jp
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やりとりし
ていたとか。
甲賀五十三
家筆頭は望
月家です。
その望月家
の忍者屋敷
が昭和三十
年より公開
されていま
す。 甲賀流忍術屋 敷です 。忍
者の 居宅とは、戦 争で使 う場
所で はないのです が、さ まざ
まな 工夫がされて います 。一
番の 機能は敵が襲 ってき たと
きに いかに逃げる かが肝 心な
ようです。戦わずして逃げる。
逃げ やすい工夫が されて いま
す。 当主の寝室に は、ど んで
ん返 し扉が 箇所 、紙一 枚で
開け られるからく り扉、 とな
りの 家まで続く地 下道な ど、
つ の逃げ道が用 意され てい
た。 よっぽど望月 さんは 用心
深か ったんでしょ う。こ の建
物、 明治から昭和 までは 末裔
が意識せずに住んでいたとな、
からくりがあったままですよ。
すご いことでした ね。昭 和に
望月 家当主の忍者 屋敷と 解か
り、 整備して公開 しまし た。
知ら なかったから 残せた よう
なも んですね。手 裏剣の 体験
コーナー（ 円 本）もあり、
投げ てみました。 一発目 に的
2
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に命中。結構あ
たるやん。無欲
の勝利ですね。
すごーい、忍者
になれるかもで
す。忍者の役目
は大名に雇われ
て各地の諜報活
動なんです が、忍者の 格好 を
して各地を 回ることは 出来 な
いですよね。忍者 装束といっ
て、修験者 、虚無僧、 行商 、
薬売り等と 装束を変え て全 国
各地を回り 、諜報活動 をし ま
した。その ときの薬売 り、 薬
火薬 の調合なども忍者の 役
割だったの で、これが 本職 で
もありまし た。富山発 祥と 思
われていま すが、実は 甲賀 の
ほうが古い んです。甲 賀地 方
は薬草に恵 まれ、薬草 の調 合
にも優れて全国一の薬の里だっ
たんです。 だから現在 も日 本
の名だたる 薬品メーカ ーの 工
場が甲賀町 にあります 。そ の
名残だった んですね。 甲賀 の
次は伊賀で す。目指す は柘 植
（つげ）駅 です。関西 本線 と
草津 線の ター ミ
ナル 駅な ので ど
んな 町か と興 味
津々。しかし行っ
て見てびっくり。
こっ ちで 言う と
砥堀 駅か な。 周
13

りには何も無し。
実は関西本線の
駅は集落と駅が
すごく離れてい
て、駅は町の賑
わいを表現でき
ない。そんな感
じか な。多分「蒸 気機関 車の
黒い煙で作物が傷む」と、言っ
たと こで集落から 外れた んで
しょ うね。ここも 地図の 空白
だっ たので、埋め られて 嬉し
かっ たです。食事 は駅前 の唯
一の飲食店で、オムカレービー
ルセ ット（ つの 単品） をい
ただ く。みんなで 分ける とい
ろん なものが食べ られて 楽し
い。続いて伊賀忍者の本拠地、
伊賀 上野へ向かう 。 万人都
市が町全体で忍者ごっこをやっ
てい る。まるで忍 者株式 会社
のよ うな町です。 上野城 では
忍者屋敷と忍者ショー。ちょっ
と実 物以上でイベ ントチ ック
やね 。甲賀の方が 本物を 忠実
に表 現。伊賀の方 が儲か るけ
どね 。観光客は老 若男女 国籍
問わ ず 割は忍者 装束。 誰で
も千 円で借りられ 、手軽 に着
替えられ
ます。姫
路城の着
物姿より
安上がり
なところ
1

3

20

も人気の秘 密か？商店 街に も
たくさん忍 者が潜んで いる 。
手裏剣投げ られんよう に注 意
してね。ツ アーの楽し みは ご
当地グルメ が最高です 。伊 賀
だから伊賀 牛もいいけ ど。 今
回は懐と相 談して、田 楽豆 腐
の「わかや 」さんに決 定。 電
話を入れる と「何時頃 近な さ
る？売り切れんといいのにね」
「えっ売り 切れるん？」 「
分でいきま すよ」暖簾 をく ぐ
ると店格が 素晴らしい 、吹 き
抜け天井で 階の宴会 室も あ
り、伊賀一 番店だな。 お客 様
は観光客が 多く、口コ ミな ん
ですね。皆 様満足して 召し 上
がっていき ました。思 った よ
りもお安く 、 人で 万 千
円です。ま た家族でも 行け る
ね。翌日は 木津川沿い にの ぼ
り？くだり 、無事木津 まで 到
着。カフェ で昼食、満 席客 待
ち状態だが 、お姉さん に要 領
よくお願い 。「ＤＯＧ 席で も
いいんだけ ど」テラス 席で 早
い反省会が 始まる。高 槻ま で
走る予定だ が、とても 無理 と
正しく 認識、 木津
より帰路に着いた。
走 行距 離 ｋ ｍ の
お楽し みであ りま
した。 メデタ シメ
デタシ。
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