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上杉鷹山公像（山形県米沢市）

特 集

山 形県 米沢市

−東海市姉妹都市−

Okashin News 「アティックアート活 動」ボックスティッシュ リニューアル
「岡崎幸田交通安全セーフティレディ」委嘱式
家康公検定

過去問に挑戦

おう めい あん

嚶鳴庵

東海市
嚶鳴庵

しゅうらくえん

聚楽園公園の丘にある嚶鳴庵は、平洲先生が開いた塾「嚶鳴館」にちなんだ茶室で、憩いの
場、
そして伝統文化振興の場として市民に貸し出されています。
「嚶鳴」
とは鳥が仲良く鳴き
交わす意味が転じ、学問を志す多くの者が集い、議論し、切磋琢磨する姿を表しています。

《細井平洲〈ほそい

〈1728〉
年〜享和元
〈1801〉
年）》
へいしゅう〉（享保13

尾張国知多郡平島村（現 東海市荒尾町）に農家の次男として生まれる。
名古屋、京都で遊学したのち、長崎で３年間にわたって中国人より中国語を学ぶ。
24歳で江戸へ出て私塾「嚶鳴館」を開き、多くの人材を育てると共に、中国の古い書物を
研究し、学者としても名を馳せた。

米沢市
×

姉妹都市提携の経緯

米沢市は︑山形県の南部︑福島県との

県境に位置しています︒最上川の源であ

る吾妻連峰を有し︑自然の恵み豊かな都

市です︒

東海市と米沢市は︑東海市出身の学

者・細井平洲先生と︑米沢藩9代藩主・

年に市民交流が始まりました︒そ

上杉鷹山公が師弟関係にあったことから︑

昭和

日に姉妹

の後︑両市長が行き来するなど行政間で

月

20

の交流も盛んとなり︑
平洲先生没後200

年

10

年にあたり︑また︑鷹山公生誕250年

を翌年に控えた平成

都市提携を結びました︒提携以降︑記念

12

59

東海市

写真提供：東海市立平洲記念館

米沢市・東海市姉妹都市提携調印式の様子（平成12年10月）
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米沢市

植樹や︑両市の小中学生の交流が図られ

るなど︑その絆を深めています︒

東海市民の誇り

けいせいさいみん

実学を重んじ︑経世済民︵世を治め︑

民の苦しみを救うこと︶を目的とした平

洲先生の教えは︑大名から一般庶民まで

多くの人の心をとらえ︑全国各地の藩に

賓師として迎えられました︒各地で尊敬

を集め︑大きな影響を与えた郷土の偉

人・平洲先生は︑時代を経た現代におい

ても東海市民の誇りであり︑市内には所

年に開館した平洲記念館には︑

縁の地が多く残されています︒

昭和

﹁平洲絵巻﹂や立体地図等で︑平洲先生

の功績を分かりやすく体感しながら学べ

平洲記念館・郷土資料館（東海市）

術劇場内には︑
﹁嚶鳴広場﹂があります︒

できます︒また︑太田川駅前の東海市芸

り︑平洲先生の業績や足跡を辿ることが

直筆の書や画︑書簡などが展示されてお

49

る場所となっています︒
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ようざん〉（宝暦元
〈1751〉年〜文政5〈1822〉
年）
》

《上杉鷹山〈うえすぎ

山形県

米沢 上杉まつり

米沢 上杉まつり

雪国米沢にとって、長く厳しい冬を乗り越えて春の訪れを告げる風物詩「米沢上杉まつり」。
県内外から多くの人々が訪れ、賑わいます。まつりのフィナーレを飾る「川中島の合戦」で
は、上杉軍と武田軍による戦国史上最大といわれる激闘が再現されます。

日向高鍋藩主・秋月種美の次男として生まれる。
10歳で米沢藩8代藩主重定の養子となる。14歳の頃より細井平洲に師事し、17歳で家督を相続する。
財政難にあった米沢藩を改革した名君として知られる。

「上杉鷹山像」米沢市上杉博物館所蔵

はるのり

けいし

こうげいあと

平洲先生と鷹山公
わらしなしょうはく

細井平洲先生と上杉鷹山公は︑米沢藩
歳の時︑初めて江戸・桜田藩

医・藁科松柏の推薦により︑出会いました︒
鷹山公が

歳で初め

邸で講談を受けて以来︑2人の師弟関係は
生涯続きました︒

歳で家督を継ぎ︑

勇なるかな
勇なるかな
勇にあらずして
何をもって行わんや
これは︑

て米沢へお国入りする鷹山公に平洲先生が

なせば成る
なさねば成らぬ
何事も
成らぬは人の
なさぬなりけり

鷹山公の功績や人間的な魅力は広く知ら

れ︑現代においても﹁名君 ﹂﹁理想のリー

ダー﹂として︑日本のみならず世界からも

尊敬される存在となっています︒

歳︑

米沢市には2人の師弟関係を物語る場所

があります︒

寛政8︵1796︶年︑平洲先生

歳の時です︒三度目となる平洲先
い︑存亡の危機に瀕していました︒藩政の

逼迫し︑いつ立ち行かなくなるか分からな

堂︵羽黒神社︶で平洲先生を出迎えると︑

て︑郊外の関根地区まで赴きました︒羽黒

生の来訪を待ちわびた鷹山公は︑居城を出

鷹山公

立て直しという難題に立ち向かう愛弟子を

2人で肩を並べ参道を歩き︑普門院︵真言

の再会の舞台となったこの一帯が︑﹁上杉

﹁どのような困難があろうと︑勇気を持っ
この言葉を胸に︑鷹山公は︑大倹約令や

治憲︵※鷹山公の本名︶敬師郊迎跡﹂と呼

宗の寺院︶で長旅の労を癒しました︒感動
農業開発︑殖産興業といった改革・政策を

ばれ︑国指定史跡となっています︒

した︒

米沢藩が借財

万両を返済し︑蔵に5千両

の後も生涯にわたり藩政に参与しました︒

代・重定の実子︶に家督を譲りますが︑そ

鷹山公は︑

歳という若さで︑治広︵8

づくりの拠点として﹁興譲館﹂を創設しま

こうじょうかん

は︑平洲先生に意見を求め︑藩政を担う人

実施しました︒また︑藩校再興にあたって

て進みなさい﹂と励ましたのでした︒

贈った言葉です︒当時の米沢藩は︑財政が

69

19

の蓄えができたのは︑実に鷹山公が亡く
なった年のことでした︒

山門

▲普門院

46

14
17

35

11

国指定史跡
うえすぎ

﹁上杉治憲敬師郊迎跡﹂
▲敬師の像（左：細井平洲先生 右：上杉鷹山公。平成26年9月に東海市より寄贈。東海市の太田川駅前にも同じものが設置されている。）
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﹁トレッキング﹂

米沢市では、日本百名山の一つ、吾妻山の最高峰である西吾妻山の
山頂を目指したトレッキングが楽しめます。
パノラマ展望台からは、市内を一望することができ、春から秋にか
けては、多種多様な高山植物がコースを彩ります。
また、冬には樹氷など銀世界が広がり、年間を通して豊かな自然を
満喫することができます。

米沢市の花「アズマシャクナゲ」

≪旧米沢高等工業学校本館≫
米沢高等工業学校（現

【国指定重要文化財】

山形大学工学部）は、全国7番目の高等工業学

校として、1910（明治43）年3月に開設されました。全国各地で高等工

業高校の誘致運動が盛り上がるなか、米沢市の熱心な誘致活動と関係者
の並々ならぬ努力が実り、当初は「染織科」「応用化学科」の２科が置
かれました。これには、鷹山公の産業振興政策により織物産業や染物の
技術が飛躍的に発展したという歴史的背景があります。

本館は、ルネッサンス様式を基調とする木造2階建で、開設同年7月に

竣工しました。内部の細部にわたるまで意匠が凝らしてあり、明治後半
に建設された遺構として、大変貴重なものとなっています。

写真提供：東海市、米沢市

秋田県
庄内空港

アフターコロナの旅先に、
ご縁のある都市を選んでみては
いかがでしょうか。

Information

山形空港

新潟県

山
形
新
幹
線

山形市

米沢北
IC

米沢

山形

宮城県

東北中央
自動車道

米沢市

A

米沢市観光キャンペーン推進協議会
（米沢市観光課内）
TEL 0238-22-5111

米沢中央
IC

福島県

公共交通機関ご利用の場合

まだまだ
紹介しきれない
米沢の魅力は
こちらから！

・東北新幹線・山形新幹線・山形線／JR米沢駅へ
・飛行機／仙台空港から仙台空港アクセス線→東北新幹線→山形新幹線でJR米沢駅へ
山形空港から山形空港連絡バス→山形新幹線・奥羽本線でJR米沢駅へ

お車をご利用の場合

・東北自動車道→東北中央自動車道「米沢中央IC」へ
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米 沢 の味
pple

舘山りんご

B

eef

米沢牛

C

arp

米沢鯉

A B C

米沢市の西部、舘山地区で栽培されているりんごで
す。ふじ、紅玉、シナノスイートなど多品種が栽培さ
れています。実の固さ、酸味、高い香りが特徴で、天
皇への献上品としても用いられました。
米沢牛は、寒暖差が大きい気象条件とおいしい水と
空気、そして生産者のたゆまぬ努力と愛情によって
育てられています。きめ細かな霜降りのとろけるよ
うな食感と風味が特徴です。
米沢鯉は、上杉鷹山公が動物性タンパク質の乏しい
内陸の地である米沢に福島県相馬から稚鯉を取り寄
せ飼育したのが始まりです。最上川上流のきれいな
水で育つ米沢鯉は泥臭さがないのが特徴です。

米沢の美味しい特産品は、右のコードの「米沢
おみやげガイド」からご覧いただけるほか、
ふるさと納税からもお申し込みいただけます。

Okashin News

おかしんからのお知らせ

アティックアート活動 ボックスティッシュ リニューアル
当金庫がアティックアート活動の一環として作成しているノ
ベルティグッズの一つ、ボックスティッシュのデザインをリ
ニューアルしました。
ボックスティッシュは、2012年度より毎年度リニューアル
しており、11作目となる今回のデザインには、愛知県立春日台
特別支援学校の8名の生徒のみなさんの絵画を採用しました。

アティックアート活動……

当金庫は、障がいがありながらも素晴らしい絵の才能を持つアーティストたちの
自立に取組む一般社団法人アティックアートの活動を応援しています。

岡崎幸田交通安全セーフティレディ 委嘱式
春の交通安全運動期間中である4月7日㈭、岡崎警察署
にて「岡崎幸田交通安全セーフティレディ」の委嘱式が
開催されました。
岡崎警察署管内（岡崎市・幸田町）にある7事業所よ
り、当金庫職員を含む７名の女性が選出され、岡崎警察
署・島崎署長より委嘱状の交付を受けました。今後、岡
崎警察署の交通安全活動に参加し、管内での交通事故ゼ
ロを呼びかけます。

100名様に
Amazonギフト券

1,000 円分

プレゼント
キャンペーン
2022/3/17(木)〜 2022/5/31（火）
「マネーフォワード for 岡崎信用金庫」とは？
銀行口座やクレジットカードを連携すると、残高や明細を一覧で確認できるサービスです。
連携した明細は自動でカテゴリ分けを行い、家計簿を作成します。

銀行口座の残高や明細を
かんたんに確認！

クレジットカードの金額や明細も
かんたんに 確認！

毎月の収支を自動でグラフ化！
自動で家計簿作成！

キャンペーンご案内ページ

「マネーフォワード for 岡崎信用金庫」
ご紹介ページ

※「マネーフォワード for 岡崎信用金庫」を利用するためには
事前に「おかしんアプリ」の口座登録が必要です。
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家康公検定

家康公の天下統一を支えたのは、家康公に「わが宝」とさえ言わしめた徳川十六神将や
四天王に代表される三河譜代の家臣団でした。今月は徳川家康公生誕480年記念シンポ
ジウム「家康公と徳川四天王」の開催に合わせ、四天王について学びます。

問 題

四天王とは、本来、仏法を守護する4人の武神をいうことばで、これになぞ
たす
きずな
らえ、家康公を守り、援け、家康公と強い絆で結ばれ、大活躍した四人の武
将を「徳川四天王」と言いますが、その中でも家康公の父・広忠の代から仕
え、家康公より15歳年長なのはだれでしょうか？

⑴ 井伊直政

⑵ 酒井忠次

⑶ 榊原康政

⑷ 本多忠勝

しゅ み せん
解 説 仏説によれば、世界の中心にそびえる須弥山
たいしゃくてん

の頂上に「帝釈天」が住んでおり、それを東西南北の四
じ こくてん

こうもくてん

方から守護するのが、それぞれ「持国天」「広目天」
ぞうちょうてん

た もんてん

と

「増長天」「多聞天」であると説いています。その四人
の守護神が「四天王」と称され、仏法守護の役割を果た
しているのです。徳川四天王の筆頭に数えられる最年長
の酒井忠次は、まさに家康公の守護神としての生涯を送
りました。

画

からさわてるふみ氏

正解……⑵
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おかしんインターネット支店限定

THE OKAZAKI SHINKIN BANK

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

オカザえもん定期預金
取扱期間

2022年 ２月１日㈫ 〜 2022年 ９月30日㈮

1年もの預金金利

税引後
（
）
年0.119％
年 0.15％

※本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。

商品名

オカザえもん定期預金

販売対象
預金の種類
預入金額

税

2022年2月1日㈫〜2022年9月30日㈮

支払方法

満期日以降に一括して払い戻します。

おかしんインターネット支店にお取引のある個人のお客さま
スーパー定期1年、
自動継続
（元利継続）
1口10万円以上
（1円単位）

金利
（税引前） 1年もの預金金利：年0.15％
（税引後
中途解約

取扱期間

年0.119％）

やむを得ず中途解約をされる場合、
上記金利は適用されず、
お預け入れ日から解約日までにおける当金庫所定の中途解約金利が
適用されます。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息には「復興特別所得税
（0.315％）
」が課税されるため、
20.315％
（国税 15.315％、
地方税 5％）
の税金がかかります。

金

本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。
本商品はおかしんインターネット支店限定商品です。当金庫本支店の窓口およびATMでのお取引はできません。
お預け入れ時の金利を約定利率として初回満期日まで適用します。
初回満期日以降は満期日
（継続日）
におけるスーパー定期の店頭表示金利を適用します。
マル優はご利用いただけません。
この預金は預金保険制度の対象商品です。
（預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、
預金者お1人さまあたり１金融機関ごとに元本1,000万円までとそのお利息が保護されます。）

その他

詳しくは おかしんインターネット支店コールセンター
○苦情処理措置
○紛争解決措置

0120−914−101にお尋ねください。

本商品の苦情等は、
当金庫営業日におかしんインターネット支店または顧客相談室（9時〜17時、
フリーダイヤル：0120-102-156）にお申し出ください。
愛知県弁護士会（電話：052-203-1777）、
愛知県弁護士会西三河支部（電話：0564-54-9449）の紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、
利用を希望されるお客さまは、
当金庫営業日に上記顧客相談室または紛争解決センター（10時〜16時）にお申し出ください。

編集／地域振興部
発行／岡崎信用金庫
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ https://www.okashin.co.jp

【口座開設のお申込み方法】

インターネット支店の口座お申込みはWEB上で完結！健康保険証と顔写真つき本人確認書類を撮影！

スマホ申込
おかしんアプリを
ダウンロードしてください。

Step1
おかしんアプリ

WEB申込
詳しくはこちら

事前に本人確認書類の画像をご利用端末に
保存してからお申込みください。

詳しくはこちら

https://www.okashin.co.jp/lp/app/index.html

おかしんアプリを開いて、
「ネットバンキング」
→
「口座開設」
「口座開設のお申込み
（スマホ申
Step2 の順に選択してください。
込）
」
を選択してください。

詳しくは当金庫HPをご覧ください。
https://www.okashin.co.jp/
internetstore/account/index.html
― お申込みに関する注意点 ―

規定を確認し各項目を入力してください。
Step3 確認メールが届きますので、受付確認用URLにアクセスし
ていただき口座開設のお申込みが完了となります。
後日、
お取引に必要なカード等が郵送されます。
Step4 「契約者ID」とお申込み時に設定していただいた「初回ロ
グインパスワード」を利用してログインを行ってください。

総合的な判断により口座開設をお断りさせていただく場合がござい
ます。なお、お断りさせていただいた理由につきましてはお答えで
きませんのであらかじめご了承ください。
郵便不着等で郵便物をお受取りいただけない場合は、お客さまへの
確認なく口座開設を取り消しさせていただく場合がございますので
あらかじめご了承ください。
受付時間9：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

ココ イー 支店

インターネット支店

0120-914-101

