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水まつり（島原市

特 集

長 崎県 島原市

−幸田町姉妹都市−

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」開催
家康公検定

過去問に挑戦

例年8月開催）

◀幸田町マスコットキャラクター
「えこたん」

幸田町

島原市
×

姉妹都市提携の経緯

さらに

幸田

こうりき

年後の寛文9︵1669︶年︑

した領土の復興に尽力しました︒

忠房公が島原藩主として赴任︑乱で疲弊

ただふさ

年後には︑幸田町高力に所縁のある高力

ゆかり

て派遣されたことに始まります︒その２

町深溝︶藩主・板倉重昌公が総大将とし

に起きた﹁島原の乱﹂に深溝︵現

ふこうず

幸田町と島原市のご縁は︑1637年

の都﹂と呼ばれています︒

水 が 市 内 随 所 に 湧 出 す る こ と か ら︑﹁ 水

た雲仙普賢岳がそびえ︑雲仙山系の伏流

うんぜん ふ げんだけ

は眉山︑その背後には平成2年に噴火し

まゆやま

半島の東端に位置しています︒中央部に

長崎県島原市は︑県南東部にある島原

≪姉妹都市提携交流事業≫
（島原市）
R2.1.21 幸田町発aibo派犬事業島原市受入式

家6代当主・松平忠房公が島原藩へ転封

混乱した藩政を立て直すため︑深溝松平

30

瑞雲山 本光寺

幸田町

≪瑞雲山 本光寺【国指定史跡】≫

幸田町深溝にある「瑞雲山 本光寺」は、大永３（1523）年に、深溝松平初代当主・忠定
公によって開基され、深溝松平家の祈願所・菩提寺として信仰を集めてきました。
参道の両脇に植えられた「あじさい」が見頃を迎える６月頃には、多くの人で賑わう
「あじさい寺」としても知られています。
ふこうず
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島原市

となりました︒深溝松平家とは︑徳川家

代・忠和公まで

年

人の当主

康公と共通の祖を持つ﹁三河十四松平﹂

の一つで︑

13

月に﹁ 松平家ゆかりのサミット㏌島原 ﹂

こうした歴史的背景のもと︑平成

が島原の地を治めています︒

18

が深まり︑平成

年

月

10

日︑姉妹都市

11

てきた2つの本光寺は︑両市町の繋がり

埋葬されました︒それぞれの役割を担っ

かれ︑当主が亡くなると御遺骸が運ばれ

町にある本光寺には歴代当主の墓所が築

や説法が日々行われました︒一方︑幸田

ある本光寺では︑先祖の菩提を弔う仏事

は両市町に建立されています︒島原市に

深溝松平家の菩提寺﹁瑞雲山 本光寺﹂

2つの﹁瑞雲山 本光寺﹂

携5周年の節目にあたります︒

提携を締結しました︒今年は姉妹都市提

29

ました︒以降︑様々な団体において交流

の友好交流推進に関する協定﹂を締結し

が開催された際︑両市町は﹁歴史と文化

10

のなかで欠かせない存在となっています︒

2

26

≪本光寺本堂
（幸田町）
≫
改修工事を終え、
今秋落慶式が執り行われる予定です。

長崎県

島原城

≪島原城【県指定史跡】
≫

島原城は、島原藩主・松倉重政公によって元和４（1618）年から約７年の歳月をかけて
築かれました。明治の御一新により天守閣や櫓が解体されたものの、昭和39年に復元
され、夏には蓮の花で彩られるその姿は、市のランドマークとなっています。また、
天守閣内にはキリシタンや郷土にまつわる史料が展示されています。

「島原守護神しまばらん」▶

﹁ 島原 瑞雲山 本光寺﹂

が歴代松平家の供養のために、造営しまし

ほ ていぞう

深溝松平家と本光寺

深溝松平家は︑忍︵埼玉県行田市 ︶︑

吉田︵豊橋市 ︶︑刈谷︑丹波福知山︵京

都府福知山市︶と各地の藩主を歴任し︑

菩提寺である本光寺も当主の転封に合わ

せて移動していました︒寺自体が移動し

ているため︑旧領地に本光寺は残らない

ことになりますが︑深溝にある本光寺は︑

父祖の魂が眠る場所として寺名を変えな

本

がらも存続しました︒そして︑深溝松平

家が島原藩主となって以降﹁瑞雲山

光寺﹂という名に戻り︑2つの本光寺は

﹁三州本光寺 ﹂﹁島原本光寺﹂と呼び分

瑞雲山 本光寺

けられるようになりました︒

島原

本光寺﹂

世紀中頃に当地を治めていた島原

島原市本光寺町の﹁瑞雲山

は︑

です︒

公は唯一両方の本光寺にお墓のある当主

は深溝の本光寺に築かれています︒忠雄

運び埋葬していたため︑歴代当主の墓所

光寺で葬儀を行った後︑御遺骸を深溝へ

ます︒当主が島原で没すると︑島原の本

の妻子と７代当主・忠雄公のお墓があり

と伝えられています︒境内には歴代藩主

おり︑天上に近い地に墓所を設けたのだ

居は島原城天守の頂と同じ高さになって

の有形文化財になっています︒山門の敷

た山門は︑島原市内最古の建造物で︑市

おり︑元禄3︵1690︶年に建立され

氏の出城﹁丸尾城﹂の跡地と伝えられて

16

体ずつ安置され
た。布袋像を中心に左右

十六羅漢窟▶
市有形文化財

元文4（1739）年、当時の実山慧梁和尚
じつざんえりょう

ています。

◀本光寺常盤資料館

本光寺境内の常盤資料館は、元々島原城
内にあった常盤御殿を移設し、昭和62年
月に設立されました。深溝松平家ゆかりの
貴重な歴史資料を収蔵・展示しています。
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︻国登録記念物

し
めい

国登録有形文化財︼

﹁ 湧水庭園 四明荘﹂

明治後期から大正初期頃、個人の別邸として建築された四明荘は、四方の眺
望に優れていることから、この名が付けられました。庭園は昭和初期に禅僧を
招いて造られたと言われ、色とりどりの鯉が泳ぐ池には１日に約3,000トンもの
清水が流れています。湧水が豊富な島原市ならではの人気観光スポットです。

そう

≪がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）≫

うんぜん ふ げんだけ

平成2年11月17日、島原半島の中央にそびえる雲仙普賢岳は198年ぶりに噴

火活動を再開し、終息までの約５年間にわたって、火砕流や土石流などにより
島原の地に甚大な被害をもたらしました。

「がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）」は、こうした自然の驚異や災害の教訓

を風化させることなく後世へ伝えるため、平成14年につくられました。施設は、

土石流によって流れ出た土砂を埋め立ててできた場所に建設され、展望デッキか
らは平成新山（噴火に伴い誕生した溶岩ドーム）と、1792年に大崩壊をおこ
まゆやま

した眉山を望むことができます。また、体験型火山ミュージアムとして、子
どもたちも体を使いながら火山や防災について学べる施設となっています。
『がまだす』とは、島原地方の言葉で『がんばる』という意味です。

写真提供：幸田町、島原市、一社）長崎県観光連盟

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
島原市しまばら観光課
TEL 0957-63-1111（代表）
武雄温泉
嬉野温泉
新大村

長崎

諫早

飛行機
九州新幹線
JR長崎本線
高速道路
島原鉄道・西鉄
三池島原ライン
有明フェリー
島鉄フェリー
九商フェリー
熊本フェリー
※

西九州新幹線

※西九州新幹線（長崎⇔武雄温泉）は令和4年9月23日開業予定です。
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まだまだ
紹介しきれない
島原の魅力は
こちらから！

㈱島原観光ビューロー
TEL 0957-62-3986（島原港観光案内所）
公共交通機関ご利用の場合
・飛行機／中部国際空港 セントレアから長崎空港へ（約80分）
※島原市は長崎県の南東部島原半島の東端にあります。
島原市ホームページなどで空港からのアクセスをご確認のうえお出かけください。

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」開催

5月21日㈯、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」が、岡

崎市民会館あおいホールで開催されました。
第１部の基調講演では、国際日本文化研究センター教授・磯田道史先生が講演され、
当日参加された約1,000名のお客様も、皆さん大変興味深く聞き入っていました。
また、第2部では、磯田先生をコーディネーター
に迎え、公益財団法人德川記念財団理事長・德川
家広氏と、四天王家のご当主、酒井忠久氏、本多
ひろゆき

なおたけ

大将氏、榊原政信氏、井伊直岳氏によるパネル
ディスカッションが行われました。

家康公と、その偉業を支えた四天王をはじめと
する家臣団との絆について、貴重なお話を、時に
はユーモアを交えながら聞かせてくださいました。

家康公検定

過去問に挑戦 14

本年は徳川家康公生誕480年の節目の年です。岡崎城で家康公が産声を
あげた480年前とは、いったいどのような時代だったのでしょうか。当
時の日本の社会情勢について思いを馳せてみましょう。
問 題

家康公が生まれたころ、日本はどのような時代だったでしょうか？

⑴ 天皇を中心に京の都が栄えた時代

⑵ 南北朝の動乱時代

⑶ 下剋上の戦国時代

⑷ 町人文化が花開いた泰平の時代

解 説

応仁元年（1467）に室町幕府の主導権争いから応仁の

乱が勃発すると、これを契機に日本全国に戦乱が拡大し、下剋上の
風潮とともに各地に戦国大名が台頭しました。乱の結果、室町幕府
は有名無実化し、京の町は荒廃を極め、荘園制の崩壊により公家の
力も急激に弱体化しました。家康公が生まれた480年前は、生死を
かけた戦いが当たり前の混乱の時代（戦国時代）の真っ只中だった
のです。
下剋上の申し子

正解……⑶

北条早雲像（小田原市）
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岡崎 信用金 庫「 まとめて資 金管 理 」
会 社 の資 金を 一 括 管 理！

無料

クレジットカードも
連携できるように
なりました

※
「まとめて資金管理」は株式会社マネーフォワードが提供するサービスです。
※ご利用には「おかしんビジネスダイレクト」の契約が必要です。
また、「おかしんビジネスダイレクト」のご利用には所定の手数料が発生します。

ま と め て 資 金 管 理 の５つ の 特 徴
01

02

複数金融機関の口座を
ひとつの画面でまとめて管理

金融機関ごとにIBへ
ログインする必要なし！

03

口座残高・明細は
自動で更新

記帳不要で無期限に
口座の明細を確認できる！

会社でも外出先でも
使える

移動時間や出張中も
使用可能！

※定期的な再連携操作が必要です

04

05

CSVで
ダウンロード可能

消込や
会計記帳に便利！

クラウド請求書ソフト無料プラン
イ ン ボ イ ス 制 度にも対応予定 ! !

クラウドで簡単に請求書が
作成できる「マネーフォワード
クラウド請求書」の特別プランを
無料でご利用いただけます
※ご利用期間中にマネーフォワード クラウドのいずれかの有料プランに
ご登録いただくと、本プランの提供対象外となります

お申込みは
こちらから
6
2

「資金繰り機能」で
現預金の流れを把握

複数口座合算や
簡易資金繰予測にも対応！

「マネーフォワード クラウド請求書」
の無料プランをご利用いただけます

※今回提供する特別プランでの「マネーフォワード クラウド請求書」の利用期間に期限はございません。
ただしご利用期間中にマネーフォワード クラウドのいずれかの有料プランにご登録いただくと、本プラ
ンの提供対象外となります。また、本プランの内容の全部若しくは一部の変更又は本プランの全部又は
一部の提供を中止することがございます。

岡崎信用金庫「まとめて資金管理」ご紹介サイト

https://www.okashin.co.jp/bd/matomete/

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

特別金利キャンペーン

米ド ル
定期預金

2022年

キャンペーン期間

5 月16 日㈪〜11月15 日㈫

１年定期 …… 年 0.800%

米ドル

当初3年間、預入金利を継続します（税引後年0.6375％）

為替手数料 …… 預入時に10銭（1米ドルあたり）
引出時に 1円（1米ドルあたり）
（預入時に90銭優遇、往復で110銭となります）

商品概 要
対

象

者

預 入 単 位

外貨預金の円換算額は、時々の為替相場により異なるので、利率がそのまま
利回りにはなりません。また、ご解約時受取円貨額が、当初お払い込み金額
を下回る場合もございます。
（為替差損）

個人及び法人のお客さま
1取引10,000米ドル以上、1,000米ドル単位

預 金 種 類 「外貨定期預金（自動継続型）」満期時に元加式の自動継続扱いとなります。
お預入れ期間

1年

利

年0.800％
3回目に到来する満期日まで適用します。
3回目に到来する満期日後の金利は市場金利動向に応じて決定されます。

率

●1ドル＝130円の時に、年利率0.80％で10,000 ドルの

1年後
●1年後の税引後元利金は、10,063.75 ドル

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

（元金10,000ドル＋税引後利息63.75ドル）

個人の場合

留意事 項
お預入れ方法

円預金からのお振替え（申込書での特約扱い）となります。

お引出し方法

円預金へのお振替えとなります。外貨普通預金への振替えは出来ません。

為替手数料

預入時に1米ドルあたり10銭（90銭優遇）の為替手数料がかかります。
引出時に1米ドルあたり1円（往復で110銭）の為替手数料がかかります。

中 途 解 約

可能です。ただし、利率は解約時の外貨普通預金利率となります。

先物為替予約

お取扱いはできません。相場動向にはご注意ください。

預金保険制度

本商品は預金保険制度の対象外となります。

税

利子所得は、法人のお客さまの場合は総合課税、個人のお客さま
の場合は源泉分離課税20.315％が課税されます。

金

￥130万

外貨定期預金をされますと、
お預け入れいただく円貨額は、1,300,000 円

＄10,000

＋

円安の場合
●満期日に1ドル＝140円になった場合、
お受取円貨額は1,408,925 円

差引

108,925 円のプラス

＋

￥108,925

実質円利回りは約8.37％

＄63.75

円高の場合
●満期日に1ドル＝120円になった場合、
お受取円貨額は1,207,650 円

差引

92,350 円のマイナス

▲

￥92,350

実質円利回りは約△7.10％

※本商品では、外貨定期預金のお預け入れ、
お引き出しの際は、手数料分を含んだ当金庫所定の
ＴＴＳレート、ＴＴＢレートを基準として適用します。したがって為替相場の変動が生じない場合で
も往復の為替手数料：優遇後1米ドルあたり110銭（預入時10銭、解約時100銭）
がかかるため、
受取時の円貨額が預入時円貨額を下回るリスクがあります。

■苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業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。

■紛争解決措置

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
（10〜16時）
にお申し出ください。

詳しくは当金庫の窓口または

0120-822-140 にてお尋ねください。

