
    【編集の記】 

 １２月のことを英語では     

“The End  of The Year”と

もいうようです。 

 年の瀬は、秋の採りいれ、

秋の行事と忙しく過ごし、休

む暇なく１年の整理と次の

年への準備の月です。 

 単に年の終わりの月では

ないですね。 

 グリーティングカードの見

本文にあるように“Merry 

Christmas and a Happy New 

Year”という気持ちです。 

 年末の行事もたくさんお知

らせする号となりました。 

 いずれにしても師走です。 

 御身お大切に。 
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 １１月３日（水・祝日）、同実行委員会により秋

まつりが、美杉中学校前広場・体育館、総合開

発センターを会場に開催され、約３，０００人の

人出で賑わいました。特産品の販売、仕掛鍋、

よさこいや伝統芸能の出し物、小中学校やサー

クルの作品展示、カラオケ発表、伊勢本街道・

森林セラピーのPRなど多彩な催しの一日となり

ました。 
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 みすぎ秋まつりみすぎ秋まつり  １１／３１１／３  
      文化の薫りさわやかに開催されました 

 担当：地域振興課 

 電話：２７２－８０８０ 
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「美杉だより」ロゴ特選 決定   応募ありがとうございました 

 「美杉だよりのロゴ」について、美杉だより第６号（１０月１日付）で募集しました

ところ、６人の応募がありました。 

 審査の結果、特選は藤田菜那さんの作品、入選は奥村由妃さんと鈴木可奈子

さんの作品、佳作は鈴木智大さん、奥村久子さん、佐藤裕子さんの作品でした。 

 特選の作品は、１月号の美杉だよりから採用します。 

 

   美杉中学校体育館の作品展示 

 美杉の森の妖精「みすぎん」も登場。 

たいへんな人気で頭しか見えてません？ 

神楽の舞（丹生俣獅子舞） 

   美杉連山のろし太鼓 

朝日新聞で紹介：森林セラピー ４ 

美杉中学校 クリーン大作戦 ５ 

みえ青少年伝統芸能オンステージに参加 ５ 

関ドライブインにPRボード設置 ５ 
ノルディックウオーキング講習会 ５ 

特選の 

藤田さん

の作品 



太郎生地域づくり協議会  先進事例に学ぼう！  
                    １１／１０ 勉強会開催 
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多気北畠氏遺跡保存・活用協議会 開催 ９/１５ 

 多気地域では、北畠氏に関わる遺跡や伊勢本街道などの歴史的資産が今日まで良好に守り伝えられてきてい

ます。この協議会には、地元関係者をはじめ、北畠神社、霧山城跡の維持管理、伊勢本街道を活かす取り組

み、地域づくり、商工会活動、学校教育などに携わる人

に参加いただいています。 

津市教育委員会では、８・９月に北畠神社の八手俣川

を挟んだ対岸にある伝慶正寺跡の調査を行いましたが、

協議会の皆さんに会議の後現地を視察していただきまし

た。現在、上多気六田地区で発掘調査を行うとともに、

山城からの展望確保事業なども行っています。 

発掘調査の成果を皆さんに知っていただくだけでな

く、協議会からご意見をいただきながら、多気北畠氏遺

跡を中心に地域の歴史資産の調査や保存、整備・活用を

通して、豊かなまちづくりを目指してまいります。 

 伊勢地地域活性化協議会設立総会が、１１月１３日（土）伊勢地地域住民センターで開催され、規

約・役員・事業計画などが承認されました。総会では、会長に境敦史さんが、副会長に尾畑和明さん

が選ばれました。また、事業計画では、地域の

最大の課題であるシカ、サル、イノシシによる

獣害対策に地域をあげて取り組むことが決めら

れました。 

 高齢化が進む中、地域の皆さんが共に助け

合って、課題を解決して、地域の活性化に取り

組むことが、今後の美杉地域にとって欠かせな

いものとなっています。 

 協議会の皆さんの活躍が期待されています。 

伊勢地地域活性化協議会設立総会 １１／１３ 

  太郎生地域づくり協議会（会長 水井達雄さん）では、第６回会議で、多気町

にある「農村料理まめや」の北川静子さんをお招きして、まちづくりへの取り組み

のお話をしていただきました。冷え込み始めた夜７時ごろ、「旧旅館三国屋」の広

間に集まったメンバーは、熱のこもった北川さんのお話に聞き入るとともに、積極

的に質問するなど、充実した勉強会となりました。 

（太郎生を実地視察中の北川さん）  

 多気町丹生にある「農業法人せいわの

里」は、「田舎の自然を満喫して心と体を癒

してみませんか」をキャッチフレーズに、「農

村料理まめや」や豆腐、味噌の加工所など

を経営する地域の皆さんが出資している法

人です。 



優良木材展示会（第３７回美杉木材まつり）が、美杉木

材協同組合の主催により１０月２８日（木）に美杉木材市

場（美杉町八知）で開催されました。 

当日はあいにくの雨天でしたが、午前９時からせり売り

が行われ、1,384㎥の取引が行われました。丹精込めて育て

た地域の優良木材が多数、展示出品され、中には直径78㎝

の堂々たる姿の杉がありました。 

 午前１１時３０分から、優良木材の表彰式が行われまし

た。  
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  雲出の源 川上山若宮八幡宮の滝 

 伊勢湾にそそぎ込む雲出川の源流は、以前の号にも記載したよ

うに、川上山若宮八幡宮の「みそぎ滝」がふさわしい感じがする。 

 同神社の案内図にも、「みそぎ滝（雲出川本流水源）」とある。滝

には本殿前を通り谷へ下りて流れ沿い

に少しでたどり着く。源流は同神社の

境内付近で二股に分かれていて、上

流に向かって左の谷が水源とされてい

る。案内図には、右の谷にも「はらい

滝」などいくつかの滝が表示されてい

る。 

 これらの谷の上流は、修験業山（１０

９３ｍ）、栗の木岳（１０６６ｍ）である

が、最近遭難事故が発生しているの

で、訪れる人には十分に注意して登山

を楽しんでほしいものである。 

 １０月２７日（水）フットパーク美杉において美

杉老人クラブ連合会主催のペタンク大会が開催され

ました。 

 さわやかな

青空のもと、

４２チーム約

１３０人が参

加し、プレー

を楽しみまし

た。 

雲出川徒然 

ペタンク大会 １０／２７ グラウンドゴルフ大会１１／１１ 

 １１月１１日（木）フットパーク美杉において美杉

老人クラブ連合会主催のグラウンドゴルフ大会が開催

され、約１６０人が参加しました。お天気にも恵ま

れ、参加

者たちは

楽しそう

にプレー

していま

した。 

 優良木材展示会開催１０／２８ （美杉木材協同組合） 
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 朝日新聞で紹介（１０/８朝刊）；津市森林セラピー 

（記事の転載については、朝日新聞の承諾を得ています。 美杉総合支所地域振興課） 

現在は通行可 

配信は終了しています。 
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  １０月１３日（水）津市森

林セラピー基地の更なる利

用促進と美杉地域への集

客促進を目的に、三交興業

株式会社と連携し、美杉材

を使用したＰＲ用ボードを設

置しました。 

 関ドライブインを訪れてい

た観光客は早速、パンフレットを読んだり、みすぎんと

写真を撮ったりしていました。 

  講師  松浦武四郎記念館名誉館長 髙瀬英雄先生 

  日時  １２月８日（水） 午後７時３０分から 

  場所  多気地域住民センター （主催：伊勢本街道を活かした地域づくり協議会） 
   ※ 皆さんの参加をお待ちしています。（問い合わせ 多気出張所 ２７５－０２２２） 

 美杉中学校  クリーン大作戦 １１／４ 

 歴史講演会『北海道名付けの親松浦武四郎と伊勢本街道』 １２／８ 

名阪・関ドライブインに 
森林セラピーPRボード設置１１／１３ 

ノルディックウオーキング指導者講習会 

       開催される １０／２４  

第３回みえ青少年伝統芸能オンステージ 

           イベントに参加 

１１／７ 森林セラピー基地運営協議会 

 伊勢本街道ウオーキング 

 津市職員共済組合 １１／６ 

 １０月２４日（日）、レークサイド

君ヶ野会議室と森林セラピーロード・

君ヶ野湖畔コースで、ノルディックウ

オーキング指導者講習会が開催されま

した。当日は、ノルディックウオーキ

ングスペシャリストの畑顕治さんによ

る講義とウオーキング指導があり、受

講者は熱心に指導を受けました。受講

者は今後、津市森林セラピー基地で、

ノルディックウオーキングの指導を行う予定です。  

 松阪コミュニティ文化センター

で開催されたみえ青少年伝統

芸能オンステージの県内キャラ

クター大集合へ、みすぎんが森

林セラピー基地運営協議会とと

もに参加し、中林事務局次長が

森林セラピー基地のＰＲを行い

ました。当日は、同センターの

ホールへＰＲブースも設置し、イ

ベント参加者へみすぎんと同協議会役員でPRを行いました。 

 １１月６日（土）

津市職員共済組合 

健康ウオーキング

が開催され、２４

人が伊勢本街道

（道の駅美杉－多

気宿－北畠神社－

飼坂峠－奥津宿－

伊勢奥津駅）をウオーキングしました。秋晴れ

の下、紅葉を楽しみながら、ガイドさんの説明

を聞き、森の癒し効果を体感しました。  

 「自分たちの学校は自分たちで美しくしよう」を合言葉に、生徒が力

を合わせてクリーン大作戦を行いました。これは生徒会美化委員会の呼

びかけで行われるもので、日頃の掃除の時間以外に除草や廊下磨きなど

を行うものです。 

今年度は、第１回目（５月２６日）、第２回目（９月３日）の除草作

業に続き、３回目となる１１月４日は廊下の汚れ落としを行いました。

少し冷える日でしたがみんな汗が出るほど真剣にスポンジや水で汚れを

こすりながら落としていきました。見違えるほど美しくなった廊下を見

ると、学校がもっと楽しくなりそうです。今後とも全校が力を合わせて

自分たちの学校を美しくしていきたいと生徒も張り切っています。 

 今回の取り組みは模造紙にまとめられ、来年１月１６日（日）に津競艇場で開催される「つ・環境フェア」

において掲示される予定です。 
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 名松線開通７５周年記念イベント １２／１１ 
 名松線の全線復旧を求める会では、昭和１０

年１２月５日に松阪駅から伊勢奥津駅までの

43.5㎞が開通し、今年で７５年を迎えることを

記念するとともに、名松線を改めて認識するた

め記念イベントを開催します。 

 たくさんのご来場をお待ちしています。 

日時  １２月１１日（土）１０時～１４時 

場所  八幡地域住民センターとその周辺 

     （JR伊勢奥津駅前周辺） 

 日時  １２月１８日（土） １０時～１４時 

     ≪低価格につき、売り切れ御免！≫ 

 場所  道の駅美杉（美杉町上多気） 

  

 魚・貝類、白塚で加工した海産物、野菜、お茶、こ

んにゃくなどを販売します。 

 また、おせち用品もそろえています。 

 あったか正月を実現する会では、皆が「あったか正月」

を迎えることができるよう、恒例の歳末もちつき大作戦を

実施します。 

 ８０歳以上（平成２２年１２月３１日現在）の人がおみえ

になる世帯へおもちをお届けしていただきます。 

 同会では、もちつき、豚汁の具材にご協力いただける

人を募集しています。 

 ◆募集期限  １２月３日（金）まで 

歳末もちつき大作戦２０１０              

 美杉の高齢者の皆さんへ搗きたてのおもちをお届けします（＾＾）１２／２３ 

    美杉おさかなまつりへ行こう！ １２／１８    

日時 １２月９日（木）１３時３０分から 

場所 グリーンハウス美杉 
           （美杉町八知） 

 【電話番号】   美杉総合支所 

 地域振興課      ０５９（２７２）８０８０・８０８２・ 

                      ８０８５  

 市民福祉課      ０５９（２７２）８０８３・８０８４  

 竹原出張所      ０５９（２６２）３０１４      

 太郎生出張所    ０５９（２７３）０２２２      

 伊勢地出張所   ０５９（２７４）０２２３       

 八幡出張所      ０５９（２７４）０２２２       

 多気出張所     ０５９（２７５）０２２２       

 下之川出張所    ０５９（２７６）０２２２       

 美杉人権センター ０５９（２６２）７８７８       

＊主な電話番号を記載しましたが、その他の電話番号などは、電話帳でお調べいただくか、美杉総合支所へお問い合わせください。 

 年末年始のお客様へのお土

産のお買い求めに、ご家族の

懇談、お食事に、 

「道の駅・美杉」 
 （電話２７５－０３９９）  
「レークサイド 

      君ケ野」 
  （電話２６２－０９６６）  

をご利用ください。   

イベント内容 

  ・開会セレモニー 

  ・あつさんのライブコンサート 

  ・仕掛鍋ふるまい 

  ・物産展示販売 

  ・奥津宿のれん街ウオーク 

  ・名松線関係写真展示 

  ・写真コンテスト 

 ※来場者には記念品（品切れの際はご容赦を） 

 【問い合わせ】美杉総合支所 電話 ２７２－８０８０ 

 （イベント） 

 ☆ ふるまい貝汁・マグロ解体 

 ☆ 白塚ぎょうざ販売 

 ☆ 地元の農産物販売 

 ☆ マイ箸作製（先着順） 

 ☆ 木工教室（先着順） 

 

 【問い合わせ】水産振興室 電話 ２２９－３１７５ 

日時  １２月２３日（木・祝日） ９時３０分集合 

会場  美杉高齢者生活福祉センター 

問い合わせ  美杉地区社協 電話 ２７４－００２２ 

  
あったか正月を実現する会の構成 

  美杉老人クラブ連合会、美杉地区民生委員児童委員 

 協議会、美杉地区ボランティア連絡会、美杉地区社会 

 福祉協議会、津市社会福祉協議会美杉支部 

行政相談・人権相談 

美杉人権を考える集い 

日時 １２月１２日（日） 

    １３時３０分～１５時３０分 

場所 美杉総合開発センター 

     ２階大集会場（美杉町八知） 

主催 教委・美杉事務所 

    （電話 ２７２－８０９１） 


