
    【編集の記】 

 お恥ずかしい話です

が、「美杉夏まつり納涼

花火大会」に初めて参加

させていただきました。

夜空を彩る大輪の花、勇

壮な手筒花火に、思わず

声をあげてしまいまし

た。美杉で、こんな立派

な花火大会が20年以上も

続けられてきたことへの

感動です。 

 何よりも驚いたのは、

帰りの車です。白山町に

入ってからも、前も後ろ

も花火見物を終えた車で

数珠つなぎでした。これ

だけの人たちが美杉以外

から出かけてきていたの

だという驚きです。他地

域に誇れるこの美杉の花

火が、これからも大きく

育っていってくれること

を願わずにはいられませ

ん。これからは、毎年お

邪魔します。  
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 ７月２３日(土)、美杉中学校グラウンドで、

第２３回みすぎ夏まつり納涼花火大会が開

催されました。 

 「みすぎから送ろう  復興のエール」「感

動！山々に轟く みすぎの花火」をテーマに

子ども盆踊りやよさこいソーラン演舞、手筒

花火や打ち上げ花火など盛りだくさんの内

容で、約５，４００人の人出で賑わいました。 
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 多気の郷元気づくり協議会「地域まるごと体験教室」開催  

 ８月４日（木）、空き家活用による太郎生地域づくり

協議会の活動拠点施設として整備をしている、旧三国屋

旅館「たろっと三国屋」の改修工事がほぼ完了し、仮

オープンしました。 

 当日は、美杉総合支所長をはじめとする関係者や地域

の方々が訪れ、太郎生地域のシンボル的な存在であった

「三国屋」の新たな出発を祝い、これからの地域の発展

へ向けた期待が寄せられました。 

 また、この日に先駆けて、７月３１日（日）には、太

郎生地域の方々へのお披露目もされ、約１００人の地域

の方が、三国屋復活を喜びました。 

 なお、オープニングイベントは、１０月２３日（日）

に開催される予定です。 

 太郎生地域づくり協議会「たろっと三国屋」仮オープン 

 ７月３０日（土）、丹生俣多目的集会所を会場に、津市Ｐ

ＴＡ連合会会員とその子どもを対象に、津市の魅力を再発見

してもらおうと「津Ｐ連子ども未来交流委員会」と多気の郷

元気づくり協議会が共同で「地域まるごと体験教室』が開催

され、参加者、役員あわせて約１４０人が参加されました。 

 参加者は、八手俣川でのあまごつかみ、集会所前広場での

飯ごう炊さん、３班に分かれて木工工作やこけ玉づくり、野

山散策などの企画に笑顔いっぱいで取り組み、閑静な丹生俣

の山々に子どもたちの元気な歓声が響きました。 

 津Ｐ連子ども未来交流委員会役員さんは、「今後もこのす

ばらしい環境での体験事業を継続していけたらと考えていま

す。」と話してくれました。 
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 ７月２４日（日）、津市空き家情報バンクに登録している利

用登録者を対象に、平成２３年度第１回津市空き家見学会を開

催しました。 

 当日の参加者は３５人で、県外からの参加者も多く、中には

前日から宿泊し、参加された方もありました。 

 また、４人の津市田舎暮らしアドバイザーと５人の三重県宅

地建物取引業協会津支部会員による説明もあり、田舎暮らしに

ついて、熱心に質問したり、所有者の方に質問したり、物件や

景色を写真におさめる姿も見られ、回を重ねるごとに、美杉地

域を知ってもらう良い機会となっています。 

  平成２３年度第１回美杉地区地域審議会開催 ８/４ 

 第３回 リラクゼーションセミナー開催  ７/２２ 
 ７月２２日（金）、第３回リラクゼーションセミナーが、開催されました。 

 この講座は、ミニギャラリー運営委員会と津市が連携し実施している講座で、昨

年度に第１回の講座を実施して以来、今回が３回目で、今年度としては、初めての

講座となりました。 

 当日は、あいにくの天候となり、予定した大洞山石畳コースから伊勢本街道コー

スへ変更し開催しましたが、１８人の参加者は、語り部さんの案内で伊勢奥津駅を

出発し、伊勢本街道奥津宿のれん街を散策し、多気宿谷町の街並みをウオーキング

しました。 

 午後からは、多気地域住民センターにおいて、三重大学医学部看護学科の大西教

授による健康についての講演と、津観音岩鶴住職による瞑想についての講演があ

り、参加者は「『心とからだの健康』について、改めて認識するよい講座で、次回

が楽しみです。」と話していました。 

  平成２３年度第１回 空き家見学会開催  ７/２４ 

 ８月４日（木）、美杉地区地域審議会（会長：岡田武士）

は、美杉総合開発センターで、平成２３年度第１回の審議会を開

催しました。 

 当日は、津市総合計画審議会委員に岡田武士さんが選出されま

した。また、津市過疎地域自立促進計画の進行管理について説明

がありました。 

 報告として、美杉総合支所管内における取組実績概要、平成２

３年度地域かがやきプログラム予算の概要説明があり、津市総合

文化センター整備推進委員会の報告として、大西委員から報告が

ありました。 

主要地方道一志美杉線道路整備促進協議会総会開催７/２７  
 ７月２７日（水）、一志町波瀬ふれあい会館で、主要地方道一志美杉線

道路整備促進協議会（会長：西谷祗賀）総会が行われ、下之川地区、波

瀬地区から７３人の会員が出席し、平成２２年度事業報告及び会計報

告、平成２３年度事業計画及び収支予算等を審議し、承認されました。 

 一志美杉線は美杉町と一志町を結び、沿線住民の重要な生活道路で

あり、国道３６８号や３６９号に接続し、伊勢湾臨海部や関西圏とを結ぶ

広域的基幹道路です。 
  昨年、一志町室ノ口バイパスのルートが決定し、井ノ倉橋の架替えや

（仮称）矢頭トンネルの工事に向けても着々と計画が進められています。    

 総会では、一日も早い全線整備を地域住民の総意として強く求めてい

くことが確認されました。  



                 Page ５ 

 

 ７月２９日（金）、グリーンハウス美杉で第１回活動「健康づくりしながらエコしませんか？」を開催し、た

くさんの方の参加をいただき、楽しいひとときを過ごすことができました。 

 今後もウォーキングや料理教室などを予定し、健康づくりの輪を広げていきたいと思いますので、ぜひ皆さん

ご参加ください。 

【お問い合わせ】 

美杉保健センター 

☎２７２－８０８９  

美杉健康づくり推進協議会だより ～森もり元気になろに！美杉～  

恒例の『みすぎ秋まつり』を１０月３０日（日）～１１月３日（木・祝）にかけて、美杉総合支所周辺及び美杉

中学校で開催します。 

本年度は、一人でも多くの皆さんにご参加、ご来場いただけるよう、例年どおりの催し物に加え、森林セラピー

ロードウオーク、講演会、フォトコンテスト、各地域づくり協議会による特産品等の展示販売や地域の皆さんの作

品を５日間にわたり展示します。 

 今年度は、地域のたくさんの方の展示作品を募集しますので、多くの出展をお願いします。 

 詳しくは、別途同時配布の募集要領チラシをご覧ください。 

 なお、みすぎ秋まつりに関する詳しい内容は、来月号で改めてお知らせします。 

 平成２３年度 みすぎ秋まつりへ作品を出展してください。 

○会  期：平成２３年９月３日（土）～１０月１０日（月・祝日）午前９時３０分～午後４時３０分 

      月曜日休館（ただし、９月１９日・１０月１０日は開館、翌日休館） 

○会  場  津市美杉ふるさと資料館 展示室 

○入 館 料  一般３００円・中学生以下１５０円（通常時の入館料と同額） 

○主  催  津市美杉ふるさと資料館・津市教育委員会 

○開催趣旨 

 資料館の所在する多気地域は、室町から戦国時代にかけて南伊勢を治めた北畠氏の本拠として栄えた場所です。 

 江戸時代以降に描かれた「多気城下絵図」は３０点以上が現存し、館を中心とした盆地部分と城郭や番屋などの

周辺関連施設の描かれた山地部分が、鳥瞰図的に描かれています。今回は、その中から代表的な１４点を展示し、

北畠氏の栄華の一端を紹介しようとするものです。 

○関連行事 

 講演会 「本居宣長・松浦武四郎の歩いた多気」  

     講師：松浦武四郎記念館名誉館長 高瀬英雄氏 

     日時・場所：９月１７日（土）午後６時３０分から・多気地域住民センター 

美杉ふるさと資料館企画展示 『多気城下絵図の世界』開催 

  防災特集   自主防災組織って何？ 
○しくみ  

美杉地域においては、自治会組織＝自主防災組織となっており、自助・共助・公助の役割分担のもと、地域の方は

「自分たちの地域は自分たちで守る」という理念のもと結成された組織です。 

○活動 

日常時・・防災組織の普及啓発・防災安全点検の実施・資材の点検 

災害時・・情報の収集伝達・住民の避難誘導・初期消火・救出活動 

○支援 

自主防災活動が活発に行われるよう、防災資機材の整備補助金や支部単位自主防災協議会に対する活動補助などが

あります。 

※地域の皆様による活動が重要でありますことから、自主防災活動の重要性を周知啓発し、自主防災活動の活性化を図り  

  ます。 

新聞紙エコ

バッグを作り

ました 

タッピング・

タッチで心身と

もにリフレッ

シュ！ 
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多  気 ９／ ４ １１：００ 美杉多気体育館  

太郎生  ９／ ６  １１：３０ 姫石の湯 

八   知 ９／ ８  １１：００ 美杉総合開発センター 

八   幡  ９／ １１ １１：００ 美杉小学校屋内運動場 

竹   原  ９／ １４  １１：００ 美杉竹原体育館 

伊勢地  ９／ １７ １１：００ 美杉伊勢地体育館 

下之川 ９／ １８ １１：００ 美杉下之川体育館 

敬老会の予定 

道の駅美杉 

    サンクスフェスタサンクスフェスタ  
  ～みすぎから送ろう復興のエール～～みすぎから送ろう復興のエール～  

 ９/２４（土）10：00～14：30  

   ウッディフェスタ同時開催 
お問い合わせ：道の駅美杉(☎)２７５－０３９９ 

   ウッディフェスタ事務局(☎)２７２－０１３５ 

   総合支所地域振興課 (☎)２７２－８０８５ 

月 日 健康相談 健康度チェック 

 ６（火） ○  

９ 13（火） ○  

 20（火） ○ 脳の若さ度チェック 

 27（火） ○ 脳刺激トレーニング 

健康相談 
           下之川地域住民センターにおいて保健師による健康相談を毎週火曜日に実施しています。 

             今月の健康度チェックは「脳の若さ度チェックと脳刺激トレーニング」です。 

             是非ご利用ください。 

 

 
 

【問い合わせ】 

☎ 276-0333（相談日時のみ） 

☎ 272-8083（相談日時以外）総合支所市民福祉課 
 健康相談時間 ･･･ 9：30～12：30 

  健康度チェック ･･･ １回目10：00～10：30、2回目11：00～11：30              

自分の健康は自分で守り、いきいき人生を 

たのしみましょう。 

     行政相談・人権相談 
 

日時：平成２３年９月１５日 （木） 午後１時３０分～ 

     場所：グリーンハウス美杉 （美杉町八知） 

＊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。 

   【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         

森林セラピーロードを歩こう！ 
 美杉地域は、東海三県で唯一の森林セラピー基地に

認定されています。地域内には、８つのコース（ロー

ド）があります。 

 食欲と運動の秋にセラピーロードを歩こう！ 

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」 

 「レークサイド 君ケ野」  
                 をご利用ください。   

 

心ふれあう市民のつどい 

     人権問題講演会 

『メディアと人権』 
    講師：藪本雅子氏 
（元日本テレビアナウンサー） 

日  時：平成２３年９月２５日（日） 

     午後１時３０分～３時 

場  所：美杉総合開発センター大集会場 

お問い合わせ：美杉人権センター 

     (☎)２６２－７８７８ 

美杉満喫物産展 

「ええとこまつり」 
と き：平成23年10月1日（土）10時から15時 

ところ：久居インターガーデン内駐車場（久居明神町） 

内 容：特産品販売やオリジナル美杉弁当の試食会 

    地元のよさこい・太鼓披露、抽選会など 

主 催：津市美杉物産協議会（津市委託事業） 

お問い合せ：津市美杉物産協議会 

  （津市商工会美杉支部内、電話２７２－００８０）  

   お 知 ら せ 


