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 地域住民と行政の協働組織 

 美杉地域公共交通あり方検討会が発足 

 １２月２５日(木)、美杉総合文化センター多目的ホールにおいて第１回美

杉地域公共交通あり方検討会を開催し、規約を承認するとともに、会長に白

谷征雄さん(八知地区自治会連合会長)、副会長に日高晃さん(竹原地区自治会

連合会長)を選出して、地域公共交通あり方検討会が正式に発足しました。 

 この検討会は、津市総合計画後期基本計画地域かがやきプログラムの南部

エリア(美杉地域)が目指す

「地域の実情に合った利用し

やすい公共交通システムの整

備」に向けた取組みを、地域

住民の代表と行政が協働して

推進していくための組織とし

て設けられました。 

 今後は、後期基本計画が「(名松線の)全線復旧を踏まえ、交流機能として

同路線の活用を図り、森林セラピー基地ほか観光資

源等との連携を図るなど、沿線地域の活性化に向け

た取組を推進します」としているところから、名松

線や路線バス、コミュニティバスなどの公共交通の

現在の問題点を洗い出し、これらの公共交通をより

機能的に連携させ、地域住民の皆さんばかりでな

く、地域外から美杉を訪れていただく方々にも利用

していただきやすい交通システムにするための検討

を行うとともに、これらの公共交通を補完する交通

システムなども含めた話し合いが進められることになります。 

 検討会は、今後の話し合いの経緯を見て、必要に応じて委員を追加してい

くことにしており、話し合われた交通システ

ムが国の制度や法律に適合しているかどうか

の問題などは専門家のアドバイスもいただく

ことになっています。また、必要に応じ、公

共交通の利用者など地域住民の皆さんに直接

ご意見を伺ったり、アンケート調査なども実

施しますので、ご協力をお願いします。 

 なお、検討会の話し合いの模様は随時美杉

だよりでも取り上げ、地域の皆さんにお知ら

せしていきます。 

   ＜委員構成団体＞ 
 

各地区自治会連合会・名松線を

守る会・美杉老人クラブ連合

会・美杉地区社会福祉協議会・

美杉地区民生児童委員協議会・

NPO法人みすぎ杉の実福祉会・

美杉小学校・美杉中学校・美杉

小学校PTA・美杉中学校PTA・都

市計画部交通政策課・美杉教育

事務所・美杉総合支所 

 【 編 集 の 記 】 
 

 公共交通あり方検討会

が動き出しました。名松

線を守る会も、景観整備

に向けた具体的な活動に

入ります。今年も、た

ろっと三国屋にお雛さま

が飾られます。春に向

かっての胎動を感じる２

月号になりました。 
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 年末恒例の「歳末もちつき大作戦２０１４」

が、あったか正月を実現する会主催で１２月２１

日（日）、津市美杉高齢者生活福祉センターで行

われました。 

 この行事には、毎

年多数の市民の皆さ

んが参加いただいて

いますが、今回も中

学生をはじめたくさ

んの方に参加してい

ただきました。 

 また、前日の準備は、あいにくの雨にもかかわ

らず、ボランティアの皆さんや有志の方にお世話

になりました。つきあ

がったお餅は、８０歳以

上の高齢者のおみえにな

る８１２世帯に配布され

ました。 

 １２月１１日（木）、美杉総
合文化センターにおいて、

美杉老人クラブ連合会主催

の「平成２６年度老人大学」

が開催されました。当日は、

町内１３０人の会員が参加し、NPO法人お笑い研究

会理事長でユーモ

アコンサルタントの

矢野宗宏氏を講師

に、「笑いと健康」と

いうテーマでの講演

があり、「健康には、

笑うことが大切」と話され、参加された皆さんは、講

師のユーモアあふれる話に、終始笑顔で聞き入って

いました。 

 また当日は講師による落語
の披露もあり、盛り沢山な「老

人大学」となりました。 

美杉町チャリティゴルフ実行委員会から 

 美杉地区社会福祉協議会へ寄贈 

１２月１９日（金）、美杉ゴルフ倶楽部で開催された

チャリティゴルフ大会（１８３人参加）の寄付金が、樫谷

実行委員長から海住会長へ寄贈されました。 

チャリティゴルフ大会は、今回が３７回目の開催で、

毎年秋に行われています。毎回、美杉地区の福祉に

役立ててくださいと寄付が行われています。 

平成２６年度 

 老人大学が開催されました 
 歳末餅つき大作戦 2014 

 １２月２０日（土）、道の駅美杉において「おさかなま
つりｉｎ美杉」が盛大に開催されました。 

 当日は小雨の降るあいにくの天候となりましたが、
開会セレモニーの後、白塚水産加工業協同組合によ

る海産物の販売コーナーや、美杉特産品のコーナー

にはお目当ての品物を買われる人で大変賑わってい

ました。 

   おさかなまつりｉｎ美杉 
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 美杉地域内において、下記のとおり申告相談会が開催されます。 

 市民福祉課及び各出張所窓口では、申告の相談は行いませんので各会場へお越しください。 

 また、次の①から⑨の申告は、申告相談会会場で受けることはできませんので、税務署が開設する確

定申告会場（イオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール）で行ってください。 

①青色申告 ②損失申告 ③株式や土地等の譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得のある申告 

④初めての住宅借入金等特別控除を受ける申告 ⑤亡くなった人の申告 ⑥外国籍の人の申告  

⑦外国に住んでいる人を扶養にとる人の申告 ⑧個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の申告  

⑨特定支出控除の適用を受ける申告 
 

申告相談会 

下之川地域住民センター 2月3日（火）9時～11時30分   竹原地域住民センター 2月3日（火）13時30分～16時 

伊勢地地域住民センター 2月6日（金）9時～11時30分   太郎生多目的集会所  2月6日（金）13時30分～16時 

八幡地域住民センター  2月9日（月）9時～11時30分   多気地域住民センター 2月9日（月）13時30分～16時 

美杉総合文化センター   2月25日（水） 9時～12時（受付は11時30分まで） 13時～16時 

公的年金等受給者のための所得税等確定申告相談会 （白山公民館農民研修室） 

 2月4日（水）  9時30分～11時30分及び13時30分～15時30分   

確定申告会場 （イオン津南ショッピングセンターサンバレー２階イベントホール） 

 2月16日（月）～3月16日（月）9時～17時（土曜・日曜は開設していません。但し、2月22日(日)及び3月1日(日) 
は開設します。）※会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合がありますので、16時までにお越しください。 

問い合わせ：所得税等 津税務署☎228-3131  市県民税 津市役所市民税課☎229-3130  

申 告 相 談 会 日 程  詳しくは、広報津 １月１６日号をご覧ください。 

 １月１１日（日）、美杉総合文化センターにおいて、
恒例の「美杉方面団新春表彰伝達式」が１６０人の消

防団員が参加して盛大に開催されました。各受賞団

員の功績をたたえ磯田方面団長から表彰状が授与さ

れ、受賞者は、気持ちを新たにして表彰状を受け取っ

ていました。 

 受賞者を代表し、第３分団長の金子明彦さんが力

強く謝辞を述べ、さらなる消防団活動の精励恪勤（せ

いれいかっきん）を誓いました。 

  消防団新春表彰伝達式 
 今年も、たろっと（太郎生人）三国屋に２月下旬から
お雛さまを飾ります。 

 また、今回は｢たろっと三国屋ひなまつり週間｣に手
づくり工房の作品展を開催します。 

 たろっと三国屋で、春の訪れを感じながらゆったりと
した時間をお過ごしください。 
 

 開催期間：3月1日（日）～8日（日） 10時～16時 

  たろっと三国屋ひなまつり週間 
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川上ルートのコミュニティバスが、平成２６年 

１０月より新型車両で運行しています。 

新型車両の特徴は、従来の車両より座席数が多

く、低床車両でノ

ンステップになっ

ており、乗降がし

やすくなりまし

た。またスロープ

もついており、車

いすの方がご利用の際に

は運転手がお手伝いしますので安心してご利用

いただけます。新型車

両は、高齢者・障がい

者の方が利用しやすい

車両となっています。

ぜひご利用ください。 

 下之川ごんぼまつりのご案内 

 今年も、下之川ごんぼまつりが開催されます。 

仲山神社に400年ほど前から伝わるこの行事は、

子孫繁栄と五穀豊穣を祈願して行われる神事で、

「弓神事」や「まな板神事」が、古式にのっとっ

て行われます。 

 また、地元の皆さんが丹精込めてつくった「祭

ごんぼ」の販売や玄米小豆粥の振る舞いなども行

われますので、ぜひ

お越しください。 

 

 

     日 時  2月11日(水・祝) 

            10時～12時30分頃まで 

 

     場 所  仲山神社 (美杉町下之川) 

  名松線の全線運行再開に向け 

    名松線を守る会が沿線の景観整備に取り組む 
                    役員会が事業の詳細を決定 

 名松線を守る会は、１月１４日(水)に美杉総合文化セン

ター会議室において役員会を開催し、本年度事業の名松線沿

線景観整備事業の具体的な作業を決定しました。 

 守る会は、昨年１０月に景観整備推進委員会を設置し、整

備箇所や整備手法、作業に必要な人数等の検討を進め、この

たび委員会としての結論をこの日の役員会に報告しました。

役員会はこの報告を受けて慎重に協議し、概ね委員会の結論

に従って、八知小西地内における竹の伐採作業を進めていくことになりました。 

 作業は２回に分けて行い、１月３１日(土)の第１回の作業は役

員と景観整備推進委員会の委員で行い、２月２１日(土)の９時か

ら行われる予定の第２回目の作業については、７つの地区部会に

会員の参加を要請することになりました。 

 守る会では、これまでも駅周辺の草刈作業等に取り組んできま

したが、役員以外の会員による本格的な作業は初めてのこととな

りますので、会員の積極的な参加が期待されています。 

 コミュニティバス 

 川上ルートの車両が新型に！ 

スロープがついた新型車両 

座席を折りたたみ車いすもゆったり 

景観整備作業予定地 

作業内容などを協議する役員会 
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開催日：３月２２日（日） 
      第１部  ８：３０～１３：３０ 
      第２部 １４：００～１６：００ 
競技会コース：君ケ野ダム湖畔コース 
集合場所：レークサイド君ケ野駐車場 
参加費：１，５００円 
内容 
 第１部・・・ノルディックウオーキング競技会 
  タイムトライアル（４ｋｍ部門、７ｋｍ部門） 
  コンテスト（準備、姿勢、リズム、熟練度） 
 第２部・・・ノルディックウオーキング講習会 
  ノルディックウオーキングのスペシャリスト畑顕治さ 
 んを講師に迎え、運動指導など実技講習会を開催。 
募集人数：先着６０人 
応募期間：２月９日（月）～２７日（金） 
       ※土日を含む８：３０～１７：００まで 
 競技会詳細及び応募方法については、事務局まで
お問い合わせください。 
    【問い合わせ先】 
      津市森林セラピー基地運営協議会事務局 
          ☎  ２７２－８０８２（地域振興課内） 
          FAX ２７２－１１１９ 

 

 

 親子のふれあいと交流の場として、月2回集まりワイワイ遊ん

でいます。イベント終了後も会場でゆっくり過ごせますので、お

昼の持ち込みもO.Kです。ぜひ、気軽にお越しください。 

2月の予定 ☆天候により中止する場合があります。 

♡ 1月は、美杉保健セン

ターでヨガ教室と美杉お

はなし会ボランティアひま

わりさんに楽しいおはなし

会をしていただきました♡ 

日時：2月13日（金）10：00～12：00 

場所：美杉保健センター・調理室 

内容：お菓子の家（ミニサイズ）づくり 
（＊卵を使用しない生地で作ります。卵アレルギー

の方も安心して食べられます！） 

☆持ち物：参加費100円、エプロ

ン、手ふきタオル、飲み物 

☆ボランティアさんによる託児もあり 

☆事前に申し込みをしてください 

日時：2月27日（金）9：30～12：00 
    （健康相談・身体測定受付は～11：00） 

場所：美杉保健センター ☆持ち物：母子手帳  

お菓子作り教室 

子育てサークル そらまめ のお知らせ 

すくすく健康相談 
のびのび身体測定 

保護者のみの

参加大歓迎！ 保健師 

栄養士による 

ヨガ教室の様子。親子でこころも体もリフレッシュ！ 

参
加
者
募
集
！
！
 

問い合わせ  美杉保健センター ☎２７２－８０８９ 
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【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       
※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。 

お 

知 

ら 

せ 

下之川地域住民センターで血圧測定や尿検査等の健康相談を無料で

実施しています。是非ご利用ください。  

日 時 ６日（金）・２７日（金） ９時３０分～１２時３０分   場 所 下之川地域住民センター 

         問い合わせ 相談時のみ☎２７６－０３３３  

               相談日以外☎２７２－８０８４（美杉総合支所市民福祉課） 

２月健康相談 

～森もり元気になろに！美杉～ （健康づくり推進員）からのお知らせ  

   入場無料  申し込みは不要です。 

 

   後期第4回 『服用どうでしょう？薬と上手につきあうには』   
      講師： 上田 加奈子 （一志病院薬剤師）  

日  時 ２月１０日（火）13時～14時  場   所 一志病院管理棟２階会議室  

   問い合わせ 三重県立一志病院 外来   津市白山町南家城616 

       ☎262-0600（内線110） ＦＡＸ262-3264 電子メールihos@pref.mie.jp 

  三重県立一志病院健康教室 

美杉地域の人口  （平成２７年1月1日現在 住民基本台帳）  

地 区 竹 原 八 知 太郎生 伊勢地 八 幡 多 気 前月比 前年同月比 下之川 合 計 

人 口 ６６９ １，１２２ ９４１ ５１１ ５５０ ７３０ －１８ －１５８ ４８９ ５，０１２ 

６５歳以上 ３６５ ６１３ ３８９ ３００ ３３９ ４４０ －１ －５ ３１７ ２，７６３ 

高齢化率 54.56％ 54.63％ 41.34％ 58.71％ 61.64％ 60.27％ ＋0.18％ ＋1.59％ 64.83％ 55.13％ 

世帯数 ３１８ ５４６ ３９８ ２４５ ２８３ ３６５ －７ －２９ ２５２ ２，４０７ 

インフルエンザを予防しよう!！ 

 インフルエンザは毎年流行を繰り返し、
乳幼児から高齢者まで誰でも感染する危険
性があります。一人ひとりが感染しないよ
う、みんなでこころがけましょう。 

《予防のために》 

①外出するときはマスクをつけよう 

②外出後、調理前、食事前など、     

 石けんでよく手を洗おう 

③うがいを習慣づけよう 

④予防接種を受けよう 

①手のひら
を合わせて
洗う 

②手の甲を
伸ばすよう
に洗う 

③ 指 先、爪
先の内側を
洗う 

④指の間を
洗う 

⑤親指と手の
ひらをねじり
洗いする 

⑥手首も忘
れずに洗う 

mailto:電子メールihos@pref.mie.jp

