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 8月11日（木-祝日）、新津市誕生10周年第２８回みすぎ夏まつり納涼花火大
会が開催されました。大会当日は天候にも恵まれ、観客数は約15,000人（主催
者発表）で大盛況となりました。第1部では美杉連山のろし太鼓、こども盆踊
り、よさこいが行われ、第２部の打ち上げ花火が上がり始めると観客席からは
「音が凄い」「美杉の花火と言えばこの音」と山々に轟く大音
響を褒め称える声が聞かれました。 
 また、美杉の夏の風物詩となっている美杉手筒会による『手
筒花火』の勇壮な姿をカメラに収めようと市内外はもちろん、
県外からも多くのファンが集まっていました。 
（打ち上げ２時間前から数百人が撮影場所を確保するために陣
取りをする姿も毎年恒例となっています。※右写真） 
 最後になりましたが、みすぎ夏まつり納涼花火大会は、山間
に轟く「大音響」、男たちが心で上げる「手筒花火」の素晴らしさはもちろんの
こと、大会に関わる全ての人の「美杉を元気にしよう！」という損得勘定なしの
熱い思いにより支えられているからこそ開催することができる地域を挙げての
ビックイベントです。この場をお借りし皆様からのご協賛・ご協力に厚くお礼申
し上げます。         みすぎ夏まつり実行委員会 実行委員長 日髙
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 ７月１７日（日）に八知地内の雲出川上流に

おいて、第２１回美杉鮎釣り大会が行われまし

た。 

 今回は総勢４０人の腕に自信のあ

る太公望が持ち前の技を披露してい

ました。 

 当日の釣果と上位の方は次のとお

りでした。 

優 勝 木邨 忠司さん 津市白山町 １６匹 

準優勝 黒宮 修行さん 津市一志町 １２匹 

第３位 寺崎 昌一さん 津市戸木町 １１匹 

  

 なお、参加者が釣り上げた鮎の一部（約２０

０匹）は、美杉町内の特別養護老人ホームに寄

贈されました。 

川魚つかみと火の谷温泉コースウオーク開催 
 7月２３日（土）美杉町八知の森林セラピーコースである、火の

谷温泉コースで、ウオークイベントが開催されました。若干天候

が心配されましたが、主催者である森林セラピー基地運営協議

会火の谷拠点部会の方々の熱意が雲を吹き飛ばし、イベントは

大成功でした。参加した子どもたちは川の中での魚つかみに夢

中になっていました。 

 お昼には、参加者がつかまえた魚の塩焼きや流しそうめんを、

八知地域活性化協議会と小西地区のみなさんに準備していただ

きました。外でみんなで食べる焼きたての塩焼きや流しそうめんは

格別のおいしさで、参加者のみなさんは大変喜ばれていました。

おなか一杯になって後半のウオーキングも元気に終え、最後に手

作りのお土産もあり、参加者は夏の１日を満喫されました。 
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    大雨時の津市コミュニティバス（美杉地域）の運行について 

  大雨警報などの発令時、雨量規制がかかった場合コミュニティバスの運行を休止したり、運行ルー

トの一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  上記がコミュニティバス（美杉地域）運行ルートの雨量規制区間です。雨量規制区間は、大雨な

どの異常気象時に事前に設定した基準の雨量に達した段階で通行規制する区間です。通行止めにな

る基準には「時間雨量」と「連続雨量」があり、どちらか一方が基準値を超えると通行止めになり

ます。運行を休止する場合は、防災無線放送でお知らせします。 

 コミュニティバスの運行状況については、美杉総合支所地域振興課（☎272-8080）までお問合せ

ください。 

※雨量規制に関しては三重県ホームページより抜粋（県土整備部道路管理課☎059-224-2675） 

         霧山薪能と茶会、雅楽、箏の演奏   

 

 

●日時● 10月1日（土）  茶会と箏の演奏：14:00～16:30  

              雅楽：16:40～17:20  

               薪能：17:30～20:00 

●場所● 北畠神社境内(美杉町上多気)       

   ※雨天の場合は薪能、雅楽については美杉多気体育館 

    茶会、箏の演奏については北畠神社会館ホールで開催 

●内容●                               能「葵上」 

 ☆能「葵上」喜多流 長田 驍さんほか 

 ☆狂言「口真似」和泉流 井上 松次郎さんほか  ☆仕舞「龍田」「松虫」「蝉丸」「大江山」 

 ☆茶会（白山高等学校茶道部）          ☆箏の演奏（セントヨゼフ女子学園箏部） 

 ☆雅楽（みえ雅楽会）         

  

 池泉回遊式の庭園美を堪能しながらのお茶、雅楽、箏演奏を、夕刻からは荘厳な雰囲気の中で繰り

広げられる能・狂言の幽玄の世界をお楽しみください。 

 

                    問い合わせ先 文化振興課  ☎２２９－３２５０ 
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 歳をとるにつれ、暮らしの中で体力の衰えを自覚することはありませんか。積極的に身体を動かし

て「いつまでも自分らしい」生活が楽しめる体力づくりと健康維持のために、まずは体力測定会に参

加してみましょう。体に負担の少ない測定方法ですので、体力に自信がない、また、運動が苦手な方

も安心して行えます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

開催日）１０月１９日（水） 

開催時間）午後１時３０分から午後３時３０分 

会場）美杉総合文化センター 

内容）体力測定４項目 

    握力、長座体位前屈、開眼片足立ち、５ｍ歩行 

受付）当日、現地で行います（事前予約不要） 

対象者）６５歳以上の市民  

参加費）５０円（当日、徴収します）  

持ち物）運動できる服装、タオル、水分補給のお茶等 

★当日、測定結果をお渡しします 

※体力測定前に健康チェックを行い、安全に測定

ができる健康状態か確認いたします。チェック結

果によっては、測定をご遠慮いただく場合もあり

ます。 

実施事業所）NPO法人大学拠点ヘルシーライフ 

       研究機構   

【お問い合わせ先】津市介護保険課 ☎ 229-3149 

集団健診・がん検診・健診結果説明会等のお知らせ 
      ～年1回、健（検）診を受けましょう～ 

下記の日程で健（検）診を実施します。対象で受診券をお持ちの方は、申込み
開始日から、三重県健康管理事業センター（電話059-221-5115）までぜひお
申込みください。受診券が届かない人は、下記までお問合せください。 

◎対象者や内容等詳細については、受診券に同封されるお知らせまたは広報津6月16日号同時配布の「平成28年度津
市がん検診と健康診査のご案内」（冊子）をご覧ください。 
(※1) 特定健診とは、津市国民健康保険に加入中の40～74歳の人が受けられる健康診査のことです。 
(※2) 65歳以上の人は肺がん検診か結核検診のどちらかの選択となります。 
【問い合わせ】  ＜特定健診＞ 津市保険医療助成課 保険担当 ☎ 229－3317 

           ＜後期高齢者健診＞ 津市保険医療助成課 後期高齢者医療担当 ☎ 229-3285 

 受診後に届く健診
結果を持ってお越
しください！ 
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７月３０日（土）、下之川区主催による「下

之川バイパス竣工記念碑」除幕式が開催されま

した。 

式典には地元住民のほか、多数の関係者が出

席し、竣工記念碑がお披露目されると会場には

拍手が沸き上がり、５月２１日のバイパス開通

により下之川区の交通アクセスの向上を出席者

全員で喜びました。 

 

「下之川バイパス竣工記念碑」除幕式 

親子のふれあいと交流の場として、毎月集まってい

ます。ぜひ、気軽にお越しください！  

日時：9月23日（金） 

   10：00～13：00頃 
場所：美杉保健センター 

講師：ヘルスメイトさん 

メニュー：とうもろこしご飯、タンドリーチ 

      キン、なすのステーキ、炊飯器 

      でできるケーキ 

持ち物：参加費500円（1家族）、エプロン、 

      三角巾（バンダナ）、手拭きタオル等 

※申込〆切：9月16日（金） 

お問い合わせ先 美杉保健センター 電話２７２－８０８９ 

託児あり 

ヘルシー料理教室 保護者のみの

参加大歓迎！ 

子育てサークル 

そらまめのお知らせ 

君ケ野ダム公園環境保全協議会による君ケ野ダム公園の環境整備

君ケ野ダム公園環境保全協議会（日髙晃協議会長）は７月１８日

（月、祝日）に君ケ野ダム湖畔の環境保全を目的として、君ケ野ダム

公園周辺の草刈り等の環境整備作業を実施しました。 

この日は会員３５人が草刈り機や鎌等の清掃用具を手にして午前

８時３０分に集合場所である君ケ野ダム公園駐車場に集まり、１１時

３０分までの長時間、猛暑の中、汗だくになりながら草刈りや桜の木

の手入れ等の作業を行いました。 

この環境保全作業のきっかけは、一昔前に君ケ野ダム公園を桜の名所に

しようと有志が集まり、一人１本の桜の木を植栽して毎年周辺の草刈り等を

行っていましたが、桜の管理者の転

出や高齢化により清掃作業等に支

障をきたすようになりました。 

 そのため、竹原地区の住民により

君ケ野ダム公園の桜の木を守ることを目的として君ヶ野ダム公園環

境保全協議会を設けて、毎年７月に公園、及びその周辺の環境保全

を行っています。 
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 新津市誕生１０周年を記念して、「上方演芸会」の公開録音を行います。観覧を希望される方は、お申し込
みください。 
 

と き  １０月１４日（金）開場 １８：００ 開演 １８：３０ 終演 ２０：００（予定） 

ところ  津市美杉総合文化センター 多目的ホール 

出 演 

 

 

 

 

司 会  宮崎大地アナウンサー（ＮＨＫ大阪放送局） 

入場料  無料（事前申し込みが必要です） 

応募方法 郵便往復はがきでお申し込みください。 

※応募多数の場合は抽選 

 （入場整理券１枚で２人まで入場可能・満１歳以
上のお子様から入場整理券が必要） 

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選のほ
か、ＮＨＫの受信料のお願いに使用する場合が
あります。 

※インターネットオークション等で転売目的とした
お申し込みは固くお断りします。なお、売買を目
的としたお申込みであると判明した場合には、
抽選対象外とさせていただきます。 

※当選はお１人様１通とさせていただきます。 

締め切り   ９月１６日（金）必着 

主 催  津市、ＮＨＫ津放送局 

放送予定 １１月１３日（日）１５：３０～１５：５５ 

   １１月２０日（日）１５：３０～１５：５５ 

   （ラジオ第１・全国放送／国際放送） 

         ※ 放送日時は変更になる場合があります。 

問い合わせ ＮＨＫプラネット中部 電話 ０５２－９５２－７３８１ 

   （平日 １０：００～１８：００） 

   津市美杉総合支所地域振興課 電話 ２７２－８０８０ 

   （平日 ８：３０～１７：１５）  

大木こだまひびき アインシュタイン ザ・ぼんち 海原はるか・かなた 

４６１－０００５ 

【往信おもて】 【返信うら】 

【返信おもて】 【往信うら】 

往信 

返信 

愛知県名古屋市東区 

東桜１－１３－３ 

ＮＨＫプラネット中部 

「上方演芸会」係 

何も書かないで 

ください。 

抽選結果を 

印刷します 

郵便番号 

あなたの住所 

       名前 

あなたの郵便番号 

住   所 

名   前 

電話番号 

新津市誕生１０周年記念 

ＮＨＫラジオ「上方演芸会」公開録音 

観覧者募集！！ 
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  八幡地域活性協議会  

 伊勢本街道奥津宿街道市

 開催日：９月１０日（土）  

 午前８時３０分～午後２時 

 場所：美杉町奥津  

 ＪＲ名松線伊勢奥津駅裏  

国道３６８号線沿い 

 街道市の“のぼり”が目印です。 

 あまごの塩焼き・新鮮野菜の即売会を開催し

ます。 

 活性化のメンバーが心を込めておもてなし 

します！是非お立ち寄りください。 

＊小雨決行。悪天候の場合は中止となります。 

お問い合わせ 八幡出張所 ☎ ２７４－０２２２  

 

   八幡公民館 地域力創造セミナー  

  郷土料理教室 参加者募集！ 

 開催日：９月２７日（火）  

 午前９時３０分～１２時３０分まで 

 場所：八幡地域住民センター 

 講師：食生活改善推進協議会美杉支部坂本朝江さん 

 受講料：無料 募集人数：１５人 

 材料費：４００円 事前に徴収します。 

 持ち物：エプロン・三角巾・マスク 

 申込方法：電話または窓口にてお申込下さい。 

 申込先：八幡公民館 ☎２７４－０２２２ 

 （土日祝日を除く 午前８時３０分～午後５時まで） 

 申込締切：９月２０日（火）午後５時まで 

  コミュニティバス 川上ルートがご利用いただけます。 

 【行き】川上９時１７分発 【帰り】１３時４分発 

  お問い合わせ 八幡出張所  ☎ ２７４－０２２２  

栄養パトロールからお知らせ 

季節のお野菜を使ったレシピを紹介します！！ 

さっぱり焼きなす 

＜材料１人分＞  
長なす 2本（180g） 
だし汁 1カップ 
みりん 大さじ１ 
薄口しょうゆ 大さじ１ 
おろし生姜 適量 
好みの具 
（かにかまぼこ、錦糸卵、 
 きゅうり、枝豆等） 
       

＜作り方＞   
①なすはへたまわりに切り込みを入れ、グリルや焼き網の上で軟らかくなるま 
 で10～14分くらい焼く。 
②焼けたら、やけどしないように切り込みを入れたところから皮をむく。 
③なすが冷めたら、縦方向に細かくさいて皿に盛り、調味料を合わせたものを 
 上からかけて、冷蔵庫で冷やす。 
④なすに味が含んだら、上に好みの具とおろし生姜をのせる。 
 
★なすは約94％が水分で、含有量こそ多くはないものの、ビタミンB群、ビタミン
C、カリウム、鉄、カルシウム、食物繊維を幅広く含んでいます。そのため、夏バテ
解消、アンチエイジング、ダイエット、便秘予防に効果があると言われています。 

≪９月の巡回栄養相談窓口≫ 
食生活や栄養バランスのことなど、栄養に関するご相談を管理栄養士が無料でお受けします。 
日時：９月２３日（金）１０時～１５時  場所：三多気集会所  
 ご希望の方は、美杉保健センター（☎272-8089）へご連絡ください。 

一人分 エネルギー45Kcal  たんぱく質5g 
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美杉人権学習会のお知らせ 

◆多気地域◆ 

 日時：９月２９日（木）午後７時３０分～ 

 場所：多気地域住民センター 

 内容：目野秀久さん（明音寺住職）による 

    お話「私のものさし・ほとけさまの 

       ものさし」 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

 美杉人権学習会実行委員会 

（教委美杉教育事務所）☎２７２－８０９１ 

物事に対する見方

や考え方などを見

つめなおすヒントな

ど、やさしく語ってい

ただきます。 

 やちほいくえんだより   ２０１６・９ 
 ７月にプール開きがありました。初日は少し不安な顔を見せた子どもたちでしたが、今では元気

いっぱいに体を動かして心地よさそうな表情を見せてくれています。 

 ワニさん歩きをする子やゆっくり座って満足気な子、顔を水につけて嬉しそうな子など楽しそうな

声が響いています。 

 日々たくましく成長していく子どもたちの姿を大切にしていきたいと思います。 

 夏から秋に移り変わる季節に、名松線の復旧でに

ぎわうＪＲ伊勢奥津駅か

ら、三多気の桜で有名な

真福院までのコースを、

知っているようで知らな

い歴史の話を聞きながら

ウオーキングします。 

日 時 ：１０月２３日（日）９：００～ 

コース ：ＪＲ名松線伊勢奥津駅をスタートし、 

     三多気の真福院で折り返し、ルートを 

     変えてＪＲ伊勢奥津駅まで戻ります 

内 容 ：森林セラピーコースにもなっている 

     伊勢本街道や真福院までの参道を歩く 

     ウオークイベントです 

参加費 ：おひとり２，０００円（弁当付き） 

募集期間：９月２０日から１０月１４日まで 

募集人数：５０人 

お申込み：津市森林セラピー運営協議会事務局まで 

     ＴＥＬ 272-8082 



    ～竹原公民館～ 

「陶芸教室」参加者募集！ 

 芸術の秋！お茶碗や湯呑など普段使いの器を

自分で作ってみませんか？型に合わせて作るの

で初心者の方でも大丈夫！陶芸を楽しんでいただ

けます。ご参加お待ちしています！！ 

○日時  １０月５日（水） 9：00～11：00 

○場所  竹原地域住民センター 

○受講料 ３００円 

 ※別途、材料費２０００円程度が必要です 

○講師  前田憲生さん 

○募集人数 ２０人 

○申込先 竹原公民館 

      （℡262-3014） 

○申込期限 ９月２３日（金） 

  伊勢竹原駅       伊勢鎌倉駅        伊勢八知駅         比津駅          伊勢奥津駅 
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７月２３日（土）、下之川グラウンドで下之川グ

ラウンドゴルフ大会が開催されました。 

この日は天候にも恵まれ小学生の参加もあり３６

人が集まりました。参加者は日ごろの練習成果を発

揮し、「ホールインワン」とともに歓声が出ていま

した。競い合いながらも交流を図り楽しい時間を過

ごしました。 

下之川グラウンドゴルフ大会 

 名松線を守る会の景観整備推進委員会（藤田久志委員長）が８月６日（土）に美

杉町内の名松線各駅及びその周辺に花苗の植え付けを行いました。 

 本年３月の名松線全線復旧の際、名松線を守る会が美杉中学校の生徒たちの

協力を得て作成した町内５駅に設置していますプランター５７個にマリーゴールド

を植栽しました。 

 このプランターには、春にパンジーが植えられていましたが、今回は新たに鹿等

の獣害に強いマリーゴールドの苗２５０本を市から提供を受け、各地区から参加い

ただいた委員が最寄り駅に別れて実施しました。 

 また、プランターの土６０袋はＪＡ三重中央様からご寄付をいただきました。 

 景観整備推進委員会では名松線の車窓から見える沿線の草刈りも現在検討し

ています。 

名松線を守る会、景観整備推進委員会が各駅周辺に植栽を実施 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcjtJq1XUnoAQRuU3uV7/SIG=13iie7r1m/EXP=1471051885/**http%3a/4.bp.blogspot.com/-dzki4FZCyjI/UVWMk6F5bXI/AAAAAAAAPKo/X2ix4FgJSgY/s1600/tougei_man.png
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 ７月３０日（土）太郎生地域づくり協議会が運営するた

ろっと三国屋で「フラダンスの夕べ」と題してフラダンス

ショーが開催されました。 

 この日は津市を中心に活躍されているフラダンスグ

ループ「津パラア」のメンバーが全１１曲フラダンスを踊

られ、会場に訪れた皆さんはハワイの浜辺でいるような

雰囲気のなか、夏の夕べのショーを楽しまれていまし

た。 

 納涼祭in美杉ホットテラス 開催！！  社会福祉法人洗心福祉会  

 ７月２８日（木）16：00～美杉町下之川の美杉ホットテラス（下之川住民交流セン

ター、洗心福祉会美杉クリニック、第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シル

バーケア豊壽園の愛称）におきまして、初めての夏祭り「納涼祭in美杉ホットテラ

ス」が開催されました。今回の納涼祭につきましては、下之川地区自治会様、まち

づくり推進協議会様、津市美杉総合支所様にもご協力を頂き盛大に開催すること

ができました。当日は下之川地区の住民の皆様や美杉・第二美杉・白山シルバー

ケア豊壽園のご利用者様・ご家族様合わせて約１２０人以上の参加となりました。 

 また、太郎生大正琴華による演奏、ブーゲンビリアによるフラダンス、庄屋de楽

団によるウクレレ演奏、最後は洗心福祉会美杉クリニック院長の田島先生と琴の

磯輪先生による詩吟と琴のコラボレーションが披露され会場は大変盛り上がりま

した。屋台も出店し、やきそば、フランクフルト、かき氷等に行列ができ、大盛況の

お祭りとなりました。また来年も皆様にご協力いただき、この納涼祭in美杉ホットテ

ラスを盛り上げていきたいと思います。  

津市美杉ふるさと資料館パネル展 

  元鈴鹿市立白子小学校長小林秀樹氏が長年

にわたり太平記ゆかりの地を訪れた記録と写

真をご覧いただけます。 

  北畠氏が活躍した激動の南北朝時代、あな

たも小林氏とともに、その足跡をたどってみ

ませんか。 

展示期間：９月２４日（土）～１０月１６日（日） 

（期間中、９月２６日（月）、１０月３日 （月） 

                          １０月１１日（火）は休館日） 

開館時間：９：００～１７：００（入館は１６：００まで） 

※パネル展は９月２４日（土）のみ１０：００～ 

場所：津市美杉ふるさと資料館研修室 

入館料：無料 

お問合せ先：津市美杉ふるさと資料館 

                                     ☎ ２７５－０２４０ 
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① ② ③ ④ 

⑤ 
⑥ 

６月２１日に美杉小学校５年生と保護者が力を合わせて作成した案山子（かかし）が子どもたちの手に

よって７月１５日に道の駅美杉の前の田んぼに立てられました。 

 この案山子は、９月末頃まで立てられる予定で、投票によりベスト案山子が選ばれます。 

投票箱と投票用紙は案山子設置場所と道の駅美杉にありますので、皆様の投票を是非お願いします。 

また、この案山子たちは１１月３日に開催される農協祭りにも参加する予定になっています。 

⑦ ⑧ 

※ 写 真 の 上 の

番号は、投票時

の番号です。 

⑨ 
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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 ２日（金）・２３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 相談日のみ☎２７６－０３３３  

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

～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・事前申込不要 

楽しみながら 健康について いっしょに学んでみませんか！  

 前期第６回 「フット（ほっと）一息。 

     歩行を守るために自分の足・爪と向き合おう！」  
        講 師：野尻 光子（一志病院看護師）      

 日  時 ９月1３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  

    月日（曜日）   開始時間   地区名  会 場 

  9月  6日（火） 11：30  太郎生   姫石の湯 

  9月１１日（日） 11：00    竹 原   美杉竹原体育館 

  9月１３日（火） 11：00  八 幡   姫石の湯 

 ９月１５日（木） 11：00    下之川   下之川住民交流センター 

 ９月２４日（土） 11：00  多 気   美杉多気体育館 

 ９月２７日（火） 11：00  八 知   美杉総合文化センター 

１０月 ２日（日） 11：00  伊勢地   美杉伊勢地体育館 

美杉地域敬老会日程 

 簡単！手軽にできる料理教室 

 きのこや里芋など、身近な食材を使った簡単

でおいしいメニューを作ります。いつもの料理

とはちがう味に出会えるかも‥。 

みんなでワイワイ楽しく作ってみ

ませんか？ 

日 時：9月20日（火）9時30分～ 

場 所：美杉総合文化センター調理室 

定 員：先着15人 

参加費：300円（材料代・保険代含
む） 

持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・手拭きタオル 

申し込み：9月７日（水）から 

【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。 
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