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美里人権フェスティバルが開催されました

焼き芋、とってもおいしかったよ！

１１月１２日にみさと幼稚園で焼き芋パーティーが
１２月１日、美里文化センターホールにて2012美
ありまし た。地域の方にお世話になり、園児らが
里人権フェスティバルが開催されました。当日は、
掘った芋を本格的な石焼き芋器で焼きました。
美里地域内外から約１８０名の方の参加があり、地
焼きたてホクホクの芋をお腹いっぱい食べて満足
元の美里龍神太鼓・龍童太鼓の演奏、人権作品の
そうな子どもたちでした。
紹介・表彰、美里中学校人権サークルの取り組み
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
や震災ボランティアに参加した活動紹介、ＰＴＡによ
るコーラスが行われました。
園児による大人顔負けの熱演！

イルミネーションの点灯式が行われました
１２月１日、南長野生活改善センター（美里町南
長野）で、今回で１０回目となる南長野イルミネー
ションファンタジーの点灯式が行われました。セレモ
ニーには市長はじめ来賓も出席し、来場者のカウン
トダウンに合わせて青龍やフェニックスなどのイルミ
ネーションが一斉に点灯されました。
このイルミネーションは、１月１３日（日）までの毎
日、１７時３０分から２２時まで点灯されています。
１２月６日、７日にみさと幼稚園遊戯室で生活発
表会が行われました。友達と一緒に役になりきって
劇をしたり、合奏や歌を披露したりしました。ちょっ
ぴり緊張する場面も見られましたが、子どもたちの
一生懸命で、成長した姿にたくさんの拍手が送ら
れ、親子共々、楽しい時間を過ごしました。

地域住民への防火啓発活動が行われました
１１月１１日、小雨の降る中、地域住民の防災意識を高めるため、消防団美
里方面団による防火啓発パレードが、美里地域全域で行われ、あわせて防
火診断が、穴倉区自治会にて、消防署美里分署職員とともに各戸訪問して
行われました。
この防火啓発事業は、毎年、春と秋に実施しており、次回は３月に実施の
予定で、防火診断については、長谷山ハイツ自治会を訪問させていただく予
定ですので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

「新年を迎えて」
巳年生まれの皆さんのひと言
今回は、新春特別編として、今年の干支・巳年生
まれの皆さんに、今年の目標、今夢中になっている
こと、自分の健康法、お正月の過ごし方などをお話
しいただきました。
（「美里のここのこんなもの」のコーナーはお休みさ
せていただきます）
小川大輝さん（平成１３年生まれ：南長野）
毎年の夏には、南長野のかんこ
踊りで太鼓を叩いています。小学
２年生から始めました。去年は雨
だったけど、玄関の前で一生懸
命叩きました。６年生になったら、
もう少し難しい曲にも挑戦してみ
たい です。兄弟は弟が二人で、
普段はケンカをすることもあるけ
ど、お正月には家族みんなでお
母さんの実家に泊まりにいくこと
が楽しみです。今はそろばんを習っていて、もっと級
が上がっていけるようにがんばっています。自分の良
さを発揮して、悔いの残らない小学校生活を送りたい
です。
櫻井亜紀子さん（平成元年生まれ：家所）

奥田裕久さん （昭和４０年生まれ：平木）
私は旧津市の出身ですが、長く
東京、神奈川で生活をし、そして美
里の景観、歴史、文化に惚れて５
年前に家族と共に移住してきまし
た。縁もゆかりもないところだと思っ
ていたのですが、実はもともとうちの
ご先祖は北長野の出身！いまの長
野小学校のすぐ下に家があったそ
うです。その小学校に娘が通って
いるのですから不思議なめぐり合わせです。地域活
性化を目的とした情報発信を主な事業としたＮＰＯの
運営をしています。その拠点を平木にオープンさせる
予定です。そのときはぜひ遊びに来てくださいね！
谷口正晴さん（昭和２８年生まれ：三郷）
以前読んだ本に、「人生８０年、最
初の２０年は勤勉・人間形成、次の
４０年は仕事と家庭、後の２０年は自
   
分へのごほうび」である旨のことが
書かれていました。私も仕事を引退
   
したら、自分へのごほうび を充実し
たいと思っています。釣り、旅行、読
書、家庭菜園、友人との飲み会・プ
ライベートゴルフ…等々時間を有意
義に過ごしたいですね。それと、自宅の空き部屋を利
用して、好きな音楽にどっぷりとつかりたい･･･なんて
思いもあります。もちろん、健康は大切に！気持ちは
若く！…で、過ごしたいです。

村治敏子さん（昭和１６年生まれ：足坂）
社会人１年目なので、今は仕事
民生委員・児童委員の命を受け
に慣れていくことに精一杯でなかな
て９年目に入りました。地域の人々
か自分の時間がないですが、２年
とのふれあいを通して多くのことを
ほど前から始めたスノーボードは、
学ばせていただきました。あいさつ
もう少し上手くなりたいなって思っ
や何でもない言葉一つから始まる
てます。それと、まだ海外に行った
話題の広がりや笑いがお互いを知
こ と が な い の で、ハ ワ イ や 韓 国 と
るきっかけの一つになります。私も
か、行ってみたいですね。いつ頃
今まで通り声かけを心がけ、地域
からか、毎年元旦には家族で経ヶ
の人との交流の場を大切にしてい
峰に登るのが恒例になっているの
きたいと思います。週３回のゲート
で、今年も登っていると思います。
ボールは健康維持のためにも続けていきたいと思い
以前から友達と富士山に登りたいと話してるので、今
ますし、年に数回しかしていないグラウンドゴルフも楽
年こそ登りたいですね。
しみの一つとして、もっと機会をふやしていければと
上村百妃子さん（昭和５２年生まれ：家所）
思っています。
４月から娘が小学校に入学しま
す。準備も着々と進み、親子共々 土井義勝さん（昭和４年生まれ：南長野）
楽しみとドキドキでいっぱいで、今
シルバー人材センターで、草
から待ち遠しいです。お正月は、
刈や剪定等の作業を、もう１０年
主人の実家に帰りおせち料理を
以上させていただいています。
作ったり、初詣に出かけたり、家族
若い頃は人の嫌がる作業でも進
みんなでおとそをいただいたりし
んでしたものですが、今は、無理
て、ゆっくりのんびりと過ごしたいと
をしてケガでもしたら、人に迷惑
思います。自分の時間も持てるよう
をかけてしまうので、そうならない
に な っ た の で、今 年 は 色 々 な ス
ように気をつけています。これと
ポーツをして体力作りをし、自分磨
言って特にしていませんが、シル
きをしたいですね。それと家族でたくさん旅行にも行 バー人材センターで自分より若い人たちと一緒に作
き、健康で笑って過ごせる一年にしたいと思っていま 業することや田、畑仕事など、毎日何かしら体を動か
す。
しているのが健康の秘訣ですかね。できるだけ人に
迷惑をかけないように、元気でおりたいものですね。

美里保健センターからのお知らせ

【美里保健センター 電話２７９－８１２８】

感染予防のために“手を洗いましょう”
感染性胃腸炎の患者数が急増し、１１月～１２月の一定期間の比較では、昨年は過去１０年間で平成
１８年に次ぐ２番目の水準となっています。また、例年１月になるとインフルエンザも流行してきます。
このような感染症を予防するには「手洗い」が基本となりますので、皆さんも十分に心がけてください。

新年から運動を始めてみませんか
新年の抱負に「今年こそ運動するぞ！」「体重を減らすぞ！」と考えた方、ぜひ美里保健センターの運
動施設をご活用ください。歩行専用プールを久しぶりに利用する方や初めて入るという方には「初心者
ウォーキング」受講をお勧めします。
運動施設を初めて利用するという方はまず利用講習会を受けてくださいね！
ストレッチ体操の模様

講座「水中運動」の模様

地域の人とふれあう文化祭
１１月１０日、辰水小学校ふれあい文化祭が開催されました。午
前９時から体育館で子どもたちの音楽発表があり、歌や合奏できれ
いな声や音色を披露しました。またゲスト演奏として「雅成会（がせ
い か い）」の 皆 さ ん が、笙（し ょ
う）や 篳 篥（ひ ち り き）、龍 笛
（りゅうてき）など５種類の和楽
器を使って雅楽を演奏しまし
た。雅楽を身近に聴くことがで
き、子どもたちや保護者の皆
さん、地域の皆さんは日本古来の響きを味わいました。
また、この日は校舎内で子どもたちの図工作品、そして保護者の
皆さん、地域の皆さんから数多く出品された作品の展示もあり、文
化祭を通して会場は地域のふれあいの場として、多くの来場者があ
りました。

高宮公民館リニューアルオープンのお知らせ
高宮公民館は、改修工事により休館していましたが、平成２５年１月４日（金）より開館させていただきま
す。皆さまのご利用お待ちしております。
改修により部屋の間取りが、配置図のとおり変更になり、西側から事務室、実習室、和室、トイレ、会議
室、研修室となります。
なお、開館に伴い、美里事務所で行っておりました公民館受付業務等は、高宮公民館にて行います
（８時３０分～１７時１５分。土、日祝祭日及び年末年始を除く）ので、よろしくお願いします。
問い合わせ
美里事務所 電話 ２７９－８１２１
高宮公民館 電話・ＦＡＸ ２７９－２３３０（１月４日より）
N

《高宮公民館配置図》

和室

ボランティアによる花壇の整備が
行われました
１１月１２日、美里園芸ボランティアの会員及び
地域の住民の方など２１人が、国道１６３号沿いの
花壇（北長野地内）にパンジーなどの花苗約２,５
００株を植栽しました。同会では、年２回の苗の植
え替えの他、公共施設の花壇整備や維持管理等
を通して、住み
よい地域づくり
を行っていま
す。

「美里のここのこんなもの」 投稿募集中
このコーナーに掲載する「美里のここのこんなもの」を
募集します。地域の皆さんが大切にしているものや、お
気に入りの場所など、ジャンルは問いません。
デジタル画像２～３枚と、簡単な原稿を添えて投稿を
お願いします。
問い合わせ／美里総合支所地域振興課
電話 279-8112

研修室

１月の行事のお知らせ
石井ただし写真展
５日（土）～３月２６日（火）
会場：美里ふるさと資料館
休館日：毎週月曜日（ただし、祝・休日の場合は
翌日）
ころころ広場
７日（月） ９時３０分～１１時３０分
会場：美里社会福祉センター
津市消防団美里方面団表彰伝達式
１３日（日） １４時～
会場：美里文化センター
栄養士による栄養相談
２５日（金） 受付時間 ９時３０分～１１時
会場：美里保健センター
※予約制です。相談ご希望の方は美里保健セン
ターまでご連絡ください。（電話 ２７９－８１２８）

