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もっと受けよう！がん検診！
日本人の死亡原因の第１位でもある『がん』！今、２人に１人ががんになる時代と
いわれています。健康な人の体でも１日5000個のがん細胞ができることが分かっ
ています。そこへ食習慣の欧米化や喫煙などのリスクが重なると、『がん』はさらに
増えていきます。

大切なことは「がん検診を受け、無症状
のうちに がんを早期に発見すること」で
す。早期に発見できれば、治る確率は
ぐんと高くなります。進行がんは部位に
もよりますが治療できない場合が多く
「手遅れ」になる危険性もあります。
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【編集の記】
今月号は、福祉にかか

今年度から、美杉地域の巡回検診
の日程・検診会場を増やしました。この
機会をお見逃しなく！
※詳しくは広報津6月16日号別冊「平成22

わることを「たより」として

年度津市がん検診と健康診査のお知ら
せ」または「がん検診・結核検診のお知ら
せ」をご覧ください。

域がいつまでも元気

お届けしたいと編集しま
した。人口減少とか高齢
化といわれる中で、「地
で・・・」との思いです。
さて、いよいよ夏。

問い合わせ：
美 杉 保 健 セ ン タ ー
電 話 ： ０ ５ ９ －
２７２－８０８９

稲も一段と大きく育ち、
緑も深まります。地元の
良いところに誇 り をもっ
て・・・・。
夏まつりも近づいてきま
した。ぜひとも良い天気
になるようお天道様にお
願いします。

美杉だより

Page 2

４９．８５

・・・・・・

地区

高齢化の現状と地域福祉

人口（人）

６５歳以上

高齢化率

竹 原

７４７

３５６

４７．６６％

高齢化が進んでいるといわれますが、今年の６月１日

【美杉地区社

現在の高齢化率は津市全体では２４．６％で、美杉地域

会福祉協議会

八 知

１，２９５

６３０

４８．６５％

は４９．８５％となっています。１０年前が約３８％でしたの

の事業】

太郎生

１，０７９

４１０

３８．００％

ふれあい茶

伊勢地

５８９

３１０

５２．６３％

論・いきいき集

八 幡

６７２

３８２

５６．８５％

こうした中で、津社協や美杉地区社協では、地域住民

会・花いっぱい

多 気

８３５

４６０

５５．０９％

の福祉向上を図り、お互いが助け合いながら、誰もが住み

運動・ふれあい

下之川

農園・お互いさ

５７０

３３７

５９．１２％

慣れた地域で豊かな生活が送れるよう、各種事業に取り
組んでいます。

まサービス・シ

合 計

５，７８７

２，８８５

４９．８５％

で、１０年間で１０％以上、毎年１％以上高齢化が進んだ
ことになります。

【津市社会福祉協議会の事業】
認知症予防教室・転倒予防教室・家族介護教室
はつらつ教室・権利擁護事業・配食サービス事業

ニア料理教室・木工教室・在宅介護リフレッシュ事業など
社会福祉協議会の事業をはじめ地域での活動に、でき
る限り参加して、健康で元気に暮らしましょう。

心配ごと相談事業、生活福祉資金貸付事業など

お世話をお掛けします・・・
民生委員・児童委員、主任児童
委員の皆さん
美杉地域では、民生委員・児童委員３４人、主任
児童委員２人が国から委嘱されています。
活動の内容は、住民の生活状態を必要に応じて把
握し、支援や援助を必要とする人の相談に応じ助言
や援助を行うとともに、福祉サービスを適切に利用
するために必要な情報の提供や住民の見守りなど
で、地域福祉の最前線で活動されています。
また、地域の子育て支援、児童虐待防止活動など
安全安心な地域づくりのために活動されています。
本年１１月末日で３年間の任期が満了し、改選と
なりますが、高齢化の進む美杉地域にとって無くて
はならない皆さんです。各地区では欠員とならない
ように、ご理解、ご協力をお願いします。

下之川ペタンクチーム
全国大会に出場！
５月２１日（金）、安濃中央公園において平成２２年
度シニアスポーツ交流大会が行われ、下之川ペタンク
チームが見事に優勝し全国大会への出場権を得ました。
全国健康福祉祭いしかわ大会（ねんりんピックいしかわ
２０１０）のペタンク競技は、１０月９日から１２日ま
で石川県白山市で開催されます。

フレー！フレー！下之川
監督：結城 忠さん
選手：前田久一さん
山本 孝さん
丸山香代子さん

美杉地域「居住アドバイザー」制度のお知らせ
現在、美杉地域では、地域内に数多く存在し、防犯上また

が活用されたに過ぎません。

は景観上、地域の問題となってきている「空き家」を活用した

そこで、空き家の活用をもっともっと促進するため、現在、

移住や二地域居住を推進して、空き家対策と同時に地域の

美杉地域外から転入され、充実した美杉生活を送られてい

活性化を図ろうと、平成２１年度に、津市空き家情報バンク

る人を「居住アドバイザー」としてお願いし、先移住者として、

制度を設置しています。６月１６日現在の利用登録者は、１５

これから、空き家を活用して移住を考えている人にいろいろ

６人、登録空き家数２６棟、昨年１年間の成約件数８件と

なアドバイスをしていただいたり、空き家情報バンクや移住・

なっており、バンクの成果としては徐々に上がりつつあります

交流に係るＰＲ活動を市といっしょに行っていただく「居住アド

が、空き家対策としては、まだまだ、ほんの一部分の空き家

バイザー制度」を設置します。
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美杉自治会連合会役員の皆さんを紹介します
（敬称略）

平成２２年度の自治会連合会の役員さんが
各地区で選任されました。
役員の皆さんは、生活環境の目まぐるしい
変化の中で、より良い地域社会の形成を目指
し、自治会活動を展開されています。
６月１日（火）、美杉自治会連合会役員・
理事会が開催され、同連合会役員について、
右のように確認されました。

地域の動き：トピック
地域の動き
蔵王公園青葉まつり

６／５

ウオークで癒された！！
素晴らしい晴天の日、太郎生地域住民センター前
に子ども
たちを含
め、約１
５０人が
集合。健
康チェッ
クを受け
て、さあ
出発！
杉木立の
セラピーロードを
登り、蔵王堂へ。
お堂の上の公園で
はお鍋の振舞い
も・・・。昼食後
の「ごくさんま
き」には歓声が上
がっていました。
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君ケ野ダム清掃活動 ６／１３
きれいになって気持ちいい！！
竹原地区自治会連合会主催による君ケ野ダム公園清
掃作業が行われました。環境月間にあわせて毎年実施
していただいています。今年は、約６０人が雨の中、
約 ２ 時 間、
草刈 りやゴ
ミ拾 いなど
の作 業をし
てい ただき
ました。

健康ウオーク開催

５／２３

県内市町職員の皆さんが伊勢本街道をウオーク。
血圧測定などの後、雨の中、道の駅美杉を出発。奥
津駅まで、道
沿いでのお茶
の振舞いに感
謝しながら、
地元のガイド
さんの案内で
一日を楽しみ
ました。（飼坂
峠越えは中止）

竹原地区地域活性化協議会および多気の郷元気づくり協議会の総会が開催
竹原と多気では、平成２０年度に『集落再生きっか
けづくり事業』に取り組み、平成２１年度には、地域
コミュニティの維持・再生のため、地域自らが策定し
た事業実行計画に基づく地域づくり事業を実施する母
体として、竹原地域と多気地域で協議会が設立されて
います。平成２２年度の事業をさらに活発に進めるた
め、竹原地域活性化協議会は、５月２８日（金）ふれ
あいプラザ竹原で、多気の郷元気づくり協議会は、５
月２０日（木）多気地域住民センターで、それぞれ

総会が開催され、事業計画や予算が決定されまし
た。
なお、本年度は、八知、伊勢地、八幡の３地区に
おいては協議会の設立、太郎生、下之川の２地区に
おいては『きっかけづくり事業』に着手いただく予
定です。
７地区全部で取り組んでいただくことになり、美
杉地域の一層の振興が期待されます。ぜひとも、た
くさんの皆さんのご参加をお願いします。
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夏物語

みすぎ夏まつり

７／２４（土）

6月３日、みすぎ夏まつり実行委員会において、恒例の「みすぎ夏まつり」の平成２２年度の開催内
容が決まりました。
日時 ７月２４日（土） １８時から２１時 【雨天の場合は２５日(日）に順延】
テーマを「感動！山々に轟く みすぎの花火」と題して、約400発の打上花火と、地域の若
者が火の粉をかぶりながらの手筒花火が予定され、迫力満点の花火が期待できそうです。
また、誰でも参加できる盆踊りもあり、踊りに参加した子どもにはバザー引換券がもらえるよ！
ぜひご来場の上、踊りの輪に入ってください。のろし太鼓やよさこい踊り、色々なバザーも出ます。
暑い真夏の夕暮れに、夕涼みを兼ねてご近所お誘いあわせの上ご来場ください。
お待ちしています。
＊問い合わせ：美杉総合支所地域振興課
電話番号 ０５９－２７２－８０８５
かむさり

『神去なあなあ日常』

雲出川徒然
夏です。夏と言えば、水しぶき！
やっぱり川遊びですね。
雲出川は、奈良県境の三峰山を源流
とし伊勢湾に流れ込む、全長約55㎞、
流域面積550㎞２の大きな河川です。途
中、八手俣川、長野川、波瀬川、中村
川などの支流を集めています。
この季節、美杉地内の川面には緑が
映えています。八知付近の鉄橋を走る
ディーゼルカーも雲出川の風情。
名松線の全線復旧が待たれます。
さて、今年も７月４日（日）に上流
地域の鮎釣りが解禁です。釣り人の皆
さん、大いに楽しんでください。
また、同月１８日（日）には、八知
万世橋付近で美杉鮎釣り大会（主催：
同大会実行員会：電話０５９－２７
２－０６７７）が予定されています。

美杉総合支所から

三浦しをん

徳間書店、平成２１年刉

美
杉
に
ゆ
か
り
の
書
物

ある日突然、全く知らない土地で全く
経験の無い仕事をすることになった
ら・・・。主人公の平野勇気は高校卒業
後の進路も決まらないまま、コンビニで
アルバイトをしている、どこにでもいる若
者です。・・・先生と両親に勝手に就職先
を決められ、松阪からJRに乗って、携帯
電話の電波も届かない「神去村」にやら
れてしまいます。仕事は林業！毎日の
キツイ山仕事に、勇気は反抗したり、脱
走したりしますが、村人達の、何があっ
ても「なあなあ」で済ませる大らかさと、
山の大自然に包まれて、やがて大事な
ことを学んでいきます。木を切るだけが
林業ではないこと、山を育てることの大
事さなど、読者も一緒に林業の奥深さを
教えられるのです。神去村のモデルは
旧美杉村で、入念な取材による作者の
意気込みが感じられます。若い人に読んでほしい小説です。（「津市民文
化」（NO.４：２０１０年３月発行）より）
※この本は、市の各図書館で借りられます。また、美杉総合支所美杉地域
なんでも情報コーナーにもありますので、まずご一読を・・・。

『広報津』で、市全体の行事案内や他の出来事などもご覧ください。

７月１日から、コミュニティバスの運行区間・時刻が一部変更になります。
主な変更点
・ 川上～八幡出張所間（火・水）、丹生俣～八幡出張所（木・金）に新たな便が追加されました。
・ 延伸により一志病院へ直接（竹原で乗換えなしで）運行する便が出来ました。
※詳しくは、７月１日に配布しました「津市コミュニティバス（美杉地域）時刻表」をご覧ください。

【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

竹原出張所

０５９（２６２）３０１４

太郎生出張所

０５９（２７２）８０８３・８０８４
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
＊主な電話番号などを記載しましたが、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。

