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台風被害の復旧進む！
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津市の工事事務所を中心に工事を着々と
『平成21年10月の台風第18号は、・・・6日9時には沖ノ鳥島近海で「非常に強い」
台風となり北北西に進み、・・・8日0時には潮岬の南海上を北東に進み、5時過ぎに
強い勢力を保ったまま知多半島付近に上陸し、本州を北東に進んだ。台風の接近

台風被害の復旧進む！
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けては、津で1時間に72.5ミリを観測するなど中部を中心に非常に激しい雨となっ

災害危険個所視察 ー

た。また、津で最大瞬間風速37.3ｍ/ｓ（北）・・・海上では9メートルを超える波を観
測し、猛烈なしけとなった。』（台風第18号に関する三重県気象速報：平成21年10
月9日津地方気象台資料より）

美杉文化センタ―整備推
進委員会を開催
う ま

この台風により、県道や市道などに多くの被害が発生しました。JR名松線は、家城
駅から終着の伊勢奥津駅の間が現在も運休でバスによる代行輸送となっています。
市が管理などをしている道路、河川では１２７カ所、農地や林道などの農林関係は
１２０カ所、合計で２４７カ所もの災害を被りました。
建設部（北・南工事事務所）、農林水産部など関係部署の懸命の奮闘で約９０％
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の工事が発注されています。復旧工事が完成した個所は６月末現在で１３２カ所と

夏まつり、盆踊りなど ４

なり、着々と復旧が進んでいます。今回の「美杉だより」では、美杉地域内の工事状

チャリティゴルフ大会

４

況をお知らせします。
国・県・市など関係機関のご尽力に感謝するとともに、わたしたち地域としては、災
害のときには被害を出来るだけ少なくするようお互いが助け合いましょう。

【編集の記】
この第４号がお手元に
届くころには「梅雨明け」
しているでしょうか。

準用河川小田川災害復旧工事

前号の『雲出川徒然』に
「夏は、川遊びです」と書

美杉町八知（小田）地内

きましたが、早速、中学
生の川遊びの様子が捉
えられました。
わたしたちに楽しみと恵
みを与えてくれる河川も
適切な管理が欠かせま
せん。
いずれにしても、暑い
中、少しの休息も大事。
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どこででも
昼寝すそれがひと憩ひ
高浜年尾
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市道不動ノ口上小川線
災害復旧工事

美杉町下之川地内

工事途中

着
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美杉町八手俣地内
着工前（１号個所）

林道八手俣２号支線
災害復旧工事

工事完了

着
工
前
・
２
号
個
所

工事途中

美杉小学校の「案山子（かかし）」 ・・・・？
美杉小学校の５年生は、多気地区の結城さんにお世話になり「米づ
くり」の学習をしています。５月には「田植え」をしました。
この「米づくり」の一環として「案山子づくり」にも取り組みまし
た。２～３人で案山子１体を作りました。どんな案山子にしようかと
相談し、図案も描きました。そして仕上げは親子で取り組み、親とと
もに田に立てました。きちんとくつもはかせました。上にあげていた

り、組み手であったりと、手も自由に動かせます。
せっかく作ったのだからとコンクールもしました。
近くの「道の駅・美杉」に投票用紙を置かせていた
だき、夏休み前まで、「案山子コンクール」に投票
してもらいました。
ぜひ、わたしたちの作った「案山子」を見に来て
ください。
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地域の動き：トピック
地域の動き
災害危険個所視察実施
ー 津南警察署と合同で －
美杉総合支所は、６月１７日（木）、津南警察署
（西川稔署長以下１１人参加）と合同で美杉地内の
災害危険個所の視察を実施しました。
県道久居美杉線の八知地内、国道３６８号の太郎
生地内、国道４２２号の丹生俣地内、八手俣川の上
多気地内、下之川地内など美杉地域のほぼ全域を視
察し、昨年の台風による災害時の様子、復旧状況な
どについても情報共有しました。
警察は、併せて通信訓練も行いました。

２回目の美杉文化センタ―整備推進委員会を開催
委員会としては「美杉東小学校跡へ建設を・・・」の方向
６月２２日（火）、整備推進委員会の第２回会議が開催さ
れ、美杉文化センターの建設地を決めるため、現地の視察と意
見交換が行われ、委員会としては「美杉東小学校跡へ建設す
る」方向が決定されました。
今後は導入機能などについて検討していただきます。

（美杉東小学校跡の現地視察）
（総合開発センターの現地視察）

みすぎんの絵・・・
じょうずに描けたよ！
八知・太郎生保育園のみんなの作品が
飾ってあるよ！

住民活動室の展示コーナー
に八知保育園と太郎生保育園
の園児の作品を展示していま
す。
ご来庁の際には皆さん、ぜ
ひ、お立ち寄りください。
かわいい“みすぎん”の絵
や作品が皆さんをお待ちしています。

う ま

「美し国おこし・三重」座談会 ７／７
伊勢本街道を活かしたまちづくり協議会
「文化力」をいかした自立・持続可能な地域づくりを目的に
実施されている『美し国おこし・三重』の取り組みとして、７
月７日（水）八幡地域住民センターで、同協議会役員の皆さん
と県の担当プロデューサー志村さんとの座談会が開催されまし
た。座談会では、同協議会から取り組みの紹介、志村さんから
は県のサポートメニューの説明、他の事例紹介があり、今後も
こうした会
合などを通
して、地域
づくりを応
援していき
たいとの話
がありまし
た。

太郎生保育園の園児と作品

八知保育園の園児と作品
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雲出川徒然
７月４日（日）に上流地域の鮎釣りが解禁となりま
した。釣り人の皆さん、大いに楽しんでいただけたで
しょうか。最大の支流、八手俣川も同じに解禁。
美杉地域を流れる河川
は、淀川・木津川の上流
の名張川もあります。こ
この長瀬太郎生川漁協太
郎生支部は、７月１１日
（日）が第１解禁で鮎
シーズンがスタートしま
した。
友釣りや網漁など、流
域に暮らすわたしたちを
秋の始まりまで楽しませ
てくれます。
きゃら

かおり

『伽羅の 香 』

美
杉
に
ゆ
か
り
の
書
物

中央公論

宮尾登美子
１９８１年 刊

文庫版（中公文庫・１９８４年３月１０日初版）の解説で阿
井景子は次のように書いている。
「 私は『伽羅の香』が好きで、今回をふくめて三回読ん
だ。頁を繰った途端に引きずり込まれて一息に読了した。
前二回のとき気付かなかったが、ヒロイン葵の出身地三重
た

げ

県一志郡多気村の描写に新鮮な驚きをおぼえた。
地形が風景が旧家のたたずまいが、山人の生活が生き
生きと描かれている。主人公の皮膚となっていた。
小説であれば、主人公の出身地を何処にしようとかまわ
ぬが、それを生かし切るのはむずかしい。
か い り

取材だけではわからぬことが多く、乖離を免かれぬからで
ある。しかも葵にはモデルがあり、その女性の出身地は和
歌山県田辺であるときいた。
『伽羅の香』には、多気村が息づいている。（中略）

美杉中学校２年生の体育の時間。
学校裏の雲出川の尐し深いところが水
泳場所です。安全に気をつけながら、岩
場からの飛び込み、水かけ、石投げ。勿
論クロールも・・・。
水遊びを本当に楽しんでいました。

宮尾さんは意識的に
和歌山県を避け、三
重県にしたというが、
この山地出身が小説
では大事な要素と
なっている。
『伽羅の香』は、題
名が示す如く、主人
から

公の人生に香道が絡
まる。何故葵が香に
魅せられ、香道に精
進するかは小説を読
んでいただくとして、運
命の無情さがせつな
い。」
※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・・・。

夏まつり、盆踊りなどの予定
八知納涼大会

８／１３（旧美杉東小学校グラウンド）

太郎生夏祭り２０１０

８／１３（太郎生多目的集会所前）

いせじ夏まつり

８／１３（伊勢地地域住民センター前）

高巌寺盆踊り

８／１３（川上・高巌寺境内）

上太郎生夏祭り

８／１４（消防団１部詰所横広場）

西法寺盆踊り

８／１４（太郎生・西法寺境内）

大禅寺盆踊り

８／１４（太郎生・大禅寺境内）

竹原納涼盆踊り大会

８／１５（竹原多目的グラウンド）

丹生俣盆踊り

８／１５（丹生俣多目的集会所）

下之川納涼盆踊り大会

８／１５（下之川多目的グラウンド）

正念寺盆踊り

８／２１（奥津・正念寺境内）

西向院盆踊り

８／２１（下多気・西向院境内）

第３３回美杉町社会福祉

チャリティゴルフ大会
奮ってご参加ください
日 時
９月８日（水） 午前７時３０分～
場 所
美杉ゴルフ倶楽部
参加費 １０，０００円（プレー代、寄付金、昼食等）
主 催
同大会実行委員会
申し込み ８月１０日（火）までに各地区実行委員へ
問い合わせ
実行員会事務担当 ２７２－８０８０（鈴木）
帰省のお客さまへの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。

＊紙面の都合上、各課等の電話番号を省略しました。電話帳でお調べいただくか、美杉総合支所地域振興課（２７２－８０８０）へお問い合わせください。

