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平成２３年度 都市景観大賞
都市空間部門 優秀賞
受賞
伊勢本街道を活かした地域づくり協議会
６月１５日（水）、「都市景観の日」実行委員会が主催する平成２３年度
都市景観大賞の都市空間部門優秀賞（財団法人都市づくりパブリックデザイ
ンセンター会長賞）を伊勢本街道を活かした地域づくり協議会、津市、三重
県の三者協働の取り組みが受賞しました。
受賞にあたり、審査講評では、住民と地域づくり協議会、市、県の複合主
体が連携し、街道という歴史的情緒を活かしたまちづくりが、住民の地域に
対する愛情を醸成し、修景整備のみならず、歴史文化の伝承や地域内外の人
材交流を牽引した事例として高く評価できるとしています。
今後も地域に根付いた取り組みとして、新たな展開を期待しています。
受賞にあたって… 伊勢本街道を活かした地域づくり協議会会長 齋藤昭久
この協議会は、平成２０年に設立し、地域の過疎高齢化を憂い、集まった
３０人がそれぞれの意見を出し合い、３４項目の事業プログラムを策定し、
住民で出来るもの、行政と協働で行うも
の、行政で実施するものに仕分け、可能
なものから実施してきました。
今回の受賞は、全国２９件の応募の中
から優秀賞に選ばれましたが、これは、
行政と地域の絆がより密接になった証で
あり、大変感謝をいたしますとともに大
変うれしく思っています。今後も、各人
のご指導、ご支援をいただきながら、更
なる活動を展開して行きますので、今ま
でにも増して地域の皆様のご支援、ご協
力をよろしくお願いいたします。

伊勢本街道あんどん点灯式

７／１６

７月１６日（土）午後６時３０分から、伊勢本街道多気宿大橋常夜灯前お
よび旧三木屋跡で、伊勢本街道多気宿に灯りをともそうと「あんどん」の点
灯式（主催：上多気区、協力：伊勢本街道を活かした地域づくり協議会）
が、盛大に開催されました。
当日は、あんどんへの点灯の他、地域
の方々の演芸、手筒花火なども行われ、
地域内外から集まった約３５０人の見物
客は、歴史的な地域の夏の夜を楽しんで
いました。
なお、点灯した「あんどん」は、参宮
街道夢おこしの会から寄贈されたもので
す。どうもありがとうございました。

担当：地域振興課

電話：２７２－８０８０
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【編集の記】
例年より随分早く梅雨
が明け、厳しい暑さが続
いています。美杉庁舎で
も、節電を目的として緑
のカーテンで涼をとるこ
とにし、県道側にゴーヤ
の苗を植えました。まだ
緑のカーテンには程遠い
葉の茂り具合ですが、近
いうちに、頑張って立派
な葉を茂らせてくれるも
のと期待しています。今
年の夏は、例年になく熱
中症の発症が増えている
ということですので、適
切に水分と涼をとって、
熱中症対策に心がけてい
ただきたいと思います。
我が美杉地域の伊勢本
街道周辺地区が、今年度
の都市景観大賞「都市空
間部門」の優秀賞に選ば
れました。こんな嬉しい
ニュースに励まされなが
ら、厳しい夏を乗り切っ
ていきたいと思います。
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美杉地域まちづくり推進連絡協議会設立総会 7/15
７月１５日（金）、美杉総合支所住民活動室において、美杉地域で地域づくり活動を展開する１０の
協議会の連絡・連携を図り、一体的に地域の課題に取り組むための「美杉地域まちづくり推進連絡協議
会」の設立総会が開催され、会員、会則、役員、平成２３年度事
業計画および予算など熱心な協議を行った後、承認され、地域が
一体となってまちづくりを進めるための協議会を設立しました。
なお、承認された役員は次のとおりです。
【役員】
（敬称略）
会長：今井幹雄 副会長：岡田武士、前川知雄
書記：齋藤昭久 会計：海住佳子
理事：水井達雄、赤堀嘉夫、境 敦史
会計監事：杉谷七三生、山名理次

美杉総合文化センター整備事業推進委員会 6/28
６月２８日（火）、美杉総合開発センター１階会議室に
おいて、津市美杉総合文化センター整備事業推進委員会
（委員長：今井幹雄）が開催されました。
会議の冒頭、美杉自治会連合会役員の異動に伴う委員の
改選があり、坂本偉委員（前八幡地区自治会連合会長）が
退任され、新しく池田富生委員（下之川地区自治会連合会
長）が委嘱されました。
会議では、現庁舎、総合開発センター跡地の利活用につ
いて、熱心に協議されました。

田舎暮らしアドバイザー会議

6/14

６月１４日（火）、美杉総合支所会議室で、津市田舎暮らしアドバイザー会議が開催されました。
会議では、今年度の活動範囲を広げるため、津市田舎暮らしアドバイザー設置要綱の一部改正などに
ついて説明を受け、今後の活動について活発な協議がされました。
なお、津市田舎暮らしアドバイザー設置要綱の一部改正の主な内容については、次のとおりです。
○アドバイザー職務として、移住する者に対し、生計を立てるために必要な職業に係る研修の実施に
関することを追加しました。
○アドバイザーの委嘱について、従来は美杉地域外から移住した者としていましたが、今後は美杉地
域在住者も積極的に委嘱していくこととしました。

津市人権・同和教育研究協議会美杉支部総会 6/24
６月２４日（金）、美杉総合開発センター大集会場において、
第６回定期総会が開催されました。
総会では、２０１０年度活動報告及び決算報告、２０１１年度
活動計画および予算などが協議され、承認されました。
総会終了後は、各専門部会(学校教育部会、社会教育部会、行
政/企業部会)が開催され、具体的な取り組みについて打ち合わせ
が行われました。
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八知地区活性化協議会活動

6/25

６月２５日（土）午後７時から、美杉総合開発センター大集会場にお
いて、八知地区活性化協議会の福祉部会の主催で、地域の方の防災意識
を高めようと過去の大災害に学ぶビデオの上映会を開催しました。
この日は、東日本大震災の発生や近い将来に予想される東海・東南
海・南海大地震に備えるため、多数の協議会会員のほか、八知地区の住
民も参加し、熱心にビデオ観賞されました。
また、ビデオ上映会に先立ち、八知地区活性化協議会の取り組みの中
の雲出川の環境向上の取り組みに関連し、雲出川下流の環境活動に取り
組んでおられる杉本熊野県議会議員との懇談も開催され、今後いろいろ
な場面で連携・協力していくきっかけとなりました。

太郎生地域づくり協議会視察研修

７/３

７月３日（日）、太郎生地域づくり協議会の１６人が、いなべ市藤
原町で視察研修を実施しました。
今後の活動の参考とするため、農業公園レストラン「フラール」と
農業法人藤原ファームを訪れたものです。
藤原ファームでは、地域の食材を使った和菓子の直売所「えぼし」
を見学するとともに、代表の近藤正治さんとの懇談会を開き、地域づ
くりの在り方や事業の展開方法など終始熱心に意見交換を行い、予定
していた時間を超えるほどでした。
水井達雄会長は、「近藤さんの話の中で、みんなの気持ちをひとつ
にすることが大事であるという言葉が印象に残りました」と話され、
参加した会員もそれぞれ得るものがありました。

まん中交流館交流イベント

7/3

７月３日（日）、津センターパレス内の津市まん中交流館
で、「まん中！夏まつり２０１１」が開催されました。
美杉地域からは、「津市森林セラピー基地運営協議会」、
「伊勢本街道を活かした地域づくり協議会」、「多気の郷元
気づくり協議会」が参加し、美杉地域のＰＲを行いました。
また、体験コーナーとして、多気の郷元気づくり協議会に
よる「こけ玉体験」があり、大勢の参加者が癒しのこけ玉体
験を楽しんでいました。
当日は約２，５００人の来場者があり、大盛況のイベント
となりました。

美杉健康づくり推進協議会だより
～森もり元気になろに！美杉～
大正生まれのスーさんこと菅尾忠男さんは、今年９４歳になられ、「森もり元気になろに！美杉」の健康づ
くり推進員のメンバーでもあり、健康について講演もされています。
講演の中でスーさんは、まずは、生きがいを持つこと、そして食事・運動・睡眠の大切さ。健康的な生活習
慣をつけること。そのためには正しい健康知識を得る→自分の問題として受け止め、考えてみる（動機づけ）
→実行に移す→その行動を習慣とする。この段階が想定されるが、基本は一人ひとりが健康の大切さを自覚
し、努力すること。自分の健康は自分で守る！この認識が大切と話しています。
スーさんを含め１１人のメンバーで、笑いあり、運動ありの行事を企画していきます。みなさんぜひ参加し
て、私たちと一緒に健康づくりをしませんか？
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フォトコンテスト
作品募集

中級パソコン教室

森林セラピー基地

☆募集作品

お
知
ら

応募期間中まで未発表のセラピーロー
ドの写真
☆応募締切 平成２３年１０月２０日（木）必着
☆応募方法 応募票を作品の裏にテープで貼り付け
て応募してください。
☆賞・・協議会長賞他多数有
☆問い合わせ 美杉地域まちづくり推進連絡協議会
事務局(☎)２７２－８０８２
☆詳しくは各出張所配置のチラシをご覧ください。

健康相談

受講生募集
期 間 ９月６日～１２月２０日の毎週火曜日
時 間 午後７時３０分～９時
定 員 １０人程度（申し込み多数の場合抽選）
内 容 パソコンの便利な機能を学びます。
参加費 テキスト代が必要な場合があります。
申込期限
平成２３年８月１９日（金）
開催場所・申込・問い合わせ
美杉人権センター(☎)２６２－７８７８

毎週火曜日、下之川地域住民センターにおいて、保健師による健康相談を実施
しています。
また、７月より健康度チェックも実施していますので、是非ご利用ください。

自分の健康は、自分で守り、いきいき人生をたのしみましょう！
【問い合わせ】
月
日
健康相談
☎ 276-0333（相談日時のみ）
２（火）
○
☎ 272-8083（相談日時以外）総合支所市民福祉課
健康相談時間 ･･･ 9：30～12：30
健康度チェック ･･･
１回目10：00～10：30
2回目11：00～11：30

せ

７/２４地上アナログ放送終了に伴う
テレビ放送についての相談・問い合わせ
○ケーブルテレビに関すること
株式会社ＺＴＶ（０５９－２３６－５１１１）
フリーコール（０１２０－２２２－５０５）
○地上デジタル放送全般に関すること
デジサポ三重 （０５９－９９３－５５１１）

夏まつり、盆踊りなどの予定

８

健康度チェック

９（火）

○

16（火）

○

生活習慣病チェック

23（火）

○

と健康体操

30（火）

○

八幡地域人権学習会
日時 ８月２５日（木）午後７時３０分～
場所
八幡地域住民センター
講師
人権落語 切磋亭琢磨さん
問い合わせ
美杉人権学習会実行委員会
（☎）２７２－８０９２
※ご近所お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

第３４回美杉町社会福祉

チャリティゴルフ大会
竹原納涼盆踊り大会

８／１５（竹原多目的グラウンド）

八知納涼大会

８／１３（美杉中学校グラウンド）

太郎生夏祭り２０１１ ８／１３（太郎生多目的集会所前）
上太郎生夏祭り

８／１４（消防団第３分団第１部詰所横広場）

中太郎生盆踊り

８／１４（太郎生・大禅寺境内）

下太郎生盆踊り

８／１４（太郎生・西法寺境内）

いせじ夏まつり

８／１３（伊勢地地域住民センター前）

丹生俣盆踊り

８／１４（丹生俣多目的集会所）

下多気盆踊り

８／２０（下多気・西向院境内）

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

８／２０（奥津・正念寺境内）

高巌寺盆踊り

８／１３（川上・高巌寺境内）

奮ってご参加ください
日 時
９月７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（水）までに各地区実行委員へ
問い合わせ
実行委員会事務担当 ２７２－８０８０ （鈴木洋）
美杉地区社会福祉協議会 ２７４－００２２
【電話番号】

かわせみ庵盆踊り

８／１４（奥津・かわせみ庵）

地域振興課

えみ祭り

８／ ６（八知・笑美の里）

市民福祉課

美杉総合支所
０５９（２７２）８０８０・８０８２・８０８５
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。

