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美杉小学校入学式
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ぴかぴかの１年生19人が入学

電話：２７２－８０８０

目

4月6日（水）、美杉小学校に
ピカピカの１年生19人が入学
しました。
入学式では、新１年生一人
一人が順番に「ハイ！」と元気
に返事をしました。
校長先生をじっと見つめなが
ら話を聞く１年生がとても頼も
しく思えました。

次

美杉小学校入学式

写真

全校児童で校歌を歌う頃には、緊張も
解け、ニコニコと聞くほほ笑ましい光景に
会場も和みました。
この子どもたちがこれから、「たくましく、
心豊かに」育っていくことを願います。

写真

担当：地域振興課

美杉中学校入学式
15人が入学
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【編集の記】
４月７日（木）、美杉中学校の入学式が行わ
れ、１５人が入学しました。
新入生は、ブラスアンサンブル部の演奏と拍
手の中入場し、一人一人の名前が呼ばれると
笑顔で元気よく返事をしました。

写真

君ケ野ダム公園桜まつり
の日は、一日中肌寒く、桜
の開花も「ちらほら」どころ
か「ちら」程度でしたが、小
学校や中学校の入学式の
頃には、桜もすっかり咲き
誇り、本格的な春の訪れを
肌で感じるようになりまし
た。
新入生の代表は、「勉強や部
活動など、中学生活をがんばりた
い。」と力強く誓いの言葉を述べ
ました。
将来、美杉地域を背負って立
つ貴重な人材です。地域の中で
も、あたたかく、厳しく見守って行
きましょう。

入学式を迎えた子どもた
ちの 希望に満 ちあふれた
姿が印象的でした。
東日本大震災で被災さ
れた方々の生活にも一日
も早く、心安らぐ春が訪れ
ることを心からお祈りしたい
と思います。
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八知・太郎生保育園で卒園式 ３／25
３月２５日（金）、八知保育園
（写真左）と太郎生保育園（写真
右）で卒園式が行われ、園長先生か
ら卒園児に卒園証書が手渡されまし
た。
卒園児たちは、保育園での思い出
を胸に保育園の先生や在園児に見送
られ、保育園を後にしました。
ちょっぴり寂しそうな感じもあり
ましたが、お兄ちゃん、お姉ちゃん
小学校に行ってもがんばってね！

津市美杉健康づくり推進協議会設立

４／12

４月１２日（火）、津市健康づくり推進連絡協議会の美杉支部として、津市美杉健康づくり推進協議会
（愛称、森もり元気になろに！美杉）が発足しました。この協議会は、健康について楽しく学び、自らが健康
に、さらに地域にも健康づくりを広めていこうとする団体です。津市では
すでに７地域で活動しています。
昨年度、美杉保健センターで健康づくり推進員養成講座を受講し、みん
なが楽しく、元気に暮らせるようにと「森もり元気になろに！美杉」を合
言葉に現在１１人のメンバーで活動を進めています。気楽に参加できる活
動を今年度は４回（折り紙・切り紙教室、ウオーキング、文化祭参加、料
理教室）計画しています。健康に関心のある人はぜひご参加ください。
詳しくは、藤田清志会長（☎２７２－０５０２）または美杉保健センター
（☎２７２－８０８９）までお問い合わせください。

第６回美杉地区地域審議会 開催

３／２９

３月２９日（火）、美杉地区地域審議会（会長：岡田武士）
は、美杉総合開発センターで、第６回の審議会を開催し、過疎地
域自立促進計画の進行管理について協議を行い、今後の着実な計
画実行に向けて審議会と行政が一体となって管理して行くことが
確認されました。
また、２２年度過疎事業実績や総合計画中間見直しの結果報
告、美杉総合文化センター整備事業の経過報告が行われました。
委員のみなさんには、引き続き、今年もお世話をお掛けしま
す。

美杉地域新食材育成活性化推進協議会座談会 3/24
３月２４日（木）、太郎生多目的集会所で、美杉地域新食材
育成活性化推進協議会（会長：山名理次）は、第４回の協議会
を開催し、２２年度の事業報告と２３年度の事業計画を協議し
た後、「美し国おこし・三重」座談会を実施し、活動内容や活
動状況の説明、今後の活動への課題などを話し合いました。
また、話し合いの前には、現在、新食材として自然栽培に取
り組んでいるオオイチョウダケ（通称：スギタケ）の炊き込み
ご飯などの試食会も行いました。
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エコプロジェクトに参加しよう
開催日 ： ５月２９日（日） 受付9：00－清掃活動開始9：30－解散12：15
場 所 ： 君ケ野ダム公園
定 員 ： １００人（事前申込が必要です。定員なり次第申し込みを締め切ります。）
参加費 ： １人５００円（小学生以下は無料）
※
軍手、ごみ袋などは用意します。
清掃の後、焼きたてソーセージ・ソフトドリンクが提供されます。
また、Tシャツ、キャップのプレゼントもあります。
申し込み・問い合わせ：中勢森林組合
（白山町南家城９１５－１ 電話２６４－１０７０）
共 催 ： 株式会社スチール
協 賛 ： 新雲出川物語推進委員会

美杉中学校生徒の義援金活動

3/25

３月２５日（金）、美杉中学校生徒会（会長 藤田菜那さん）は、
自分たちのお小遣いを出し合い「被災地の中学生への応援」と「被災
地の一日も早い復興」にと、義援金の取り組みを行い、美杉総合支所
を通じ、義援金を市に送られました。
貴重な義援金として、被災地へお届けしたいと思います。

『がんばろう日本』『がんばろう東北・関東』

名松線を守る会

利用促進看板を設置

3/26

広げよう名松線の利用促進！
「名松線を守る会」では、３月２６日（土）、名松線を一人
でも多くの人に利用していただくよう、また、１日も早い復旧
の願いを込め、啓発看板（一志地域２か所、白山地域１か所）
を設置しました。
地域のみんなで名松線を守っていくため、多くの方の乗車を
お願いします。

三多気茅葺屋根の『田中家母屋』有形文化財に登録
平成２２年７月１６日、国の文化審議会において、国登録
有形文化財へ登録された「田中家母屋」が、平成２２年９月
１０日付けで文部科学省官報告示により文化財登録が完了し
このたび、文化庁より国登録有形文化財の新規登録の証とし
て、登録プレートが津市教育員会から家主の田中弥生さんに
伝達され、登録プレートが設置されました。
津市における登録有形文化財は９件目で、民家としては初
めての登録となりました。
名勝三多気の桜地域のシンボルとして、地域みんなで保存
継承し、来訪者の増加につなげていきましょう。
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君ケ野ダム公園桜まつり4/3
三多気桜まつり4/16・17
4月3日(日)に君ケ野ダム公園桜まつりが、4月16日
(土)・17日(日)に三多気の桜まつりが開催されました。
君ケ野ダム公園の桜は気温も低くまだ咲き始めでした
が、名松線利用促進のためのシャトルバスも利用され、
君ケ野鍋や催し物を楽しみに多くの参加者がありまし
た。
三多気の桜は、ほぼ満開を迎え、多くの来訪者が、満
開の桜や伝統行事の千本づきなどを楽しまれました。

桜登山バスツアー
4/16・19
4月16日(土)・19日(火)、森林セラピーロード「三
多気大洞山コース」で、桜登山ツアーが開催され、２
日間で約９０人が参加されました。
参 加 者 は、ほ ぼ 満
開 と なっ た桜 並木の
中、大 洞 山 を め ざ し
ました。
三 多 気 の 桜 は、登
山 の 疲れ を癒 してく
れたと思います。

第７回 デュアスロン
inみすぎ開催 3/20
3 月 20 日（日）、レ ー ク サ イ ド 君 ケ 野 を メ イ ン 会 場 に
「デュアスロンinみすぎ」が開催されました。
デュアスロンとは、ランニング、バイク、ランニングを
順に行い、所要時間で順位を競うスポーツです。
当日は、約４０人のアスリートが参加されました。
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セラ女サミット 開催

３／２０

３月２０日（日）、森林セラピー基地君ヶ野拠点において、津
市森林セラピー基地運営協議会が主体となり、女性限定のウオー
キングイベントが開催されました。
参加された４２人のセラ女（セラピー女子の略称）は、君ヶ野
ダム湖畔コースでのノルディックウオーキングやセラピー弁当、
ひのきアロマオイル入りのお風呂を満喫され、森の癒し効果を体
感されました。次回は、男性も少
し入れてあげようかな？・・・

多気の郷元気づくり協議会イベント開催

３/１9

「歴史の郷ウォーキングと芝桜の植栽」
３月１９日（土）、多気地区で｢多気の良さを知って
もらいたい｣｢多気を元気にしたい｣との想いから、多気
の郷元気づくり協議会（会長：結城實）が主催し、ウ
オーキングや芝桜の植栽イベントが開催されました。
約４０人の参加者は、ウオーキングや植栽の他、地域
の食材による昼食や特産品のお土産に大変喜んでいただ
きました。また、今回のイベントが会員の気持ちを一つ
にする一日にもなり、次回が楽しみになりました。

第2回リラクゼーションセミナー開催 ３/25
３月２５日（金）、津市森林セラピー基地平倉拠
点で、地域が応援するミニギャラリー運営委員会主
催の食と健康を考える「第２回リラクゼーションセ
ミナー」が開催されました。
当日は、市内から約３０人の参加があり、しゃく
なげ会館から三重大学演習林までの平倉川沿いの
コースをノルディックウオーキングしました。
昼食は、美杉地域の食材によるヘルシー弁当を皆
さんに味わっていただき、その後、三重大学生物資源学部の万木准教授か
ら、平倉演習林についての説明など、いろいろ楽しいお話を聞かせていた
だきました。終盤、小雨模様となりましたが、約１０㎞のコースを楽しく
ウオーキングしました。これからも開催される予定ですので、みなさんの
参加をお待ちしています。日程等詳細は、美杉だよりでお知らせします。
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美杉総合支所から

合併処理浄化槽設置補助金
交付制度のご案内

名松線の早期復旧に向けて
復旧事務局設置

浄化槽補助金制度をご利用ください

お

専用住宅に浄化槽を設置する場合の補助金制度を
設けています。新たに浄化槽を設置する方、設置替
えをする方は、本制度をご利用ください。(専用住宅
とは、専ら居住の用に供する家屋をいいます。)
浄化槽の大きさ

知

５人槽（165㎡未満）

５３６，０００円

７人槽（165㎡以上）

５８１，０００円

１０人槽

ら
せ

補助金の限度額

（２世帯）

１，０４４，０００円

名松線復旧に向けて
平成２３年４月より、本市の重点事業で
ありますＪＲ名松線の全線復旧に向けて、
名松線復旧推進担当が、美杉総合支所２階
に設置されました。今後は、三重県と連携
して治山事業や水路整備事業を進めてまい
りますので、皆様のご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。
〔職員の紹介〕

浄化槽の維持管理を適正に行いましょう。
浄化槽は、トイレ・台所・風呂などから排出され
る汚水を微生物の働きを利用してきれいにする施設
です。微生物が働きやすい環境を保つため維持管理
（保守点検・清掃・法定検査）を定期的に行いま
しょう。
問い合わせ：美杉総合支所地域振興課
☎２７２－８０８５

美杉総合支所の人事異動
４月１日付けの人事異動により、美杉地域支援員をはじ
め、人事異動がありましたので、お知らせします。（課長
級以上）これからもよろしくお願いします。

・都市計画部名松線復旧推進担当参事
・交通政策課名松線復旧推進担当副参事
（兼）名松線復旧推進担当主幹
・交通政策課名松線復旧推進担当副参事
三重県へ派遣
・交通政策課主査・三重県へ派遣
・交通政策課
☎２７２－８０８１、８０８７
どうぞよろしくお願いします。

柘植

久

樋口

征義

大海
山路
廣瀬

康弘
誠
智也

副総合支所長兼地域振興課長
危機管理担当副参事
美杉庁舎等整備担当副参事
市民福祉課長
美杉地域支援員

田中
澤
鈴木
中西
谷

稔
幸男
洋一
義照
俊樹

火災にご注意を…貴重な財産、生命を守りましょう

山火事を絶対に起こさないように！

4月13日、美杉地内において、民家の火災が
発生しました。隣接する山林約60アールが燃
えましたが、幸い、けが人などもありません
でした。日頃から防火意識を持ち、ご近所が
助け合い、火災防止に協力し合いましょう。

春は、空気も乾燥し、気温も高くなります。また、突風が起こ
りやすい季節です。
山の中での焚き火はしないようにしましょう。
山の近くでの野焼きはしないようにしましょう。
中勢森林組合からのお願い（電話 ２６２－３０２０）

美杉地域の人口（平成２３年４月１日現在・住民基本台帳による）
地区

竹原

八知

太郎生

伊勢地

八幡

多気

下之川

合計

人口

７３１

１，２６３

１，０５６

５６２

６５１

８０１

５５０

５，６１４

世帯

３１９

５８８

３９３

２５５

３０７

３７１

２６３

２，４９６

６５歳以上

３５１

６２５

４０２

２９３

３７１

４４５

３２８

２，８１５

高齢化率

48.02％

49.49％

38.07％

52.14％

56.99％

55.56％

59.64％

50.14％

【電話番号】
地域振興課

森林セラピーロードを歩こう！

美杉総合支所
０５９（２７２）８０８０・８０８２・
８０８５

市民福祉課

０５９（２７２）８０８３・８０８４

美杉地域は、東海三県で唯一の森林セラピー基地に認
定されています。地域内には、８つのコース（ロード）
があります。
暖かい春の日差しのなか、セラピーロードを歩こう！

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。

＊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。

