
    【編集の記】 

 １月１７日朝、真見の

あたりまで来ると薄っす

らと雪化粧。総合支所に

たどり着く頃には、本格

的な雪景色。この日は太

郎生に行く予定をしてい

たのですが、太郎生の雪

の状況はこんなものでは

ないとの忠告を受け断

念。美杉で初めて味わう

厳しい冬の一日となりま

した。 

 どんど焼き、新春表彰

伝達式、新春歩こう会な

ど、新しい年の幕開けに

ふさわしい記事満載の

「美杉だより」をお届け

します。「美杉だより」

も２度目の春を迎えまし

たが、これからも美杉な

らではの記事をたくさん

お届けしたいと思ってい

ますので、ぜひご愛読く

ださい。  
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 みすぎん しごとはじめ式  １/５  
 １月５日（木）、津市役所

で、「津ぅキャラ２０１２し

ごとはじめ式」が行われ、津

市森林セラピー基地キャラク

ターであり、美杉地域のキャ

ラクター“みすぎん”も参加

しました。 

 当日は、津市で活動するゆ

るキャラが大集合し、前葉市

長から、「今年も津市のＰＲ

のために活躍を期待します」

とのメッセージをいただき、ゆるキャラを代表して、

シロモチくんが抱負を述べました。 

 みすぎんも美杉地域と森林セラピー基地のＰＲのた

めに今年も全力でがんばります。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

 ・・・ｂｙみすぎん 

  

太郎生地区どんど焼行事 1/7 
 １月７日（土）、美杉地域の各集落

で、正月のしめ飾りを燃やし、鏡餅を

焼く、山の神行事が行われました。 

 今年は、太郎生北垣内地区のどんど

焼き、を取材させていただきました。 

 一段と冷え込んだ日になりました

が、地域の皆さんでしめ縄を飾り、こ

の地域では、しめ飾りを１５日に燃や

すそうですが、神火を焚いて、この火

で焼いたお餅を食べ、無病息災が願わ

れました。 

お知らせ ４ 



１月８日（日）、美杉総合開発センターにおい

て、美杉方面団新春表彰伝達式が開催されました。 

市内で行われた出初式に引き続き行われた表彰伝

達式には１７１人の団員が参加し、被表彰者の功績

に対し盛大な拍手が送られました。 

 被表彰者を代表し、第５分団の坂元分団長が謝辞

をのべ、これから

も地域の方々に信

頼される消防団と

して、団活動に取

り組むことを誓い

ました。  

 多気新春歩こう会  １／２  

 １月２日（月）、多気体育

振興会と上多気区为催の新春

歩こう会が開催され、今年は

雪がちらつく寒い一日となり

ましたが、漆までの太夫坂往

復の約１１㎞を参加者７７人

（内、子供１４人）全員が元

気に歩きました。 

漆集会所では焚火と具だくさんの本当に美味しい豚汁の

ふるまいを受け、漆の歴史も伺いました。その後、滝のす

ばらしい不動さんへも案内いただきました。 

 今回の歩こう会では、目的地の自治会の方々との交流を

持つことが出来、すばらしい体験ができました。漆自治会

の皆様ありがとうございました。   
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森林セラピー基地発展に・・・ 

 宅建協会津支部寄付贈呈式 １２/２２  

美杉総合文化センター整備事業推進委員会 

                        １/１２ 

１２月２２日（木）、㈳三重県宅地建物取引業協会

津支部から、今年もセラピーロードの整備など森林セ

ラピー基地の発展にと津市森林セラピー基地運営協議

会へご寄付をいただきました。 

これは、１０月９日の津まつりで、宅建協会津支部

が協会の活動と「津市空き家情報バンク」のＰＲブー

スを出展した際、三重中央農協より提供いただいたぎ 

ょうざ販売や、美杉茶の

詰め放題の売上金を寄付

されたものです。 

 貴重な資金として活用

させていただきます。  

 １月１２日（木）、美

杉総合開発センターで、

津市美杉総合文化センタ 

ー整備事業推進委員会

（今井幹雄委員長）が開

催されました。 

会議では、施設の基

本設計の建物内部（総合

支所ゾーン、コミュニティゾーン、歯科ゾーン、共通

ゾーン等）の配置や敷地整備について熱心な討議、協

議が行われました。  

 １２月１４日（水）、竹原多目的集会所で 

、竹原老人クラブの皆さんを対象に交通安全

協会サポート隊による交通安全教室が開催さ

れました。 

 手品などを交え、高齢者に起こりやすい危

険について、自らが自らの身を守ることが交

通安全の第一歩と皆さんたのしく交通安全について学びました。 

  交通安全教室        １２／１４ 
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１２月２４日（土）、美杉高齢者生活福祉センターで「歳末もち

つき大作戦２０１１」（为催：あったか正月を実現する会）が行わ

れました。 

高齢者の方に良い正月を迎えてもらおう

と、ボランティア、民生委員、老人クラ

ブ、小・中学生などが集まり、杵と臼で約

２，４００個のお餅をつくりました。 

出来上がったお餅は、高齢者宅へ届けられ

ました。  

 歳末もちつき大作戦          １２／２４  
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 １２月１７日（土）、道の駅美杉

で、「海山物大集合in道の駅美杉」

と題して海（白塚）の特産品から

山（美杉地域）の特産品を一堂に

集め販売する物産展が開催されま

した。 

海産物テントの前で行われた試

食コーナーから出る干物・丸干が

焼ける香ばしい匂いに誘われ、売

れ行き好調でした。 

 訪れた人達は冬の青空の下、あ

れやこれやと海山物の買い物を楽

しんでいました。  
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 国道３６８号の工事促進を要望   ― 上多気から上仁柿間のバイパス整備 ―  

 １２月１４日（水）、美杉自治会連合会（岡田武士会長）は、美杉小学校の裏山に生じた

亀裂を早急に対応し、子どもたちが安心して旧太郎生小学校の仮校舎から戻れるよう、県知事

と県議会議長への要望活動を行いました。 

 岡田会長をはじめとする各地区の自治会連合会長は、三重県庁を訪ね、辰己環境森林部長に

県知事あての要望書を手渡し、一日も早く工事に着手し、早期に工事が完了できるような適切

な対応を行うように申し入れました。 

 これを受けて辰己部長からは、１０月１８日から２ケ所でボーリング調査を行った結果、地

中に水たまりはなく、水抜きをする必要はないことが判明

したこと、現地にセンサーを設置して地盤の動きを観測し

てきたが、これまでに３ｍｍ程度の動きしかなく、目立った変化はないことが報告されまし

た。また、適切な工法を決定するために新たに３ヶ所でボーリング調査をすることになり、

３月までには工法を決定したいとの話がありました。早ければ９月までには対処したいと考

えており、子どもの安全、安心という観点から、しっかりと取り組んでいくとの県の考えが

示されました。 

 引き続き岡田会長らは県議会を訪ね、山本県議会議長に直接要望を行い、山本議長から

は、津市選出の県議会議員と連携して、積極的に支援していくとの力強い回答をいただきま

した。  

白山・美杉地域の医療を考えるフォーラム・ワークショップ 

 １２月１４日（水）、多気地区自治会連合会（海住佳子会長）は、三重県津庁舎に柳本

津建設事務所長を訪ね、奥立川地内の未整備区間と上仁柿工区の整備促進を要望しました。 

 この席で海住会長は、地元住民の長年の悲願であるにもかかわらず工事が遅々として進ん

でいないことへの住民の不満を述べるとともに、生活道路としての安全、安心を確保するた

めの事業であるばかりでなく、産業の振興、北畠氏の歴史遺産や史跡名勝を活かした観光の

振興にも必要不可欠な事業でもあることを強く訴え、一日も早い事業の促進を要望しまし

た。 

 これに対して柳本所長からは、当面は現在既に着工している下太郎生工区の改良事業を継

続していく予定だが、松阪建設事務所で取り組んでいる上仁柿工区の事業の進捗に合わせ、

両事務所が連携してこの区間の整備にも取り組んでいきたいとの回答がありました。 

 １月１８日（水）、美杉総合開発センターで第３回目のフォーラム・ワークショップが開

催され、多数の方が参加され熱心に意見交換などを行いました。 

 高齢化率も、いよいよ美杉地域全体で５０％を超え、近い将来の地域医療に対する不安や

課題が山積している状況が再認識され、地域が为体になって地域のことを考え行動すること

のきっかけとなった貴重なフォーラム・ワークショップでした。 

 今後は、地域と行政が一体となって協働による課題解決を図り、よりよい地域医療をめざ

した安心・安全の地域を創っていきましょう。 

美杉小学校裏山の亀裂対応を県に要望  ― 美杉自治会連合会 ―  

    下之川ごんぼまつり          ２／１１  
 伝統行事の下之川仲山神社「ごんぼまつり」が２月１１日（土・祝）、午前１０時から

開催されます。 

 当日は、ごんぼ会館で午前１１時からボランティアの皆さんによる、あたたかい玄米小

豆がゆの振る舞いがあります。  

 また、下之川の皆さんが丹精込めてつくる「祭ごんぼ」は、故郷の味、独特の味として

たいへんな人気です。ぜひご賞味ください。 

  

お問い合わせ先：下之川出張所 ☎ ２７６－０２２２ 

        下之川地域特産品を育てる会 ☎ ２７６－０８８８  



 下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。 

 今月の健康度チェックは「体を動かしましょう！ストレッチ体操」です。是非ご利用ください。 
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※为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。 

美杉地域の人口（平成２４年１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 ７２０ １，２４５ １，０３６ ５４５ ６２１ ７８７ ５２３ ５，４７７ 

６５歳以上 ３４７ ６２３ ４０３ ２８５ ３５６ ４３８ ３１６ ２，７６８ 

高齢化率 48.19％ 50.04％ 38.90％ 52.29％ 57.33％ 55.65％ 60.42％ 50.54％ 

 所得税、市・県民税の申告相談日程（美杉） 

八幡出張所 ３月 ５日（月）   9：00～11：30 

多気出張所 ３月 ５日（月） 13：30～16：00 

下之川出張所 ３月 ６日（火）   9：00～11：30 

竹原出張所 ３月 ６日（火） 13：30～16：00 

伊勢地出張所 ３月 ７日（水）   9：00～11：30 

太郎生出張所 ３月 ７日（水） 13：30～16：00 

美杉総合開発センター ３月 ８日（木） 
  9：00～12：00 

13：00～16：00 

詳しくは、広報津 １月１６日号（２～４ページ）をご覧ください。  

   お 知 ら せ 

活かそう美味し国の文化財事業 

   北畠神社 歴史講演会  

   『伊勢国司北畠氏とその時代』 
 

講 師：小林 秀 氏 

  （三重県生活・文化部文化振興室県史編さん 

   グループ主幹） 

日 時：平成２４年２月２６日(日)１３：００～ 

場 所：北畠神社会館ホール 

内 容：発掘調査や文献資料の調査成果を交え   

ながら北畠氏の実像についてお話いただ

きます。 

お問い合わせ：北畠神社 ☎ ２７５－０６１５ 

      ※参加費・事前申し込み不要 

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。 

健康度チェック時間 

１回目 １０：００～１０：３０   

２回目 １１：００～１１：３０ 

～森もり元気になろに！美杉～ 美杉健康づくり推進協議会だより ～インフルエンザにかからないように～  
 暖冬といわれていますが、どんどん寒くなり、木枯らしも強くなってきました。インフルエンザも地域で流行ってきている

ようです。各人が予防に心がけ、この冬を元気に過ごしましょう。  

《インフルエンザ予防６か条》           

 ★外から帰ったら、手洗い・うがいを励行しよう！ 

 ★出来るだけ人ごみは避けよう！ 

 ★マスクをつけよう！ 

 ★普段から体調を整えよう！（食事・運動・睡眠をしっかりと） 

 ★部屋の換気・加湿を忘れずに！ 

 ★インフルエンザ予防接種を受けよう！ 

【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   ０５９（２７２）８０８３・８０８４         

はり・きゅう・マッサージ施術費助成 事業 【高齢サービスⅢ】 

 寝たきりにならないための予防対策として、在宅の高齢者に対して保険適用外のはり・

きゅう・マッサージの施術にかかる費用の一部を助成します。 

●対象者  ４月１日現在で７０歳以上の人 

●助成方法 助成券を年間６枚以内（申請月により異なります） 

●助成額  助成券１枚につき１，０００円 

●お問い合わせ 高齢福祉課  ☎ ２２９－３１５６ 美杉総合支所市民福祉課 ☎ ２７２－８０８３ 

健康相談 

白山公民館農民研修室 
２月３日（金） 

２月６日（月） 

9：30～11：30 

13：30～15：30 

公的年金等受給者のための所得税確定申告相談日程  

月 日 時 間 健康相談 健康相談員 健康度チェック内容 

  ６日（月） １３：３０～ ○ 田中医師  

２月 １３日（月）   １６：３０ ○ 田中医師  

 ２１日（火）  ９：３０～ ○ 河野保健師 体を動かしましょう！ 

 ２８日（火）   １２：３０ ○ 本郷保健師 ストレッチ体操 

当日の天候により、健康相談をお

休みさせていただくことがありま

すのでご承知願います。 


