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矢頭峠トンネル（仮称）掘削工事始まる
――

掘削現場・トンネル内を取材

県道一志美杉線（矢頭峠バイパ
ス）のトンネル掘削工事が始まりまし
たので、県津建設事務所のご協力を
得て、ＪＶ工事事務所の所長さんに案
内していただき、掘削現場を見学さ
せていただきました。

――

に出し、トンネル内の側面の岩盤に
コンクリートを吹き付けて、少しずつ
トンネルを掘り進めるのだそうです。
来年の１２月までこの作業が続き、
ようやく一志町まで貫通するというこ
とを伺い、掘削工事の大変さを実感
することができました。全ての工事が
完了するのは平成２７年度の予定で
す。
美杉町民、とりわけ下之川地区と
多気地区住民の長年の悲願が、よう
やく実現に向けて本格的に歩み始
めました。工事の無事完成を心から
祈りたいと思います。

担当：地域振興課

電話：２７２－８０８０
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【編集の記】

このトンネルの長さは１，６３７メート
ルで、３０メートルほど（４月２４日現
在）掘削が進んでいました。
私たちが訪れたときは、岩を爆破さ
せる爆薬を詰めるための穴を掘る機
械がトンネルの中に入って行くところ
でした。この機械で掘った穴に爆薬
を入れて岩を砕き、砕かれた岩を外

昨年の春に多気の郷元
気づくり協議会から頂いた
苔玉に、今年も可憐な水
仙の花が咲きました。この
苔玉は、総合支所で二度
目の春を迎えました。

いよいよ美杉小学校裏山工事に着手
美杉小学校は、校舎の裏山で亀裂
が見つかって以来、長期間旧太郎生
小学校の仮校舎での授業を余儀なく
されていますが、県は5月7日から、こ
の裏山の危険を防止するための工事
に着手しました。この工事は、第1期
工事と第2期工事に分けて行われる
ことになっていますが、このたび着手
された第1期工事は立木の伐採と仮
設道路の設置、それに崩落の危険が
ある土砂を取り除く工事が主なものと
なっています。
県は、この工事を１０月中には終
え、引き続き第２期工事である地滑り

を抑止するための杭を設置する工事
に着手し、全ての工事を今年中には
終えたいとしています。一日も早い
工事の完了と本校舎での授業の再
開を望みます。

苔玉の中に球根が生き
残り、春になって芽が出
て、花が咲いたようです。
これからも年を重ねて咲き
続けてくれるよう、大切に
していきたいと思っていま
す。
ところで、この花は本当
に「水仙」なのでしょうか。
総合支所職員の中にも異
論がたくさんあり、あまり自
信はありません。
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子育て支援「すぎっ子」からのお知らせ
未就園児のお子様とその家族の方が利用できます。
気軽にお越しください。
八知保育園「すぎっ子の集い」
１０：００～１１：００
6月 8日(金)・ペープサート
22日(金)・おたのしみ会
7月13日(金)・リズムあそび
27日(金)・おたのしみ会
9月14日(金)・リズムあそび
28日(金)・おたのしみ会
10月13日(土)・運動会
26日(金)・おたのしみ会
11月

7日(水)・子育て講演会
22日(木)・おたのしみ会
★12月以降の計画は次回お知ら
せします。

すぎっ子ルーム
※月～金[10時～]
午前中、利用した
い時間にお越しくだ
さい。
※事前申込み不要
※料金 無料
※どの地域から、ど
なたでも利用できま
す。

詳しくは、八知保育園すぎっ子担当まで
（☎272-0224）

蔵王公園青葉まつりのご案内
６月２日（土）〔雨天６月３日(日）〕
集合場所：太郎生多目的集会所
集合時間：午前１０時
内容：蔵王公園までの散策
宝探し、ビンゴゲーム、蔵王鍋他
準備物：弁当、おやつ、飲み物、敷物等
協賛行事
（蔵王堂管理委員会[大洞・南出自治会]）
西蔵王堂 改築２０周年法要
鳥居建立
・ぜんざいふるまい
・お菓子まき
・草もち他 販売

多数の参加をお待ちしています。
お問い合わせ：太郎生出張所
（☎２７３－０２２２）

多気の郷元気づくり協議会総会 下之川地域元気づくり協議会総会
４月２０日（金）、午後７時３０分から、多気の郷元気
づくり協議会事務所で平成２４年度定期総会が開催さ
れました。
この日は、会員２４人が出席し、平成２３年度の事業
報告及び決算報告と平成２４年度の事業計画及び予
算、規約の一部改正など、すべての事項が承認されま
した。
今年は、設立４
年目を迎え、更なる
協議会の発展のた
めの事業促進が、
期待されます。

４月２４日（火）、午後７時３０分から、下之川地域
住民センターで平成２４年度定期総会が開催されま
した。
この日は、会員２５人が出席し、平成２３年度の事
業報告及び決算報告と平成２４年度の事業計画及び
予算が承認されまし
た。
今年は設立2年目
となり、遊休地の活
用など、本格的な協
議会活動が期待さ
れます。

八幡地域活性協議会総会

八知地区活性化協議会総会

５月11日（金）、午後７時３０分から、八幡地域住民セ
ンターで、平成２４年度定期総会が開催されました。
この日は、会員２１人が出席し、平成２３年度の事業
報告及び決算報告と平成２４年度の事業計画及び予
算が承認されまし
た。
今年は、設立3年目
を迎え、協議会の活
動を進める上で重要
な年です。
地域活性化のため
の活動が期待されます。

５月１３日（日）、午後７時から、津市美杉総合開発
センターで、平成24年度定期総会が開催されました。
この日は、会員２８人が出席し、平成２３年度の事
業報告及び決算
報告と平成２４年
度の事業計画及
び予算が承認さ
れました。今年度
の事業目的は、
地域らしさを生か
した取り組みを進
めるとしており、活発な活動による協議会の発展が
期待されます。
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シリーズ「美杉地域協議会の取組み」②

多気の郷元気づくり協議会の取組み
シリーズ第２弾は、「多気の郷元気づくり
協議会」を紹介します。会長の海住佳子さん
と立ち上げ当時から活動に関わっておられる
富田倍み（ますみ）さんに、協議会の取組み
や今後の展望などを伺いました。
４つの部会
協議会設立のきっかけは、文字どおり「集
落機能再生きっかけづくり推進事業」でし
た。地区内の各種団体で設立準備会を組織
し、設立準備会が地区住民に呼び掛け、平成
２１年１２月２２日に、３９人が参加して設
立されました。
協議会には、テーマを決めて活動する「ふ
るさと部会」、「森づくり部会」、「ものづ
くり部会」の３部会と、この３つの部会の調
整機能を担う「事業調整部会」があります。
ふるさと部会は、地区内の史跡を巡り、豊富
な歴史遺産の掘り起こしを進めています。森
づくり部会は、自然保護を目的とした環境づ
くりや自然との触れ合い活動を行い、ものづ
くり部会は、特産物の開発と販売促進に取り
組んでいます。
組織全体での取組み
協議会全体の事業として、平成２２年度か
ら始められた「歴史の郷ウォークと芝桜の植
栽」イベントは、一般参加を呼びかけ、多気
地域の歴史、自然、癒し空間の体感、そして
道の駅「美杉」での芝桜の植栽を通じて、環
境づくりの体験を全員参加で行っています。

３月１８日開催の「まるごと美杉」イベント

平成２３年度には、津市ＰＴＡ連合会から要
請があり、「地域まるごと体験」イベントを
実施したところ、子どもと保護者合わせて１
００人もの参加がありました。清流を活かし
たあまごつかみや飯盒炊飯、その後、苔玉づ
くり体験、木工体験、自然観察を行い、参加
者みんなに楽しんでいただけたのだそうで
す。また、苔玉は、各地での体験教室の参加
要請をはじめ、少しずつ評価されてきたた
め、今年からは協議会全体で取り組むことに
なりました。

３月１８日開催イベントでの「苔玉体験」

活動の喜びと今後の展望
「会員数は少ないですが、みんなが一つに
なれるし、みんなが集まると想像以上の知恵
が出てきます。」「イベントに参加していた
だいた方々から感謝の言葉をかけられたり、
参加者の明るい笑顔を見るのが一番嬉しい
し、その笑顔が会員の背中を押してくれま
す」と話すお二人にも笑顔がはじけます。
「会員を増やすというよりは、地域みんな
で取り組みたい」というのが会員の願いだそ
うで、平成２３年度も、かご作りや苔玉づく
りは会員だけでなく、地域の皆さんに声をか
けて、みんなで作製したのだそうです。
平成２３年度の決算では、少しですが事業
収益が計上されました。ゆっくりではあって
も、着実に自立の道を歩き始めているという
のが、お話を聞かせていただきながら湧き上
がってきた実感でした。
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お 知 ら せ
健康相談

下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。
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。
月

日

時

間

４日（月） １３：３０～
６月 １１日（月）

１６：３０

１９日（火）

９：３０～
１２：３０

２６日（火）

健康相談

健康相談員

○

田中医師

○

田中医師

○

河野保健師

○

本郷保健師

お問い合わせ
（☎）２７６－０３３３（相談時のみ）
（☎）２７２－８０８４（相談日時以外）
相談時以外は、美杉総合支所市民福祉課
につながります。

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。

在宅ねたきり老人等寝具洗濯等サービス事業

【高齢サービスⅦ】

寝具類の衛生管理が困難な人に、寝具類の水洗いと乾燥消毒を行うサービスです。年２回
を限度とし、１回当たり掛布団、敷布団、毛布の各１枚を限度とします。
●対象者 介護保険法の規定により、要介護「４」または「５」と認定された人または
身体障害者手帳１級または２級に該当し、ねたきり状態にある人
●費用負担
●お問い合わせ

洗濯等に要した費用の３割を利用者負担
高齢福祉課

☎ ２２９－３１５６

美杉総合支所市民福祉課

☎

２７２－８０８４

～森もり元気になろに！美杉～ からのお知らせ
梅雨の時期、食中毒予防の三原則「菌をつけない、菌を増やさない、菌を殺す」
①手は細菌の運搬人
調理前、また生の肉や魚、卵を触った後は念入りに手を洗いましょう。調理の途中で
トイレに行ったり、鼻をかんだりした後の手洗いも大切です。
②冷蔵庫を過信しないで
※森もり元気になろに！美杉は
買い物後はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れ、なるべく早く食べるように
「津市健康づくり推進連絡協議
しましょう。冷蔵庫、冷凍庫に詰めすぎないよう注意しましょう。
会美杉支部」として発足しまし
③しっかり加熱を心がけて
た。みなさんと一緒に健康づく
加熱して調理する食品は十分に加熱し、食中毒の発生を予防しましょう。
りを考えていく団体です。

第２４回 みすぎ夏まつり納涼花火大会
日時
７月２１日（土）１８時３５分～２１時００分 荒天順延
場所
津市美杉町八知５８００番地
津市立美杉中学校グラウンド
内容
美杉連山のろし太鼓・よさこいソーラン・花火、バザー
美杉の花火は、その大音響が山々に轟き、迫力満点。若者が火の粉をかぶる手筒花火も勇壮です。
お問い合わせ先 みすぎ夏まつり実行委員会（美杉総合支所地域振興課内 ☎２７２－８０８０）
【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

※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。

