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本校舎で美杉小学校始業式

電話：２７２－８０８０

１年３カ月ぶりに本校舎に戻る
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１月８日(火)、美杉小学校において、３学期の始業式が行われました。一
昨年の１０月以来、太郎生の臨時校舎で学んでいましたが、裏山の工事が終
わり、安全が確認されたことから、冬休み中に引っ越し作業を終え、この日
の始業式を迎えることができました。
この日の始業式で中谷校長から、１年生は初めての本校舎での生活になる
ので上級生が親切に何でも教えてあげるようにとの話があり、校舎に久しぶ
りに児童の元気な声が響いていました。
児童会長
中井甚太さんの喜びの声

工事が完了した裏山

平成２５年を
奥津の美杉小学
校で迎えることができました。臨時校
舎に移ってからの約１年３カ月、皆さ
まにはいろいろとご心配をおかけしま
した。子どもたちは新年への希望を抱
きながら、元気に日々の学習に取り組
んでおります。教職員一同、さらに子
どもたちの安全安心な学習環境の確保
に向けて努力してまいります。一層の
ご支援ご協力を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
中谷校長メッセージ

１年３カ月の間、臨時校舎で過ごし
ました。多くの友達は、美杉小学校に
早く帰りたいと思っていたと思いま
す。ぼくたちが本当に過ごす学校は美
杉小学校なので、安全で安心できる学
校にしてもらったことは、とてもうれ
しく思います。委員会活動や縦割り班
活動などをみんなで協力して行った
り、友達と仲良く過ごしたりして、一
日一日が「よかったな」と思えるよう
にしたいと思います。

美杉小学校

下之川ごんぼまつり
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集会所耐震工事完了報告 ４
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視察研修レポート

お知らせ

６

【編集の記】
取材のため、美杉小学校
の始業式に伺いました。久
しぶりの本校舎での生活が
始まるとあって、子どもたち
一人一人の表情は喜々と
したもの でした 。この 表 情
が、いつまでも続いて欲し
いと思います。
今月号には、多気の郷元
気づくり協議会から、視察
研修のレポートを投稿して
いただきました。これほどボ
リュームのある投稿は、初
めてではないかと思いま
す。これからも、地域の
方々からの積極的な寄稿
をお待ちしています。
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美し国おこし・三重
パートナーグループ座談会
１２月１２日（水）、美杉総合開発センターで、八知
地区活性化協議会の「美し国おこし・三重」パートナー
グループ登録のための座談会が開催されました。
この日は、住民中心の地域づくりのために設立された
同協議会も３年を経過しようと
していることから、これからの
活動促進を図ることを目的に
パートナーグループに登録して
いこうと、出席した協議会の代
表者は、県の担当者などと活発
な意見交換をしました。

中太郎生西グリーンツーリズム推進委員会 主催

食と地域の交流イベント
12月22日（土）、太郎生地内にある滞在型市民農園「城山
クラインガルテン」において、『ノルディックウオーク』や
『周辺地域の地域資源調査』、『餅つき大会』等を盛り込んだ
「都市住民との食と地域の交流イベント」を企画したところ、
大阪府、愛知県及び京都府の都市部から50人が参加され、自
然観察・資源調査を通して、地域の魅力を発信することができ
ました。
また、本年５月には、大阪・神戸
ドイツ連邦共和国総領事館の協力に
よる「城山クラインガルテン開設１
５周年記念植樹式」の開催を計画し
ています。
準備運動する参加者

消防団新春表彰伝達式
１月１３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行われ、１７１人の団員が
参加しました。それぞれの功績をたたえた賞状が団員に
授与され、受賞者
を代表し第４分団
の田中分団長が
「今後ますます消
防活動に精進して
いきます」と力強
く謝辞を述べまし
た。

おさかなまつりin美杉
１２月１５日（土）、道の駅美杉で「おさかなまつ
りin美杉」が開催されました。白塚漁業協同組合、白
塚水産加工業協同組合による魚介類、水産加工品の販
売のほか、マグロの
解体ショーや貝汁の
振る舞い、美杉地域
の皆さんによる林業
機械・杉箸、美杉特
産品の販売、抽選会
等が行われ、大勢の
買い物客で賑わいま
した。

歳末もちつき大作戦2012
12月23日（日・祝）、美杉高齢者生活福祉センターで
「歳末もちつき大作戦2012」（主催：あったか正月を実現す
る会）が行われました。
前日の準備から開催当日
まで二日間で総勢300名以
上のボランティアの方々が
参加し、臼と杵で約2700
個のお餅をつくりました。
出来上がったお餅は、そ
の日のうちに80歳以上の高
齢者がみえる世帯に届けら
れました。

森林セラピー基地発展に
ご寄付を頂きました
１２月２６日（水）、公益社団法人三重県宅地建物取引業
協会津支部から、津市森林セラピー基地運営協議会へ寄
付目録の贈呈式が行われ
ました。
これは、津まつりで、同支
部が市と連携して「津市空
き家情報バンク」のＰＲを
行い、ジュース等の販売を
行った売上金を寄付してい
ただいたものです。

多気新春歩こう会
１月２日（水）、多気体育振興会と上多気区の共催による「新春歩こう会」を開催
しました。今年で２８回目となり、今回も、お孫さん連れのおじいちゃんの姿が目立
ち参加者は７４人で毎年増えてきています。
好天に恵まれ比津峠を越えて、比津駅まで往復しました。途中、藤田コンニャクさ
んで休憩、おかげ横丁でしか販売されていない美味しいコンニャク羊羹を試食させていただき、その後、東平寺の
シイノキについて比津区長（藤田勲）さんにご説明いただきました。ご協力いただき、ありがとうございました。
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シリーズ「美杉地域協議会の取り組み」⑦

下之川地域元気づくり協議会の取り組み
シリーズ第７弾は、「下之川地域元気づくり協

から出ていった人たち)にも参加を呼び掛けていま

議会」をご紹介します。会長の池田富生さんに、

す。参加することで、外へ出ていった人たちにも下

協議会の取り組みなどを伺いました。

之川への愛着が生まれてきているようです。「ごん
ぼまつり」以外にも、下之川伝統の地域祭事にも取

会員の思い

地域に伝わる伝統を守り、後世に

り組んでいます。

伝えていきたい。衰退しつつある農
業の振興を図りたい。新最終処分場の建設に伴う道

環境美化に努めようと休

暮らしづくり部会

耕田を借りてレンゲづくりや

路整備により人の往来も増えることから、地域外の
人たちとの交流を促進したい。そんな思いから、平
成２３年５月に協議会が設立されました。
設立当時は２３人だった会員も、今では８０人を

コスモスづくりに励んでいます。しかし、鹿の被害
に苦労しています。

スポーツ部会

超える大所帯になりました。現在は、５つの部会が

以前から老人クラブを主体に行
われていたペタンク、グランドゴ

それぞれ知恵を出し合って活動しています。その部

ルフ、カローリングを地域住民の健康づくりに役立

会の取り組みを紹介します。

てようと、協議会でも取り組むことになりました。

農林業部会

タラ芽、ウド、コゴミ、ワラビ
といった山菜の栽培に挑戦してい

ペタンクの腕前は、全国大会出場レベルにまで達し
ています。

ます。さらに栽培の研究を進め、商品化ができれ
ばと張り切っています。今は、オートキャンプ場
のヒストリーパーク塚原で、朝採り野菜を販売
し、好評です。将来は、各地の産直販売店への出
荷も考えています。
ヒストリーパーク塚原での朝採り野菜の販売風景
ペタンクの競技風景

特産品を育てる部会

もともとは「ごんぼま
つり」のときにだけ作ら

れていた「ごんぼ」の味を広めたいと、年に数回、
イベントごとに作るようになりました。美杉地域で
のイベントばかりでなく、市の農林水産まつりや津
まつりなどにも出品し、地域外へのPRにも努めてい
ます。

まつり部会

地域の伝統文化である「ごんぼ

課題と夢

活動を長く続けるためには、高齢者

まつり」を、次代に残すのだと頑

にもできる活動をどのように工夫する

張っています。祭りにまつわる資料を調査、収集

のか、事業につなげる経費をどう捻出するのかも頭

し、資料を保存する活動が進められています。仲

の痛い課題だと言えます。何よりも緊急の課題は、

山神社の装束の着付けや色々な儀式の所作を次代

獣害対策だといえるでしょう。

に伝える指導員の養成にも取り組んでいます。
神輿の担ぎ手が尐なくなり、「外氏子」(地域

伝統文化を守りたい。農業振興を進めたい。そん
な夢は、ますます強くなってきているようです。
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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（月・祝）、午前１０時
から開催されます。
当日は、境内で甘酒のふるまいや「祭ごんぼ」の販売が行われます。また、ごんぼ
会館では、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ふるまいや特産
品の販売が行われます。
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。
問い合わせ先

下之川出張所
☎２７６－０２２２

美杉地域の高齢者（６５歳以上）向け健康づくりウオーク♪
津市森林セラピー基地運営協議会では、美杉地域在
住の高齢者の今後の健康づくりの「きっかけ」を作ろ
うということで、高齢者向けの森林セラピーを実感し
ていただけるウオークを企画いたしました。普段から
散歩している方から運動不足の方まで、美杉地域在住
の６５歳以上の方であればどなたでも参加頂けますの
で奮ってご参加ください。これを機に、健康づくりに
ついて考えてみませんか？

開催日：３月２４日（日）
（雨天順延）午前９時３０分～
集合場所：多気出張所駐車場
コース：多気北畠歴史探索コース
歩行距離：３～４ｋｍ
参加費：無料（昼食各自持参）
申し込み：３月２１日（木）午後５時まで
津市森林セラピー基地運営協議会事務局
（美杉総合支所地域振興課）
☎２７２－８０８０

参
加
者
全
員
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

水
戸
黄
門
で
お
な
じ
み
の
杖
を
、

確定申告相談会等日程
申告相談会
八幡地域住民センター
2月 8日（金） 9：00～11：30
多気地域住民センター 2月 8日（金） 13：30～16：00
下之川地域住民センター 2月12日（火） 9：00～11：30
竹原地域住民センター 2月12日（火） 13：30～16：00
伊勢地地域住民センター 2月13日（水） 9：00～11：30
太郎生多目的集会所
2月13日（水） 13：30～16：00
美杉総合開発センター
3月15日（金） 9：00～11：30及び13：00～16：00
年金相談会 （白山公民館農民研修室） 2月5日（火） 9：30～11：30及び13：30～15：30
確定申告会場 （イオン津南ショッピングセンターサンバレー２階イベントホール）
2月18日（月）～3月15日（金）9：00～17：00（土曜・日曜は開設していません。但し、2月24日及び3月3日は開設します。）

上記の期間、税務署内では確定申告会場を設けておりません。
詳しくは、広報津 １月１６日号をご覧ください。

多目的集会所等耐震工事完了
耐震補強工事のため利用を中止していました太郎生多目的集会所、伊勢地多目的集会所、
下之川生活改善センターについて、工事の完了に伴い利用を再開いたします。
工事期間中、ご理解、ご協力をいただきお礼申し上げます。
なお、利用再開の日等詳しくは各出張所までお問い合わせください。
施

設

名

利用再開予定

問

い

合

わ

せ

先

太郎生多目的集会所

２月中旬

太郎生出張所

☎２７３－０２２２

伊勢地多目的集会所

２月中旬

伊勢地出張所

☎２７４－０２２３

下之川生活改善センター

３月上旬

下之川出張所

☎２７６－０２２２

Page 5

多気の郷元気づくり協議会視察研修レポート
視察研修「京極氏遺跡」を訪ねて

京極氏遺跡の風景

京極氏遺跡は、滋賀県北東部伊吹山の南山麓北近江に勢力を張った戦
国大名京極氏の城館遺跡等です。京極氏は、大河ドラマ「江」の浅井三
姉妹の次女「初」が嫁いだ先でもあります。
１２月８日、時々小雨と雪が混じった空模様の中、伊吹山文化資料館
谷口館長の案内で、国指定史跡京極氏館庭園跡を訪れました。
「内堀」であった小さな溝を渡り山に入ると凛とした空気の中に薬師
堂・京極一族の屋敷跡、つきあたりに京極氏館と庭園が現れました。
敷地には、池を思わせる場所が２箇所、中央に「虎石」と呼ばれる巨
石が立ち、山側斜面にも多くの石が配置されている武家庭園が偲ばれる

たたずまいです。
谷口館長によれば、以前は雑草に覆われ、地元住民もめったに行かな
い場所であったが、草刈、伐採、道の整備を住民自らの手で行い、平成
１６年国の史跡に指定されたそうです。寒さを心配される館長を横目に
元気づくり協議会のメンバーは京極氏の崇敬された伊吹神社に駆け上が
り参拝し一族のお墓にお参りしました。その後、廃校を利用した手作り
の伊吹山文化資料館にて２時間の研修を受けました。
戦国時代城下町であった上平寺は戸数１５軒、人口７０人弱の小集落
京極氏遺跡庭園の虎石
でかつて遺跡は「お荷物」であったが、４０代を中心とした「上平寺まちづ
くり推進委員会」のメンバーは、お荷物遺跡を逆に活用して「地区と歴史が一体となり人間交流が盛
んなまち」「子供達が誇れるふるさとづくり」を目指して庭園跡を和太鼓や能の舞台とした「イベン
ト」を開催、町内外から５００人が集まり幻想的な庭園を楽しまれたそうで
す。このイベントをきっかけに遺跡発掘体験、地域食材を使った弁当、まち
づくりを研究するセミナーの開催等、住民がさまざまな形で参画されている
そうです。
お話の中、谷口館長は、庭園・城跡のある北畠神社を含む遺跡を持つ美杉
町多気がすばらしいとのことで、「実は、以前に視察に行ってるんですよ」
とその時の北畠神社で撮られた１枚の集合写真を見せてくださいました。
文化資料館には、昔懐かしい品物が所狭しと並べられており、館内の説明
伊吹山文化資料館での研修
の中で「取り壊しの家があると聞くと飛んで
行って古いものを集めるんです」と笑う館長の顔には、意気込みが感
じられました。
研修の後、よく似た、いいえそれ以上の遺跡に恵まれている我々は
今後どのように町づくりに活かして行けば良いのか考えさせられると
共に、地域内外の人々に関心を持っていただく為のヒントをいただき
ました。
１２月９日、長浜城と信長の館で安土城天主を見学。当時は世界で
初めての木造高層建築であり壮大で絢爛豪華な天守閣であったことに
資料館内の見学風景
感動し、その天守閣がわずか３年で焼失したことに驚きました。
その思いを持って安土城跡を見学。羽柴秀吉邸跡・前田利家邸跡と過ぎ、当時琵琶湖の内湖に囲ま
れ南のみが開けた山頂に建築された５層７階の先ほど見学した天守閣を重ね合わせて当時を偲びまし
た。
今回の研修で、私達が住む地域は地味ではあるけれど、いかにすばらしい遺跡に恵まれているか。
又、へき地ではあるけれど美しい森林、水、空気に囲まれているかを実感することができました。
そして、このすばらしい自然を活かしつつ、「子供達が誇りに思い 私達が楽しめるふるさと」
づくりのために、地域づくりに関わる全ての協議会や団体、住民が一つになり夢と希望を持てる美杉
をつくって行きたいと思いました。
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下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。
血圧測定や尿検査等を無料で実施しています。 是非ご利用ください。

健康相談

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

2

日

月

時 間

4（月）

１３：３０

～ １６：３０

○

12（火）

１４：３０

～ １７：３０

○

19（火）

９：３０ ～

知
ら
せ

申告相談会会場

○
１２：３０

26（火）

お

健康相談

○

健康相談員 問い合わせ
☎２７６－０３３３
田中医師 （相談時のみ）
田中医師 ☎２７２－８０８４
（相談日時以外）
河野保健師 美杉総合支所市民福祉課に
つながります。
本郷保健師

市民福祉課

美杉地域内において申告相談会が開設されますが、各会場は「市県民税申告」及び「申告書諸用紙の交
付」「完成している確定申告書の受取り」の他、簡易な確定申告の会場となります。
また、市民福祉課及び各出張所窓口では完成した確定申告書を受取り税務署へ送付するのみとなりますの
で、申告の相談は各会場へお越しください。各地区の相談会の日程等は４ページをご覧ください。
但し、下記の申告は相談会会場で受けることはできませんので、税務署が開設する確定申告会場（イオン
津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール）で行ってください。
①青色申告 ②株式や土地等の譲渡所得の申告 ③初めての住宅ローン控除 ④死亡者の申告 ⑤国外扶
養者の控除の申告 ⑥損失の申告 ⑦雑損控除の申告 ⑧収支内訳書（農業所得・丌動産所得等）が未完
成の場合
問い合わせ：所得税等 津税務署☎228-3131
個人市県民税 津市役所市民税課☎229-3130

健康教室

三重県立一志病院

『腰痛

関節痛』

第4回
講師：小嶋 秀治（一志病院医師）
日 時 2月12日（火）１３時～１４時
場 所 一志病院 管理棟２階会議室
申し込み 参加ご希望の方は、事前に予約が必要ですので、電話、ＦＡＸ、電子メールのいずれかによ
りお申し込みください。（当日参加も可能です）
申し込み・問い合わせ先 三重県立一志病院 外来 津市白山町南家城616
☎262-0600（内線110） ＦＡＸ262-3264 電子メールihos@pref.mie.jp

住民健康講座
久居一志地区医師会
『中山間地域医療のありかた』
講師：田中 仁史（美杉診療所院長）
日 時 ３月１４日（木）１４時～
場 所 美杉総合開発センター １階会議室
問い合わせ 久居一志地区医師会 津市久居本町1400-2

☎255-3155

～森もり元気になろに！美杉～ （健康づくり推進員）からのお知らせ
「インフルエンザにかからない！うつさない！」
寒さの厳しさが増し、インフルエンザが流行する季節に
なりました。インフルエンザは感染力が非常に強く、日本
では毎年約1千万人（約10人に1人）が感染すると言われ
ています。私たち1人1人が予防に心がけ、この冬を元気
に過ごしましょう。
※森もり元気になろに！美杉は「津市健康づくり推進連絡協議会
美杉支部」として平成23年4月に発足しました。
みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。

《インフルエンザ予防のために心がけること》
①外出後や調理前などこまめに手洗いをしよう！
②うがいを励行しよう！
③できるだけ人ごみは避けよう！
④マスクをつけよう！
⑤普段から体調を整えよう！（食事・運動・睡眠）
⑥部屋の換気・加湿を忘れずに！

【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。

