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美杉小学校入学式
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４月８日（月）、１年生１１人を迎えて、美杉小学校の入学式が行われま
目 次
した。少し緊張しながらも、立ったり座ったり、そして、礼をしたりするこ
ともしっかりできました。まだ覚えていない校歌もピアノに合わせて口ずさ 美杉小学校入学式
むことができました。
美杉中学校入学式
さあ、小学校の生活が始まります。友達と一緒に思う存分楽しんでほしい
美杉小学校卒業式
と思います。
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美杉中学校入学式
４月９日（火）、美杉中学校で平成２５年度入学式が行われました。
厳粛な雰囲気の中、２７人の新入生は落ち着いた雰囲気で入場しました。
校長式辞では、「生徒数は少ないがみんなの顔と名前がわかり、人間関係が
深められる。一人一人の胸に抱く目標を実現できるようがんばってほしい。」
と励ましの言葉が送られました。
新入生を代表して、池山優花さんが、「中学校生活を夢と希望を胸にがんば
っていきたい。美杉中学校の一員として仲間と協力し、何事にもチャレンジし
ていきたい。」と中学校生活に向けた誓いを力強く述べました。

［寄稿］
高齢過疎地域におけるサー
ビス付き高齢者向け住宅
５
［投稿］
ふれあいサロン「すずめの
お宿」新装オープン ６
第７回美杉地区地域審議会 ６
美杉総合支所人事異動

６

（仮称）津市美杉総合
文化センターのお知らせ ７
お知らせ

【編集の記】
贅沢な嘆きですが、記事
がどんどん増えてきて、編
集の記の欄がだんだん小さ
くなってきました。ありがた
いことです。
寄稿、投稿もお寄せいた
だけるようになってきまし
た。これからもどんどんお寄
せください。お待ちしており
ます。

８
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美杉小学校卒業式
３月１９日（火）、美杉小学校卒業証書授与式が行われました。
卒業証書が、２８人の卒業生一人一人に手渡されました。校長先生からは、今日の日を迎えることがで
きた喜びや今までの活躍に感謝する言葉や励ましの言葉が贈られました。
また、｢別れのことば｣では卒業生から在校生や保護者のみなさんへ感謝の気持ちが述べられました。
体育館には、卒業生・在校生の心に響く歌声がいつ
までもこだましていました。

八知・太郎生保育園

▲八知保育園

卒園式

３月２５日（月）、八知保育園・
太郎生保育園で卒園式が行われまし
た。
在園児や保護者に見守られ温かい
雰囲気の中で、１０人が思い出いっ
ぱいの保育園を卒園しました。
保育園での思い出を胸に、小学校
にいって新しいお友達を沢山作っ
て、楽しい学校生活を送ってほしい
と思います。

▲太郎生保育園

美杉地域新食材育成
活性化推進協議会

美杉地域産業活性化
きっかけづくり推進協議会

３月２８日（木）、太郎生多目的集会所において、第
８回の協議会が開催されました。
会議では、平成２４年度の事業経過及び決算見込み報
告の後、オオイチョウダケの菌床栽培の現状と今後の取
り組み方法についての意見交換が行われました。協議会
設立後４年を経過したものの、予定していた成果が上が
らない状況の中で、市からの支援の延長を望む意見も多
く出され、平成２５年度に向けての意思疎通が図られま
した。

３月２７日（水）、火の谷ビール工場において、第
２回の協議会が開催されました。
会議では、当施設をメイン会場として利用した３月
１７日の地域交流イベント「美杉まるごと大集合」の
成果報告や平成２４年度の事業経過及び決算見込みな
どが報告されました。その後、平成２５年度に向けた
事業計画及び予算について意見交換が行われ、引き続
き各地域づくり協議会による施設の有効活用などによ
る利用促進について話し合われました。
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君ケ野ダム公園桜まつり ４/７
三多気桜まつり ４/１３・１４
君ケ野ダム公園桜まつり
よさこいソーラン

君ケ野ダム公園桜まつり
フラダンス

４月７日(日）君ケ野ダム公園桜まつ
りが、４月１３日(土）、１４日(日）
三多気桜まつりが華やかに開催されま
した。
君ケ野ダム公園桜まつりでは、君ケ
野なべ、お茶席などが行われ、特設ス
テージでは、美杉連山のろし太鼓、よ
さこいソーラン、歌謡ショー、フラダ
三多気桜まつり 並木道
ンスなどの催しがありました。
三多気桜まつりでは、恒例の千本つ
き、ごくまき、バザーなどの催しがあ
り、大勢の来場者で賑わいました。桜
見物とともに、地域物産品などの買物
や春の味を楽しまれ、並木道では、桜
のトンネルを思い思いにくぐっている
ようでした。
三多気桜まつり

ごくまき

三多気桜まつり

バザー

君ケ野ダム公園桜まつり
美杉連山のろし太鼓

下之川歩け歩け大会４/14

ヒストリーパーク塚原４/１１

４月１４日（日）、下之川体育振興会、下之川区、
下之川公民館主催による下之川歩け歩け大会が
開催されました。
下之川地域住民
センターから太原
公園までのコース
で行われ、多くの参
加者がビンゴゲー
ムや太原公園のさ
くら見物を楽しみま
した。

４月１１日（木）、ヒストリーパーク塚原オート
キャンプ場において、イベントが開催されまし
た。地元の皆様方のご協力に感謝を込めて、
漫才、ライブコンサート、落語が行われ、多く
の笑い声がこだましました。
今年もゴールデンウイークから多くのキャン
プ予約があり、夏休み等多くのキャンプ客で
賑わいます。
［問い合わせ］
ヒストリーパーク塚原オートキャンプ場
☎ ２７６－０５８９
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３月２４日（日）開催

美杉地域高齢者向けウオークin北畠歴史探索コース

～軽快な足取りで全員完歩！笑顔があふれる楽しいウオーク！～

自分らしく、美杉らしく

若い人たちには負けちゃいられない！これからも

歴史風情を満喫
『多気にこんな家並があるなんて
知らなかった』（参加者の声）

いざ！出発！！

さぁー準備運動♪
身体をほぐして・・・

セ
ラ
ピ
ー
体
験

健康づくり講演会
「講師：県立看護大学山路先生」

みんなで食べると美味しい

元気・健康について考え
る良い「きっかけ」となっ
たとアンケートでほとんど
の方がお答えになられまし
た。
今後もお友達同士等のウ
オーキングを通して、益々
健康になっていただきたい
と思います。

むける。
耳をかた
に
ること。
声
の
、木
を享受す
力
の
然
木に触れ
自
景＞
活用し、
体験の風
に
ー
ル
ピ
フ
ラ
五感を
ストのセ
＜セラピ

エビカニ
ックスダ
ンス
（素晴ら
しい笑顔
であふれ
る）

津市森林セラピーロードを活用した健康増進事業

第１回ノルディックウオーキング競技会in君ケ野ダム湖畔コース
３月２０日（水・祝）、全国に先駆け
「ノルディックウオーキング競技会」が
津市森林セラピーロード君ケ野ダム湖畔
コースを舞台に開催されました。優勝さ
れたのは、兵庫県丹波市から参加された
余田幸美さん。
初代チャンピオンの記録を更新するこ
とも一つの目標にはなりますが、このよ
うな競技会を通じて自分自身の体力や健
康を測る機会としていただき、自己の記
録に挑戦し続けていただきたいと思いま
す。
その自己への挑戦は、体力、健康の増
進に繋がることと思います。
他の参加者と競うということよりも、
いつまでも自分に挑戦し続けていただき
たいと思います。

ノルディックウオーキングコンテストの風景

タイムトライアルのスタート及びゴール
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寄 稿

高齢過疎地域におけるサービス付き高齢者向け住宅
美杉診療所院長

「タクシー代わりの安易な救急車の利用は控
えましょう」とはいうものの・・・高齢者のた
め免許証を返納したから運転はできない。代わ
りの公共交通機関は鉄道もバスも撤退。コミュ
ニティバスが地域内を廻っているが、便数が少
なくて何箇所かへの移動は一日では無理だ。近
親者を頼ろうにも同じく老いてきている。隣人
に頼めば病医院まで気軽に乗せて行ってはくれ
るが、頻繁には頼めない・・・買い物や通院は
実にしにくくなった。独居老人に有効な移動手
段はない。
ふと見渡せば今や耕作放棄地を、サルどもが
堂々と荒らしまくっている。夜になれば、シカ
やイノシシが取って代わる。この地域も空き家
が増えた。どこを見ても高齢者ばかりだ。人の
気配もなくなった。子供の声などもう長いこと
聞かない。この３０年間に生徒の数は１０分の
１になったとか。いっそ慣れ親しんだ自宅をた
たみ、市街地に住む子供の世話になろうか。し
  
かし、これにも不安がある。向こうには親しく
話せる友人が誰一人いないからだ。数は減った
 
が、ここにはまだ話せる友人がいる。子供と一
緒なら老後の介護は支障なさそうだが、閉じこ
もりの日々は認知症に陥りそうで心配だ。皆が
出て行くと、ここのコミュニティの維持はどう
するのか？

ご寄稿いただいた田中先生

“誇れる豊かな自然環境”は、買い物難民、
医療難民を救ってはくれぬ。明日はどうやって
病医院へ行こうか。
「タクシー代わりの安易な救急車の利用は控
えましょう」
ポスターを見上げて思案する・・・
新たな高齢者の住まいとして一昨年秋から制
度がスタートしたのが、「サービス付き高齢者

田 中 仁 史

向け住宅」。制度が創設された背景には、高齢
者向けの住まいの絶対的な不足がある。特別養
護老人ホーム（特養）は、新規建設が抑えられ
ており、ホームの待機者が膨大にあふれている。
対して、この住宅の位置づけは、「特養ほど要
介護度の高くない、金額的にも中所得者が入れ
る住宅」である。介護が必要になったときは、

美杉診療所

自宅で暮らすのと同様の外部の好みの介護事業
者と個別契約できる。“サービス付き”とは、
安否確認と生活相談サービスのことであり、緊
急時の通報ボタンを押すと、医療介護要員が駆
けつけてくる仕組みとなっており、病院でのナ
ースコールと同じだ。“サービス付き高齢者向
け住宅”は今や急速に広まりつつあり、一志町
にも進出していると聞く。ならば、この地区に
も一棟できないものだろうか。土地ならいっぱ
いあるから、都市のような高層マンションでは
なく平屋で充分だ。ここに各集落の何人かがま
とまって入居してみてはどうだろう。もと居た
場所から離れたと言っても、同じ美杉町内だ。
遠い異端の地へ行くわけではない。何人かの知
り合いも近くにいればコミュニティの維持にも
つながろう。
“サービス付き高齢者向け住宅”は都会型よ
りもむしろ田舎型に向いているのではないか。
人口流失防止の切り札になってくれればと期待
する。
今年度から、津市総合計画・後期基本計画の計
画期間に入ります。美杉の地域医療を担い、美杉
の地域かがやきプログラムが目指す「高齢過疎地
域における医療体制」づくりにもお力添えを頂か
なければならない田中先生からご寄稿いただきま
した。田中先生には、これからもよろしくお願い
したいと思います。
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投 稿

竹原地域活性化協議会からのお知らせ

竹原三叉路で毎月第４日曜日に開いていた「すずめのお宿」(ふれあいサロン)が４月から移
転し、竹原神社下の「旧医師住宅」をお借りしてリニューアル・オープンしました。また開催
日も、毎月第２、第４日曜日の月２回、午前10時からの開催になりました。
「すずめのお宿」は、竹原地域活性化協議会の販売
開発部会の女性を中心にコーヒーと蒸しパンを提供し
ながら地域の人の「サロン(たまり場)」になることを
目指しています。
利用料は、２００円。本格的なコーヒーと地元産・
旬にこだわった食材を使った「蒸しパン」を提供して
います。竹原で生産され、製粉された「小麦粉」、ブ
ランド卵「森林たまご」。桜、お茶、ゆず、きんかん
など旬の食材がふんだんです。地元の人だけでなく、
町外からのお客さんもあり、地元の人との情報交換や
交流の場になっています。
また、「すずめのお宿」に合わせてさまざまな講習
会も行われています。地元の方を講師に招き、簡単な
小物作りや夏休み親子工作教室などさまざまな目的を
持って参加していただけるよう工夫をしています。ま
た、活性化協議会がイベントで販売している竹製品や
木工製品なども展示販売しています。リニューアルに
ともなって作品ギャラリーも計画中です。５月中にお
越しの方には「美杉だよりを見た」と言っていただけ
れば「呈茶券」を差し上げます。みなさんのお越しを
お待ちしています。
お問い合わせは、「すずめのお宿」
☎２６２－３１００

第７回地域審議会を開催
３月２６日（火）、平成２４年度第７回美杉地区地域審議会（海
住佳子会長）が美杉総合開発センターで開催され、総合計画後期基
本計画の最終案について、熱心にご協議いただきました。
美杉地区地域審議会の皆さんをはじめとする多くの方々のご意見
を伺いながら、平成２４年度１年間をかけて策定作業が行われ、平
成２５年度からの５年間を計画期間とす
る後期基本計画がいよいよスタートする
こととなりました。
また、津市美杉総合文化センター整
備事業推進委員会の報告もありました。

瀧川まで

美杉総合支所の人事異動
４月１日付けの人事異動がありまし
たので、お知らせします。（課長級及
び出張所長）
これからもよろしくお願いします。
地域振興課
産業振興・環境担当副参事
富田 健造
八幡出張所長

藤田 千晃

下之川出張所長

澤

栄理子
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（仮称）津市美杉総合文化センターの建設が始まります

鳥瞰図（敷地全体）

（仮称）津市美杉総合文化センターの整備については、平成２６年３月末の供用開始
に向け、本年度建築工事を施工します。
実施設計が完了しましたので、その概要をお知らせします。

鳥瞰図（敷地全体）

－２－

⑴ 建築概要
ア 建物場所
イ 敷地面積
⑵ 建物概要
ア 構造
イ 建築面積
ウ 延面積
⑶
ア

津市美杉町八知地内（旧美杉東小学校跡地）
８，０１０．８８㎡

親しみを持ってもらい、多
くのみなさんが利用される施
設となるようコミュニティ施
設（多目的ホール、会議室、
和室、調理実習室）の名称を
募集します。
同時に折り込みました別紙
の募集要項により是非ご応募
ください。

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 ２階建て
２，１４０．２８㎡
２，０９７．１４㎡
（１階１，９７５．９０㎡・２階１２１．２４㎡）
主な施設（別紙名称募集要項内の平面図参照）

総合支所機能（約３４０㎡）
事務室、住民活動室、休日夜間受付室、防災倉庫等
イ 多目的ホール機能（約６８０㎡）
多目的ホール（３００席）、楽屋他、機器操作室等
（２階）
ウ コミュニティ施設機能（約１６０㎡）
会議室、和室、調理実習室等
エ 保健センター機能（約９０㎡）

オ 教育機能（約６０㎡）
図書室
カ 人権センター機能（約３０㎡）
事務室、相談室等
キ 歯科診療室（約６０㎡）
ク 共通機能（約６８０㎡）
エントランスロビー、トイレ、機械室
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５月健康相談

下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。
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。

７日（火） ９時３０分～１２時３０分
２１日（火） ９時３０分～１２時３０分
場所
問い合わせ

お

☎２７６－０３３３
☎２７２－８０８４（美杉総合支所市民福祉課）

入場無料

申込は不要です。

『あなたは最期をどこで迎えたいですか？』
講師：奥山

知

せ

相談時のみ
相談日以外

三重県立一志病院 健康教室
第2回

ら

下之川地域住民センター

敦（一志病院緩和ケア認定看護師）

日 時 5月14日（火）13時～14時
場 所 一志病院管理棟２階会議室
問い合わせ

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

赤十字運動月間（日赤募金）

電子メールihos@pref.mie.jp

市民福祉課

５月は『赤十字運動月間』です！ 日赤募金にご協力をお願いします！！
日本赤十字は皆様の善意によって支えられおり、血液事業・地震・台風等の災害による被災
者の救護活動等、援助を必要とする人々のため広く愛の手が差しのべられています。
５月は『赤十字社資増強、社資募集運動（日赤募金）』が実施され、各自治会長様にお世話を
おかけし、とりまとめをお願いいたしております。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

～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
さらに輝ける！「いきいき健康教室」のご案内(津市保健センター主催)
「いきいき健康教室」は、今よりもさらに元気ですてきな自分になれるヒントを、楽しく学べる教室
です。
日時・内容：第1回 6月 4日(火)9:30～11:30「運動で体も頭も心も軽やかに☆しなやかに☆力強く」
第2回 6月18日(火)9:30～11:30「知ってなるほど、病気知らずを支える食生活と栄養バランス」
第3回 7月 2日(火)9:30～11:30「実は健康の鍵！大切な『歯やお口の健康』」
場所：美杉総合開発センター
問い合わせ・申し込み
美杉保健センター ☎272-8089

全3回の教室を終了し、“健康づくり推進員”として仲間と
一緒に楽しく地域の健康づくりをすすめる活動をしませんか？
【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。

