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（仮）津市美杉総合文化センターの建設を待つ旧小学校跡地

明治１５年に、それまでの美杉診療所の
裏にあった八知小学校が、この地に新築移

杉村立と運営主体を変えながら平成１０年
まで続きます。この間、昭和３８年には、鉄
筋コンクリートの校舎が新築されました。

跡地には、八知小学校の前身である「八知義
塾」の初代校長多喜貫一翁の顕彰碑と「八知小
学校記念碑」と二宮金次郎像が残っています。

平成１０年に、竹原小学校と八知小学校
が統合され、美杉東小学校として出発しま
す。平成１８年には合併によって津市立と
なり、平成２２年まで続きますが、美杉小学
校への統合により、美杉東小学校は廃校と

鳥瞰図（敷地全体）

なりました。そしてこの地は、昨年度の解体
取り壊し前の校舎と体育館

（仮）津市美杉総合文化センター鳥瞰図

－２－

【編集の記】
昨年の６月号で、多気の
郷元気づくり協議会からい
ただいた苔玉に「水仙」のよ
うな花が咲いたことをご紹介
しました。
大切に守ってきた甲斐が
あって、今年も３回目の花を
咲かせてくれました。めちゃ
嬉しいです。

工事により現在の跡地となりました。

取り壊し途中の校舎と体育館

今年も花をつけた苔玉
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美杉小学校クリーンアップ大作戦
５ 月 ２ 日（木）、美 杉 小 学 校 で ク リ ー ン
アップ大作戦が行われました。今年は、校
庭 の 草取 り や 花 壇の 手
入れ、プランターへの植
栽を 行いました。自分た
ちの学校をきれいにしよ
うと、児童たちは一生懸
命作業していました。

八知地区活性化協議会総会

多気の郷元気づくり協議会総会
５月１０日（金）、多気地域住民センターで、平成２５

５月１２日（日）、美杉総合開発センターで、平成２５
年度定期総会が開催されました。

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２４年度の事業

この日は、会員２５人が出席し、平成２４年度の事業

報告及び決算報告と平成２５年度の事業計画及び

報告及び決算報告と平成２５年度の事業計画及び

予算などが承認されました。

予算などが承認されました。

今年度は、設立５年目を迎え、「にぎわいのある多

今年度は、設立４年目を迎え、「森林環境の保全と

気の郷づくり」、地域と連携した事業の展開を目指し

森林資源の活用」、「農地及び河川の環境保全と地

て活動していくことが確認されました。持続可能な協

域農産物資源の活用」を目指し、地域らしさを生かし

議会とするた

た取り組みを

め の、さ ら な

進めるとして

る協議会の

お り、活 発 な

事業促進が

活動による協

期待されま

議会の発展が

す。

期待されま
す。

～地域医療政策研修報告会の開催について～
美杉総合支所職員有志は、美杉地域の医療を大切にするまちづくりを地域と行政が一体となって築き上げ
るため、２年間にわたり、研究・研修を進めてきました。その成果報告会を下記のとおり開催します。
地域の皆様には、ワークショップ等にご参加いただき、また、貴重なご意見をいただき、ありがとうございまし
た。大勢の方のご参加をお待ちしております。

とき：６月２７日（木）１９時３０分から
ところ：美杉総合開発センター大集会場
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［公共交通特集］

美杉地域まちづくり推進連絡協議会視察随行記

氷見市八代地域の公共交通に学ぶ
４月から、津市総合計画・後期基本計画が動き出し

次のように書かれています。「老齢化が進んで、…老

ました。この後期基本計画では、美杉地域の課題とし

齢者自身が身の回りをこなすだけで精一杯で、市街

て「地域の実情に合った利用しやすい公共交通シス

地への買い物や病院通いなどの足さえままならない

テムの整備に向けた取組を進める」こととしています。

状態となっております。しかし、八代地域には、恵まれ

平成２４年度には、美杉地域の公共交通を考える

た自然によって育まれた…特産品が数多くあり、また、

きっかけづくりにしようと、職員研修に地域の方々にも

…多くの文化財が点在しております。これらの現状を

ご参加いただき、昨年７月には名古屋大学の加藤先

直視し、今後の八代地域の活路を模索するとき、地元

生にお越しいただいて講演会を実施し、今年の２月に

の有志で環境パトロール隊を結成しゴミの撤去を行

はコミュニティバスを自主運行している県内の先進地

い、ふるさとの元気づくりのためのイベントを開催し、さ

から３つの団体の代表をお招きして研修会を実施しま

らに、八代地域の住民の足を確保する地域バスの運

した。

行を考えていくことが最良であると考え、自分たちの故
郷を自分たちで守っていくために八代地域でＮＰＯ組
織の立ち上げを行うものです。」（原文のまま）
八代地域の自主運行バスについては、利用者の個
人負担が大きく、視察に参加された役員さん方から
は、これだけの負担は美杉では重過ぎるという感想も
聞かれましたが、まねをする必要はありません。美杉
には美杉なりの運行形態や負担の仕方があるはずで
す。

熱心に説明に耳を傾ける会員さんたち

これがきっかけとなって、地域住民の方々の公共交
通への関心も徐々に高まり、美杉地域まちづくり推進
連絡協議会（今井幹雄会長）の役員会で先進地を視
察しようということになりました。目指す先は、ＮＰＯ法
人を立ち上げてコミュニティバスの自主運行を行って
いる富山県氷見市の「NPO法人八代地域活性化協議
会」です。

協議会の拠点施設を見学する会員さんたち

八代地域活性化協議会の代表である森杉さんの熱

後期基本計画には、「（市は、）地域住民が主体とな

弁もさることながら、この協議会の多方面にわたる活動

る地域課題への取組…を支援し、地域住民との協働

ぶりに強く心を打たれました。バス運行事業をはじめと

体制を強化」していくことも明記されています。

する「地域福祉・サービス事業」、水がいらない野菜づ

平成２８年度には、名松線の運行も再開される予定

くり事業をはじめとする「農林業振興事業」、上杉（謙

になっていますので、名松線と連動した公共交通シス

信）歴史街道事業をはじめとする「歴史・文化事業」

テムを構築していかなければなりません。後期基本計

と、地域興しに関する幅広い事業を展開しています。

画を着実に進めていくためにも、名松線の利用促進

美杉地域の「まちづくり推進連絡協議会」のような活動

のためにも、この視察を生かして、美杉地域の実情に

をこの協議会が一手に担っている感じです。

合った公共交通システムを行政とともに考え、実現し

この八代地域活性化協議会の「設立趣旨書」には、

ていっていただきたいと思います。
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営業時間

１１：３０から１４：００まで

営業日
場所

毎週

木、金、土曜日

火の谷ビール工場（津市美杉町八知地内）

予約専用ダイヤル

０８０―２６３５―２１３４

※貴重な産地直送の新鮮野菜を無駄にしないため、完全予約制で営業させていただきます。
お食事をご希望の方は、お手数ですが、予約専用ダイヤルまでご連絡お願いします。

八知地区活性化協議会・田舎料理継承創造部会（今年度からは、生活環境部会となります。）は、昨年度
から、地域にある資源を有効に活用した取り組みにより、地域の活性化を目指すことを目的として、美杉地
域産業活性化きっかけづくり協議会などの支援を受けながら、地域に伝わる伝統料理を継承するとともに、
新たな田舎料理を創造していくための取り組みを始めました。
部会の仲間が第３セクターの施設に集まり、みんなで話し合い、試食品を作りながら活発な活動を続けて
います。この活動の中で、みんなが納得できた料理を皆さんにご提供するのが、この「花想庵」です。沢山
の方のご来店を心よりお待ち申し上げております。

蔵王公園青葉まつりのご案内
と

き ６月２日（日）雨天中止

集合場所 太郎生多目的集会所前
集合時刻 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
多数の方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）
※ 雨天時の実施有無の確認は、当日８時３０分から９時３０分まで太郎生多目的集会所（☎２７３－００７４）
へ 直接お問い合わせ願います。
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特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ
～年1回、健康診査を受けましょう！～
下記の日程で、健康診査を実施しますので、津市国民健康保険特定健康診査または後期高齢者健康診査
の受診券をお持ちの人は、ぜひ受診してください。(受診券は6月末に送付予定です)
日

時

８月３０日(金)

場

所

9：30～11：00 八幡地域住民センター

８月３０日(金) 13：30～15：00 太郎生多目的集会所
９月２４日(火)

9：30～11：00 多気地域住民センター

申し込み先

８月７日（水）
７月８日（月）
三重県健康管理事業センター

9：30～11：00 美杉総合開発センター

９月２４日(火) 13：30～15：00 伊勢地地域住民センター
１０月２５日(金)

申込受付開始日

８月７日（水）

☎０５９－２２１-５１１５

１０月２５日(金) 13：30～15：00 下之川地域住民センター
【健診内容】 身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、診察
一定の基準を満たし、医師が必要と認めた場合、眼底検査
【受診料】 特定健康診査 市・県民税課税世帯 500円、市・県民税非課税世帯 無料
後期高齢者健康診査 市・県民税課税世帯 500円、市・県民税非課税世帯 200円
※特定健康診査・後期高齢者健康診査は、県内の協力医療機関等でも受けることができます。
※内容等詳しくは、受診券に同封されている案内文書をご覧ください。
【問い合わせ】 特定健康診査について 保険医療助成課 保険担当 ☎２２９－３３１７
後期高齢者健康診査について 保険医療助成課 後期高齢者医療担当 ☎２２９－３２８５

結核検診（65歳以上対象）の受け方が変わります
これまで結核検診は、自治会集会所など身近な会場に検診車を駐車して行っていま
したが、レントゲン撮影には医師の立会いが必要なため、今年から結核検診の受け方
が変わります。美杉地域は、８～12月に各地域住民センター、多目的集会所及び美杉
総合開発センターで実施します。これまでより会場数が少なくなりご丌便をおかけし
ますが、ご理解いただきますようお願いします。
詳細については、広報津6月16日号と同時配布の「がん検診と健康診査の
ご案内」をご覧いただくか、美杉保健センターへお問い合わせください。

【問い合わせ】
美杉保健センター
☎２７２－８０８９

6月4日は「むし歯予防の日」、4～10日は「歯と口の健康週間」です
～健康は 食から 歯から 元気から～

効果的なブラッシングで歯垢をしっかり除去！

歯を失う原因の約9割を占めるむし歯と
歯周病。
いつまでも自分の歯でおいしく
食べるためにも歯を大切にしま
しょう。

むし歯や歯周病の原因は
歯垢（プラーク）です。
歯垢がたまりやすい部分に
気をつけて「食べたらみが
く」を心がけましょう。
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６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。

４日（火）・１８日（火） ９時３０分～１２時３０分
問い合わせ 相談時のみ

場所 下之川地域住民センター
☎２７６－０３３３ 相談日以外 ☎２７２－８０８４（美杉総合支所市民福祉課）

【行政相談・人権相談】

お
知

日
場

６月３日（月）１３時３０分～
グリーンハウス美杉（美杉町八知）
入場無料

三重県立一志病院 健康教室

人権イメージ
キャラクター

申し込みは丌要です。

第３回『大人のケガ・子供のケガ』 講師：小嶋 秀治（一志病院医師）
日 時 ６月１１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

ら
せ

時
所

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

☆国民健康保険への加入・脱退などの手続き☆
◎

電子メールihos@pref.mie.jp

市民福祉課

会社の健康保険などの資格を喪失（退職など）したときは国民健康保険への加入手続きが
必要です。（手続きには健康保険の喪失日が分かるものが必要です。）
※ 離職の場合、事業主の都合による解雇など理由によっては保険料が一部免除となる場合
があります。（手続きには「雇用保険受給資格者証」が必要です。）
※ 国民健康保険の資格を取得された方で20～60歳の場合は、同時に国民年金の加入手続
きが必要になりますのでご相談ください。

◎

国民健康保険に加入されている方で就職などで会社の健康保険などに加入されたときは、
国民健康保険の喪失手続きが必要です。手続きには新しい保険証と印鑑をご持参ください。
※その他国民健康保険に関することで分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。
《お問い合わせ先》保険医療助成課☎229-3160

☎市民福祉課272-8084

～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

陶芸でオリジナル作品づくりに挑戦♪
土に触れる感触を楽しみながら陶芸を
してみませんか？
“物づくり”を通して「健康」と「生き
がい」づくりをしましょう。
※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」の愛称で、みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。

日 時 ６月２４日（月）１３時３０分～
場 所 美杉総合開発センター
参加費 1,000円（粘土、焼き料金含む）
持ち物 お茶、汚れてもよい服装など
定 員 20人
申し込み 6月14日（金）までに
美杉保健センター（☎272-8089）へ

【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。

