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名松線を守る会総代会 

６月１４日（金）、美杉総合開発センターにおいて、各自治会連合会単位で

組織する７つの地区部会から選出された代議員が出席し、平成２５年度名

松線を守る会総代会が開催されました。 

総代会では、会の事業計画に関して、本年５月にＪＲ東海による線路復旧

工事が開始され、県、市もあわせた全体の復旧事業が順調に進む中、復旧

後を見据えた利用促進等の取組について議論が集中し、松阪市を含めた沿

線地域への働きかけを強めていくことや町内で実施されるイベントとの連携

等が確認されました。また、地域住民がこぞって名松線を守る活動に取り組

んでいけるよう、会員募集等を通じ一人でも多くの方々の賛同を得ていく必

要があること、納めていただいた会費については、開通後の記念事業や利

用促進事業に充てるため、基金として積み立てていく

ことが確認されました。 

  名松線を守る会からのお願い 

 平成２５年度会員を各自治会長さんを通じて募集させてい

ただいています。皆様におかれましては、会の活動にご賛同

いただき、ご加入下さるようお願いいたします。 
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 私たち美杉地域住民は、平成２１年１２月に「名松線の全線早期復旧を求める会」を設立し、その後

名称を「名松線を守る会」と改め、今日まで多くの津市民の皆様方のご理解とご支援をいただきながら

活動を続けてまいりました。この活動が実を結び、平成２３年５月には県、市及びJR東海の三者による

名松線の運行再開に関する「協定書」が締結され、復旧工事が開始されました。私たちの最大の喜び

は、計画を前倒しして、JR東海が今年の５月から工事に着手され、平成２７年度中の運行再開も夢では

ないというニュースでした。 

 しかし、このニュースは私たち守る会にとって

は単なる喜びではなく、今後の活動に対する重い

責任を痛感させるものでもありました。私たち

は、名松線が復旧し、運行が再開されることを終

着点にしてはならず、今後名松線が多くの人々に

愛され、名松線を利用してくださる方がさらに増

え続けていく方策をも考えていかなければならな

いと思うからです。単に地域住民の足としての名

松線では利用促進にも限界がありますので、地域

外から名松線を利用して訪れていただく観光客を

どうやって呼び込んでいくのかも考えなければな

りません。 

 名松線の各駅から目的地までの交通アクセスを

どのように確保していくのかも課題ですし、名松

線自体を皆さんが乗ってみたいと思っていただけ

るような魅力あるものにしていくことも重要な課

題です。守る会は平成２４年の４月に規約を改正

し、守る会の活動に「名松線の乗車を促進する活

動」と「地域が中心となった交通システムの整備

に係る活動」を追加しました。私たちは、名松線

の運行再開までには、この二つの課題解決のため

の具体的な方策を示さなくてはなりません。 

県民、市民の皆様のご理解とご負担に報いるた

めにも、守る会の活動をさらに積極的なものに

し、往時の名松線の賑わいを取り戻していきたい

と思います。今後の活動に、地域住民の皆さんの

更なるご理解とご協力をお願いします。 

 日時：８月２５日（日）１３時３０分～ 

 場所：八幡地域住民センター 

 内容：音楽工房「夢のかぼちゃ」店主の 

     長島りょうがんさんによる歌とお話 

 問い合わせ：美杉人権学習会実行委員会 

  ☎２７２－８０９２（津市教委美杉教育事務所） 

 「グリーンハウス美杉」の愛称でお馴染みの美杉林

業研修集会施設では、知る人ぞ知るＪＲ東海の「簡易

委託駅」として、駅窓口業務をしています。 

 日頃、ご利用者様には乗車券・定期券の購入、新幹

線の指定・乗車券の購入等、ご利用ありがとうござい

ます。 

 いよいよ名松線全線復旧に向けて、工事が進んでお

ります。美杉地内を列車が走る日も確実に近づいてい

ます。美杉での公共交通機関としてコミュニティバスに

加え、列車が戻ってきてくれます。 

 美杉での生活が一層便利になりますように、伊勢八

知駅では精一杯業務に励んでまいります。 

 皆様におかれましては、一層のご利用をお願いしま

す。 

～～～～～簡易委託駅でできる業務～～～～～ 

 ・乗車券、指定席券、定期券等の発券。 

 ・列車の時刻、乗継等の相談もお気軽にどうそ。 

 ・営業時間は８時３０分から１７時まで。 
  （土・日・祝祭日はお休みをいただきます。） 
 

           [問い合わせ]  グリーンハウス美杉 
                          ☎２７２－０１３７ 

名松線伊勢八知駅からのお知らせ 

 名松線を守る会会長談話 
 名 松 線 を 守 る 会 総 代 会 を 終 え て  
                       名松線を守る会会長  前 川 知 雄 さん 

募金活動 軌道敷内の除草活動 

◆八幡地域人権学習会のお知らせ◆ 



Page 3  

日    時 ９月４日（水）７時３０分～ 

場    所 美杉ゴルフ倶楽部 

参 加 費 １０，０００円 

      （プレー代、寄付金、昼食等） 

主    催 同大会実行委員会 

申し込み ８月５日（月）までに各地区実行委員へ 

各地区夏まつり・盆踊り日程 

 いよいよ（仮称）津市美杉総合文化センター建

築工事が旧美杉東小学校跡地で始まりました。 

 施設の延床面積は、２０９７．１４㎡で、平成２６

年 ３ 月 の 完

成に向け工

事が進めら

れます。 

第１３回えみ祭り     ８／ ３（八知・笑美の里） 

八知納涼大会         ８／１３（美杉中学校グラウンド）  

太郎生夏祭り２０１３      ８／１３（太郎生多目的集会所前） 

いせじ夏まつり         ８／１３（伊勢地地域住民センター前） 

高巌寺盆踊り          ８／１３（川上・高巌寺境内） 

ＫＴ２１夏まつり         ８／１４（消防団第３分団第１部詰所裏広場） 

中太郎生盆踊り        ８／１４（太郎生・大禅寺境内） 

下太郎生盆踊り        ８／１４（太郎生・西法寺境内） 

丹生俣盆踊り          ８／１４（丹生俣多目的集会所） 

かわせみ庵夏祭り         ８／１４（奥津・かわせみ庵） 

竹原納涼盆踊り大会      ８／１５（竹原多目的グラウンド） 

下之川納涼盆踊り大会   ８／１５（下之川多目的グラウンド） 

下多気盆踊り          ８／２４（下多気・西向院境内） 

 

  

  

テーマ 「感動！山々に轟く みすぎの花火」 

と  き ８月１０日（土）１８時３０分から２１時まで 

      荒天の場合は最長１２日（月）まで順延 

と こ ろ 美杉中学校グラウンド 

 若者が火の粉をかぶる勇壮な手筒花火などをお楽し

みください。美杉連山のろし太鼓やよさこい踊りの発表

などもあります。 

 みすぎ夏まつり納涼花火大会写真コンテストの作品を

募集いたします。詳しくは、大会プログラムをご覧くださ

い。 

テーマ 「ふるさと ふれあい 秋まつり」 

と  き １１月３日（日・祝） 
 ※ただし、作品展示は１１月１日（金）から４日（月・休）まで 

と こ ろ  美杉中学校ほか 

内 容  

 ◇ステージイベント 

 ◇物産品販売及び各種ブース 

 ◇作品展示（作品の応募につきましては、折り込みの

「作品募集要項」をご覧ください。） 

第２５回みすぎ夏まつり納涼花火大会 

平成２５年度 みすぎ秋まつり 

第３６回美杉町社会福祉 
チャリティゴルフ大会 

奮ってご参加ください 

（仮称）津市美杉総合文化センター着工 

           【編集の記】 
 

 「目次」に場所を奪われて、表紙には居場所がなくなって

しまいました。嬉しい嘆きです。これからも居場所がなくなっ

たら、空きスペースを使わせていただきます。 

 今月号は、名松線を守る会から届けていただいた心強い

ニュースがトップです。待ちに待った復旧が具体化してきま

したので、今後の活動に期待したいと思います。 

 梅雨が明けました。明けた途端に、連日熱中症のニュース

が飛び交っています。今年は特に暑さが厳しそうですので、

お身体に十分留意されて、夏を乗り切ってください。 

始まった基礎工事 

完成予想鳥瞰図 
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【寄稿】 

  美杉の森林セラピーに参加して 
     百五銀行従業員組合 書記長 渡邉 康人 さん 
 

 従業員組合の企画で美杉町の森林セラピーに参加しまし

た。森林セラピーロードが１２コースあるなか、今回は「日

神西浦コース」をウォーキングしました。 

 難易度は高く、相当の体力も必要

としましたが、森林、渓流、滝、山

道、杉林といった様々な自然の中を

巡る充実したコースを歩き終わって

みれば、非常に達成感が感じられ、

他の参加者との交流を深めることが

できる良い機会ともなりました。

コースも美杉総合支所および美杉町

のみなさまにより、歩きやすく整備

されており、安全にウォーキングす

ることができました。 

また、ストレス度の指標となる消化酵素「唾液アミラー

ゼ」の簡易測定や血圧測定をウォーキング前後に行うこと

で、リラックス効果を実感することができるとともに、自身

の健康をより増進させる意欲が湧きました。 

森林セラピー基地が三重県内にあるということも知らな

かったので、地元

の再発見という意

味でも参加した意

義があったと思い

ます。他のコース

も是非ウォーキン

グしてみたいと感

じました。 

企業・団体も、社員、従業員のストレス解消に向け、セラピーロードの活用を始めています。 

☆☆百五銀行従業員組合主催☆☆ 
 

～森林セラピーロード日神西浦コースで森林セラピーウオーク～ 

 ５月１８日（土）、津市森林セラピー基地日神西浦コース（太郎生地内）で、企業・団体の主催としては初めてと

なる、森林セラピーウオークが実施されました。 

 百五銀行従業員組合が主催したこのウオークに参加されたのは６７人で、当日は絶好のウオーキング日和と

なり、清々しい汗をかきながら、約９ｋｍのコースを全員完歩し、美杉町の景色や豊かな自然環境を満喫してい

ただくことができました。 

 このように地元企業を始めとする多様な企業・団体がこれからも積極的に森林セラピー基地を利用していた

だけるように、津市森林セラピー基地運営協議会及び津市としては、「森林セラピーによる癒し効果を体感でき

るしっかりとしたメニューづくり」や「効果的なコース設定やコース提案」、「安心安全な歩行環境の維持管理」な

どを様々な専門家や大学等と連携を図りながら推進し、今後とも企業・団体へ声をかけることにより、基地利用

の促進に向けた取組を展開していこうと思います。 

 今後の参考とするため、百五銀行従業員組合の書記長に今回実施した率直な感想をご寄稿いただきました

ので、ご紹介したいと思います。 

【開催日時】 
８月３１日（土）１６時～１９時 

【ウオークコース】 

北畠歴史探索コース（約３ｋｍ） 

【集合場所】 
道の駅美杉（美杉町上多気２６７番地） 

【参加費】 
２，０００円（※ただし中学生以下は無料） 

【募集期間】 
８月２１日（水）から２８日（水） 
            までの間 
（受付時間：８時３０分～１７時まで） 

※詳しくは、運営協議会事務局 

  （☎272-8082地域振興課内）まで 

（津市森林セラピー基地運営協議会主催） 

夕涼みウオーク開催のお知らせ 
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  ６月２７日（木）、美杉総合開発センター大集会場において、三重

短期大学政策研究研修成果住民報告会を開催しました。多数のご参加あ

りがとうございました。 

 この報告会は、過疎地域における健康・安心を基盤とした地域づくり

に関する実践的研究として美杉総合支所職員８人が「美杉地域の医療を

大切にする地域づくり」について、三重短期大学政策研究研修として取

り組んできた成果と、この取り組みがきっかけとなり高齢過疎地域であ

る美杉地域が「安心・安全に暮らせる」地域として津市の政策として取り上

げていただくための政策提案を住民の皆さまに報告したものです。報告内容

と政策提案については、下記のとおりです。 
 

 平成２４年度の研修では、平成２３年度に視察した地域医療の先進地であ

る兵庫県丹波市の「地域の医療は地域の手で守る」取り組みについて再度検

証し、地域が真に望むしくみづくりや地域住民自らができることを把握する

ため、各地区に出向き、県立一志病院の先生方にもご協力いただきながら、

「地域・医療機関・大学・行政」が一緒になって、意見を出し合い、検討を重ねました。 

 その結果、「地域の医療を大切にする地域づくり」を推進していくためには、①話し合いの場づくり（とも

に考え・ともに実現する場）、②地域の医療機関を守る（近くの医療機関をかかりつけ医とする）、③情報発

信の充実（医療機関の情報をリアルタイムで発信できるしくみなど情報発信・情報の共有方法の充実）、④医

療機関等への交通アクセスの充実（交通アクセス整備）が必要で、そのために、産官学民（医療機関・行政・

大学等・地域）が一体となって各々の役割を明確にし進めていくことが重要であるという結論に至り、その成

果を皆さまにもご報告させていただきました。 

 最後に、地域の皆さまをはじめ多くの方々のご協力により、この提案をすることができました。深く感謝い

たします。ありがとうございました。 

 ７月１３日（土）、君ケ野ダム周辺環境保全協議会

及び竹原地区自治会の皆さん４３人により、 君ケ野

ダム周辺の景観保全のため湖畔に植樹した桜の周

辺や沿道の草刈りを行うなど、景観整備や環境美化

の奉仕作業が行われました。 

 ６月２８日（金）、美杉総合開発センターで、第８回定

期総会が開催されました。 

 総会では、前年度の活動報告や決算、今年度の活

動計画や予算について協議され、すべて承認されま

した。 

 総会終了後は、各専門部会（学校教育部会、社会

教育部会、行政/企業部会）で、それぞれの具体的な

取り組み

について、

熱心に話

し合いまし

た。 

 

  三重短期大学政策研究・研修成果住民報告会を開催しました ６/２７ 

      ～美杉地域の医療を大切にする地域づくり～ 

津市人権・同和教育研究協議会 

美杉支部定期総会 

 君ケ野ダム湖畔環境美化活動 
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日時：９月１日（日）９時００分～ 
 

会場：伊勢地地域住民センター周辺 
 

訓練内容：自衛隊による輸送訓練・炊き出し

訓練、高圧発電機車の展示および電力復旧作

業パネル展示、水道局給水訓練、地震体験

車、煙体験、初期消火訓練、救護訓練等を行

います。また、当日は今年１０月に横浜市で開催される、全国女性消防操法大会に出場する津

市消防団美杉方面団「めぐみ分団」による軽可搬消防ポンプのモデル操法が披露されます。 
 

※天候等により内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

 近年、全国各地で発生している大規模災害をきっかけに、自分たちの地域は自分たちで守ろ

うという考え方を持った自主防災組織の重要性が高まっています。防災訓練は個人や地域で自

主防災について考える良い機会でもありますので、積極的な参加をお願いします。 

きれいな川の保全にご協力ください  

普段から次のようなことに注意してください。 

 ①油汚れなどは紙で拭いてから洗う。 

 ②シャンプーや洗剤などを使いすぎない。 

 ③三角コーナーやろ紙袋などで、食品くずが流れ   

ないようにする。 

 ④その他、ごみなどは絶対に川に捨てない。 

 伊勢奥津駅前（八幡地域住民センター横）で

観光案内交流施設の建築工事が始まりました。 

 工事期間中(平成２６年１月１０日まで）は、

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご

協力をお願いします。 
 

   問い合わせ 美杉総合支所地域振興課 

            ☎２７２－８０８５ 

伊勢奥津駅前観光案内交流施設 

     建築工事のお知らせ 

鮎 釣 り 大 会 
 ７月１４日（日）雲出川上流において、

第１８回美杉鮎釣り大会が開催されまし

た。当日は、大勢の愛好家で賑わいまし

た。 

 

 合併処理浄化槽は、生活排水の汚れを大

幅に少なくすることができます。合併処理

浄化槽を設置する場合には、補助金を交付

していますので、補助条件など詳しくは地

域振興課環境担当（☎２７２－８０８８）

へお問い合わせください。 

 合併処理浄化槽を 

      設置しましょう 

美杉地域防災訓練を実施します 
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三重大学医学部による「美杉地域の医療・保健・福祉に関する調査」 

 
 

 
平成２５年８月１日（木）～１４日（水）実施 
 三重大学医学部津地域医療学講座では、美杉地域の医療・保健・福祉をよりよくするため

に、みなさんの健康状態や生活状況、医療・福祉に関するご要望などをお尋ねするアンケー

トを実施させていただきます。自治会長さんのご協力で、各世帯に調査票を配布しますので

ご協力をお願いします。 
 

          [問い合わせ] 
            アンケートの内容   三重大学医学部津地域医療学講座  ☎２３１－５２９０ 

            アンケートの配布・回収 津市健康福祉部地域医療推進室  ☎２２９－３３７２ 

 

 

地 区 竹 原 八 知 太郎生 伊勢地 八 幡 多 気 前月比 前年同月比 下之川 合 計 

人 口 ６８７ 

【689】 

１，１８０ 

【1191】 

１，０００ 

【1,002】 

５２６ 

【532】 

５８６ 

【590】 

７４７ 

【752】 

－３３ －１８７ ５０７ 

【510】 

５，２３３ 

【5,266】 

６５歳以上 ３５４ 

【355】 

６１２ 

【614】 

３８９ 

【387】 

２９２ 

【292】 

３５８ 

【355】 

４３６ 

【438】 

０ ＋９ ３２０ 

【320】 

２，７６１ 

【2,761】 

高齢化率 51.53％ 

【51.52％】 

51.86％ 

【51.55％】 

38.90％ 

【38.62％】 

55.51％ 

【54.89％】 

61.09％ 

【60.17％】 

58.37％ 

【58.24％】 

＋0.33％ ＋1.83％ 63.12％ 

【62.75％】 

52.76％ 

【52.43％】 

世帯数 ３１５ ５６５ ４０２ ２４７ ２９３ ３６５ －９ －３０ ２５７ ２，４４４ 

美杉地域の人口  （平成２５年７月１日現在 住民基本台帳） 

【   】は前月数 

申し込み：８月７日（水）から三重県健康管理事業センター（☎２２１－５１１５）へ 

＊対象、受診料、受付時間など詳細については広報津７月１６日号折込の「健康づくりだより」をご覧いただ
くか美杉保健センター（☎２７２－８０８９）へお問い合わせください。 

と  き 検 診 の 種 類 会   場 

8/30(金)  9：30～ 前立腺がん、肝炎ウイルス 八幡地域住民センター 

9/9(月)  13：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、子宮がん、乳がん(マンモ・エコー) 美杉総合開発センター 

9/24(火)  9：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、前立腺がん、肝炎ウイルス 美杉総合開発センター 

9/24(火) 13：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、前立腺がん、肝炎ウイルス 伊勢地地域住民センター 

9/27(金)  9：00～ 

       13：30～ 

胸部レントゲン（肺がん・結核）、胃がん、大腸がん、乳がん(マンモ)     

胸部レントゲン（肺がん・結核）、子宮がん、乳がん(マンモ) 

多気地域住民センター 

10/7(月) 13：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核） 竹原地域住民センター 

10/18(金)13：30～ 大腸がん、子宮がん、乳がん(マンモ) 竹原多目的集会所 

10/23(水) 9：00～ 

       13：30～ 

胸部レントゲン（肺がん・結核）、胃がん、大腸がん、乳がん(マンモ) 

胸部レントゲン（肺がん・結核）、子宮がん、乳がん(マンモ) 

八幡地域住民センター 

10/25(金)  9：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、前立腺がん、肝炎ウイルス 多気地域住民センター 

10/25(金)13：30～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、大腸がん、前立腺がん、 

肝炎ウイルス 

下之川地域住民センター 

12/1(日)    9：00～ 胸部レントゲン（肺がん・結核）、胃がん、大腸がん、 

前立腺がん、肝炎ウイルス 

美杉総合開発センター 

２０歳以上の方にアンケートのご協力をお願いします。 

 がん検診のお知らせ 
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【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。 

お 
 

 
 

 

知 
 

 
 

 

ら 
 

 
 

 

せ 

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。  

６日（火）・２０日（火） ９時３０分～１２時３０分 

場所 下之川地域住民センター 

 問い合わせ 相談時のみ ☎２７６－０３３３ 相談日以外 ☎２７２－８０８４（美杉総合支所市民福祉課） 

８月健康相談 

～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 

 ６月２４日（月）、「健康」と「生きがい」づくりを目的に

陶芸教室を開催しました。土の感触を楽しみながらおしゃべり

もはずみ、お皿や茶碗、花瓶など世界でたった一つのオリジナ

ル作品を作りました。焼きあがるのが待ち遠しいです。 

 次回の健康づくり活動は１０月にウォーキングを計画してい

ます。９月号の美杉だよりでお知らせしますので、ぜひご参加

ください。 

    入場無料  申し込みは丌要です。 

 第５回『甘く見ないで“糖尿の気”』 ～糖尿病について～  

                      講師：岩佐 紘 （一志病院医師） 

     日  時 ８月６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 電子メールihos@pref.mie.jp 

  三重県立一志病院 健康教室   

  入場無料  申し込みは丌要です。 
 

『あなたの肺は大丈夫ですか』 
   日 時  ８月２４日（土）１４時～１６時（一般受付開始 １３時） 

   場 所  農村環境改善センター（一志高岡公民館・一志庁舎と同一敷地内） 

                            ☎２９３－５６１１ 
   問い合わせ 三重中央医療センター地域連携総合相談支援センター 

                            ☎２５９－１２１１ 

  三重中央医療センター 市民公開講座  

 

 
 

 

 

 

※「森もり元気になろに！美杉」は、みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。 

  津市健康づくり推進連絡協議会美杉支部として活動しています。 

mailto:電子メールihos@pref.mie.jp

