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第２５回みすぎ夏まつり納涼花火大会

担当：地域振興課
電話：２７２－８０８０

８月１０日（土）、美杉中学校グラウンドで第２５回みすぎ夏まつり納涼花火
大会が開催されました。
約９００発の打上花火、手筒花火、子ども盆踊りやよさこい踊りなど盛りだく
さんの内容に、訪れた皆さんは楽しまれました。
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竹原地域活性化協議会が、気軽に
立ち寄れる地域の憩いの場所（サロ
ン）として、毎月開催している「す
ずめのお宿」が、今年７月で３周年
を迎えました。
７月２８日（日）には３周年記念会が開催され、地
元内外のたくさんの人で賑わいました。当日は、竹原
地域活性化協議会の会員による地元農産物販売や工作
体験なども行われ、手芸や木工作品の制作に熱中する
姿が見られました。「すずめのお宿」では、毎月、会
員手作りの小物や手芸作品等で、季節感溢れる装飾が
されています。心地よく整えられたあたたかさが感じ
られる室内で、特製の竹原産食材を使った蒸しパンと
コーヒーを楽しみながら、話に花を咲かせていまし
た。
※「すずめのお宿」は毎月第２・４日曜日、午前１０
時から、竹原神社隣の旧医師住宅を借りて開催してい
ます。みなさん、ぜひお立ち寄りください。
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津市ＰＴＡ連合会地域わくわく体験教室 （多気の郷元気づくり協議会）
８月３日（土）、丹生俣多目的集会所において、市内の小学生１１３人、ス
タッフ５４人の計１６７人が参加し、夏空の下、第３回地域わくわく体験教室
が盛大に開催されました。
多気の郷元気づくり協議会が企画、運営しているこの行事は毎年人気が
高く、今年も定員を大きく上回る応募者がありました。
この教室では、多気地域の自然の魅力を体いっぱいに感じてもらえる内
容として、午前中は八手俣川でのアマゴつかみ、そして塩焼き、地元のお米
や野菜を中心に飯盒炊さんでの食事をし、午後は田んぼや草むらの生き物
を観察する「里山散策」、地域の山野草を生かした「こけ玉教室」、美杉材で
作品づくりをする「木工教室」の３つに分かれ子どもたちは生き生きと取り組
んでいました。
この日の思い出が参加した子ども
たちの心に「美杉っていい所だな！」
と刻まれることを願い、協議会員一
同、一生懸命取り組みました。
最後に、笑顔で手を振る子どもたちの姿に苦労も忘れ、この地域の自
然に、そして仲間に感謝した一日となりました。

空き家見学会開催
７月２８日（日）、津市空き家情報バンクの登録物
件を見学する平成２５年度第１回空き家見学会を開
催しました。
この日は、県内外から田舎暮らしを希望してみえ
る参加者１１人と津市田舎暮らしアドバイザー、三重
県宅地建物取引業協会員を含め、総勢２１人で新
規登録物件を含め３件の見学会を実施しました。
参加者は終始熱心に、アドバイザーには田舎暮ら
しに関する相談を、また、宅建協会員には物件につ
いての質問をしたり、写真を撮ったりしてみえまし
た。
第２回の
見学会は、
秋頃実施
予定です。

一志美杉線道路整備促進協議会総会
７月２４日(水)、津市波瀬ふれあい会館で、平
成２５年度主要地方道一志美杉線道路整備促進協
議会総会が開催されました。
総会は、津市長をはじめ、県議会議員、市議会
議員等多くの来賓のご臨席をいただくなか、下之
川、波瀬地区から７５人が出席されました。
三重県津建設事務所から矢頭トンネル、井ノ倉
橋の架け替え工事等道路整備状況について説明を
いただいたあと、議事では、一志美杉線が早期完
成される
よ う、事
業に対し
て、積 極
的に協力
していく
決議が承
認されま
した。
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映画撮影にご理解、ご協力
ありがとうございました

映画プロデューサーとの出会い
～美杉小学校～
「自分のなりたいものを思い浮
かべてください。きっと思いは叶い
ます。」
７月５日（金）、美杉小学校の子
どもたちにお話しに来てくださった
深津智男さんの言葉です。
深津さんは、美杉町を中心に
撮影された映画「ＷＯＯＤ ＪＯＢ！（ウッジョブ！）～神
去なあなあ日常～」のプロデューサーです。
深津さんには、「神去なあなあ日常」との出会いから
映画を作りたいと行動を起こし、年数をかけて作り上げ
てきた映画プロデューサーとしての思いを語っていただ
きました。「映画は、知らなかったことを教えてくれる。幼
いころから映画を作るのが夢だった。みんなも夢を追い
かけてほしい」と呼びかけられました。
子どもたちの「一生懸命勉強する」という決意は、今
できる精一杯の誓いだったのではないかと思います。
子どもたちは、映画の仕事をする素敵な人と出会うこ
とができました。美杉で育った子どもたちが、将来、美
杉を題材にした映画を撮ることも夢ではありません。

６月から７月にかけて美杉地域を中心に撮影
が 行 わ れ た「Ｗ Ｏ Ｏ Ｄ Ｊ Ｏ Ｂ！（ウ ッ ジ ョ
ブ！）～神去なあなあ日常～」の映画ロケが終
わりました。
映画製作会社及び監督、スタッフ、出演者か
らは、『美杉地域の方のご理解とご協力のおか
げでいい作品になりそうです。来年の初夏に
は、全国一斉上映となりますので楽しみにして
ください。ご協力ありがとうございました』と
のことでした。住宅や倉庫、自動車、田んぼ、
重機、駐車場から、長靴や服等の小道具の提供
協力や、撮影が始まってからは、エキストラと
して多くの方が撮影に参加していただきまし
た。またロケ地では、早朝から深夜までの撮影
に、ご迷惑な状況があったにもかかわらず、ご
理解をいただきました。
映画ロケに全面協力をいたしました総合支所
として、改めて美杉地域の皆様に感謝申し上げ
ます。

（寄稿）人と人の「わ」で地域に元気を！活力を！
「美杉むらのわ市場」で地域活性化を目指す！
「人と人をつなぐ」、「手しごとを伝える」、「からだがよろこぶ食を提案する」。みんなの思
いを込めて、平成25年4月に美杉の森に市場が誕生しました。
薪の香かおる石窯パンにピザ、『いま ここ』を感じる美杉の料理、有機農家さんの農薬・
化学肥料不使用の生鮮野菜、木の温もりを感じる木工品や木工遊び、天日と炭火乾燥の
愛情たっぷり干し野菜などなど。
「美杉町を背負う新たな産業をおこしたい。」「新たなライフスタイルを提
案したい。」「美杉町のおもしろい人や手しごとを紹介したい。」いろんな思
いが集まってできた市場です。
基幹産業が衰退し、少子高齢化が加速度的に進むこの限界集落の町
で、「この町を活気づけたい」という思いは、町に住む人の多くが持ってい
ると思います。
この取り組みが大きな「うねり」となることを期待しています。
出
みんなで交わり、ともに「わ」を広げていきませんか？

店
者

募
集
中

美杉むらのわ市場事務局 代表 吉田菜穂子（中川雄貴、池田三朗）
日時
時間

毎月第二日曜日 開催
１０時～１４時

出店希望の方は、☎２７２-１１０１まで
お問い合わせください

場所 美杉リゾート 火の谷ビール工場前広場 美杉町八知６１２１
問い合わせ ２７２-１１０１ 美杉リゾート美杉むらのわ市場担当まで
E-mail:misugimuranowa@gmail.com
フェイスブックやブログは「美杉むらのわ市場」で検索。
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ＪＲ名松線の利活用を考えるオープンディスカッション
第1回を八幡地域住民センターで開催
７月３０日（火）、平成２７年度中の運行
再開が期待される名松線の利活用について広
く意見やアイデアを募ろうと、八幡地域住民
センターで、第１回のオープンディスカッ
ションが開催されました。地域内外からディ
スカッションに参加した約７０人と傍聴者約
２０人で、会場は熱気に満ち溢れました。
ディスカッションに先立って挨拶に立った
前葉市長は、「運休から６年以上もたって運
行が再開される鉄道は、日本では今までにな
かった。復旧が地域にとって実りのあるもの
にしていくためにも、この場だけでなく、地
域で色々な話し合いの場を持って、積極的に
意見を出し合って欲しい」と参加者に呼びかけました。
ディスカッションは、愛知工業大学の客員教授で津市地域
公共交通活性化協議会の会長でもある伊豆原浩二さんをコー
ディネーターとし、７つのグループに分かれて自由な意見交
換が行われました。参加者の中には三重短期大学の学生さ
ん、三重高校や白山高校の生徒さんたち若者の姿もたくさん
ありましたが、最も感動的だったのは津市観音寺町から名松
線を利用して一人で参加したという小学生の姿でした。地域
外の方たちも名松線の行く末を真剣に考えていただいている
のだという実感が、ひしひしと伝わってきました。
復旧後に考えていたのでは間に合わない。名松線を魅力あ
るものにするための知恵や名松線の各駅からのアクセスを充
実させる方策を、今からみんなで考えていかなければならな
いという声が多く聞かれました。
各グループで発表された様々な意見は、事務局でまとめら
れ、津市のホームページ上で紹介されるとのことですので、
ぜひご覧いただきたいと思います。
このオープンディスカッションは、今後も、９月２８
日(土)に一志農村環境改善センターで、１１月３０日
(土)に松阪市産業振興センターで開催される予定です。
今回のオープンディスカッションにも名松線を守る会
を中心として地元美杉地域の住民の方々もたくさんご参
加いただきましたが、今後のオープンディスカッション
にも奮ってご参加いただき、お膝元の美杉の地でもディ
スカッションの輪を広げていただきたいと思います。
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道の駅美杉サンクスフェスタ開催
日時：９月２８日（土）１０時～１４時３０分
場所：道の駅美杉
初秋の雰囲気がただようなか、日頃の感謝を込めて、美杉物産展を中心とした
道の駅美杉サンクスフェスタを開催します

特産品を多数販売！！美杉物産展

豪華 景品が当たる
福引き抽選会！
同時開催！！ウッディフェスタ
体験してみよう！木工・丸太切り

お楽しみステージショー♪
为

催：道の駅美杉サンクスフェスタ実行委員会

問い合わせ：美杉総合支所地域振興課 ☎２７２－８０８５

まこものそば、和菓子、あられを開発
私たちは、平成１９年から１０人のメンバーでまこもの作付
を行っており、収穫時期の秋には、道の駅で販売したり、ＪＡ
へ出荷しています。今年は、津市内や特に太郎生地域での
販売を計画しています。
また、まこもの葉にビタミンや鉄分が多く
含まれていることから、まこもの粉末を使っ
たそば、和菓子、あられの開発に挑戦し、
８月４日に試食会を行いました。
今後、商品化を進めて、特産品としてＰ
Ｒしていきたいと思います。
八十六石まこもの集い 代表 横川惣吾

まこも収穫祭！！
日時：９月２９日（日）
９時～１４時
場所：上太郎生消防詰所裏広場
・まこも料理試食コーナー
・まこも、野菜の販売
※ほのかに甘いまこもは、野菜サラダ、
炒め物、煮物、和え物など、いろんな料
理にあいます
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【取材記事】

子どもたちの遊び場づくりに取り組む｢ラムネキッズサークル｣
遊び場づくりと仲間づくりを目指して
子育てに関する悩みごとなどを相談したい。
親同士が話し合う場をつくりたい。そんな思い
から、サークル活動として｢ラムネの会｣を立ち
上げました。
７つの地区が広い地域に点在し、少子化が急
激に進む美杉地域では、学校が終わって家に
帰ってくると、近くには遊ぶ仲間も見当たらな
い状況になってきています。少しでも多くの子
どもたちが一緒に遊べる場をつくり、仲間を増

やしていくことで、子どもたちはよりたくまし
く育っていってくれるのではないかという思い
から、ラムネの会を母体として｢ラムネキッズ
サークル｣がつくられました。
今は、美杉小学校の理解を得て、体育館や
ミーティングルームで毎週水曜日や短縮授業時
に開催しています。ラムネキッズサークルに参
加している子どもの親が、順番を決めて子ども
たちの見守りをしています。２カ月に１回程度
当番が回ってくるのだそうです。

切なる願い「ラムネキッズサークル運営協力者を増やしたい」
他にもラムネキッズサークルに子どもを預け
たいと思っている親もいるのだそうですが、保
護者が見守り当番に入らなければならないとい
うことがネックになって、なかなか参加する子
どもが増えないのだそうです。

今は、保育園の先生をしておられた方お一人
が運営に協力して下さっているそうです。一人
でも多くの子育てと仕事を終えた年齢層の方々
のご協力がいただけたら、ラムネキッズサーク
ルの輪はますます広がっていくのではと期待し
ています。運営協力者が増えて欲しい。それ
が、ラムネキッズサークルの切なる願いだそう
です。
【ラムネキッズサークルからのメッセージ】
お子様の参加は随時募集しています！
また、ボランティアにご協力いただける方のご連
絡を、一同心からお待ちしております。
＜連絡先＞ 代表：亀本 真紀
美杉町太郎生１９０２
☎２７３－０８１６

美 杉 地 区 社 協 か ら 小・中 学 校 へ

◆多気地域人権学習会のお知らせ◆

防災用防寒シートが寄贈されました

日時：９月１７日（火）１９時３０分～

７月１８日(木)、災害時
等の備えとして、美杉地
区社会福祉協議会から
美杉小学校及び美杉中
学校へ、児童・生徒用の
防寒シート合計２００枚が
寄贈されました。

場所：多気地域住民センター
内容：県立こころの医療センター精神科
認定看護師の中川志穂さんによるお話
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）
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伊勢本街道奥津宿の陣 開催 ～ミニSLがやってくる～
日時：９月２２日（日） １０：００～１４：００

入場無料・参加費無料

場所：JR名松線伊勢奥津駅周辺及び津市八幡地域住民センター
主催：名松線を元気にする会
ＪＲ名松線の乗客増加促進と美杉地域の活性化を目的に、江戸時代の雰囲気
が残る伊勢本街道奥津宿で開催します。
内

容

●コスプレウオーク＆撮影会
●ミニSL運動会

９月のがん検診のお知らせ
と き
９(月)

●名松線の写真展示
●もちつき大会など
連絡先 名松線を元気にする会
090-4083-8550

090-6539-8583

ホームページ http://meishousen.org/

場所

大腸、胃、肺、結核、乳(マン
モ)、前立腺、肝炎ウイルス
肺、結核、子宮、乳(マンモ・エコー)

太郎生多目的集会所

２４(火)

肺、結核、前立腺、肝炎ウイ
ルス

美杉総合開発センター

２７(金)

大腸、胃、肺、結核、
子宮、乳（マンモ）

多気地域住民センター

●鉄道模型運動会
●萌鉄名松線シミュレーター

検 診 の 種 類

９(月)

美杉総合開発センター
伊勢地地域住民センター

＊申し込み：三重県健康管理事業センター(☎059-221-5115)
定員に達した場合は次月以降の日程をご利用ください。
＊対象、受診料、受付時間など詳細については美杉保健セン
ター(☎059-272-8089)へお問い合わせください。

花 木 を 寄 贈 し て い た だ き ま し た
６月初旬に、竹原の松尾イチエさんから、レンギョウやアジサイなどたくさんの花木を頂戴しまし
た。早速、美杉庁舎の裏の空き地に植えさせていただきましたが、そのときの写真が余りにもきれいで
したので、お話をお聞きしたくなってお時間をとっていただきました。今回お邪魔したときも、６月の
写真とは違った夏の花が庭一面に咲き誇っていました。
２０年ほど前に娘さんが嫁ぎ、ご主人との二人きりの生活が始まったのを契機として、これからの人
生に何か目標を持って生きていきたいという思いが強くなり、この頃から本格的な花づくりを始められ
ました。季節ごとの花を表の庭に移し、役目を終えた花は裏庭で次の年の出番がくるまで愛情込めて育
てるのだそうです。花木は買ってくるのではなく、ほとんど挿し木や挿し芽で育てられます。土づくり
は、ご主人が手伝ってくださるのだそうです。
｢苗や種から心を込めて育て、表の庭に移す
ときには配色などを考えて配置していくのも楽
しみの一つです。こうして愛情いっぱいに育て
ると花も幸せだし、私自身も幸せな気持ちに
なってきます。それが道行く人々にも幸せを感
じていただけるなら、これほど嬉しいことはあ
りません。自分の健康が続く限り、愛情込めて
育ててあげたい。｣と、優しい目で微笑まれま
した。
いつまでもお元気で、道行く人々の目を楽し
ませていただきたいと思います。
６月にお邪魔したときの庭の様子と松尾さん
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お知

らせ
♪

～ イベント詳細 ～
開催日：９月２９日（日）９時３０分～１５時３０分
イベントコース：三多気大洞拠点 大洞山石畳コース（約４ｋｍ）
集合場所：津市スカイランドおおぼら キャンプ場
募集人数：５０人（先着順）
募集期間：９月６日(金)から１８日(水)まで

津市森林セラピー基地運営協議会

ウオークイベント予定
１０月２４日（木）
第２回美杉地域の高齢者向け
健康づくりウオークイベント

（電話受付時間：土日を含む、８時３０分～１７時まで）
参加費：１,５００円（保険代、昼食代含む）
申し込み・問い合わせ
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内）☎２７２-８０８２

３月９日（日）
第２回ノルディックウオーキング競技会
※各イベント詳細については、美杉だより１０月号、
１月号によりご案内させていただく予定です。
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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。

９月健康相談

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。

３日（火）・１７日（火） ９時３０分～１２時３０分
問い合わせ

相談時のみ☎２７６－０３３３

第６回『その目の悩み

日 時

ら
せ

三重県立一志病院

外来

美杉地域の人口
地 区

竹 原

八 知

講師：近藤

場 所

諭（一志病院医師）

一志病院管理棟２階会議室

津市白山町南家城616

☎262-0600（内線110）

知

申し込みは不要です。

あきらめていませんか？』

９月１０日（火）13時～14時

問い合わせ

お

相談日以外☎２７２－８０８４（美杉総合支所市民福祉課）

入場無料

三重県立一志病院 健康教室

場所 下之川地域住民センター

ＦＡＸ262-3264

電子メールihos@pref.mie.jp

（平成２５年８月１日現在 住民基本台帳）

太郎生

伊勢地

八 幡

多 気

下之川

合 計

前月比

前年同月
比

人 口

６５歳以上

６８４

１，１８２

１，０００

５２５

５８３

７４５

５０７

５，２２６

【687】

【1,180】

【1,000】

【526】

【586】

【747】

【507】

【5,233】

３５２

６１２

３９４

２９２

３５６

４３９

３２０

２，７６５

【354】

【612】

【389】

【292】

【358】

【436】

【320】

【2,761】

58.93％

63.12％

51.46％

51.78％

39.40％

55.62％

61.06％

【51.53％】

【51.86％】

【38.90％】

【55.51％】

【61.09％】

３１５

５６９

４０４

２４６

２９１

高齢化率

世帯数

－１９５

＋4

＋６

52.91％ ＋0.15％ ＋2.02％

【58.37％】 【63.12％】

３６５

－７

【52.76％】

２５６

２，４４６

【

＋２

－４３

】は前月数

敬老 会 の日程
太郎生

9月

３日(火) 11：30 姫石の湯

多

気

７日(土)

11：00 美杉多気体育館

八

9月１0日(火) 11：00 姫石の湯

竹

原 9月１３日(金)

11：00 美杉竹原体育館

伊勢地

9月１４日(土) 11：00 美杉伊勢地体育館

下之川 9月１５日(日)

八

9月２1日(土) 11：00 美杉総合開発センター

幡
知

9月

11：00 美杉下之川体育館

～森もり元気になろに！美杉～ （健康づくり推進員）からウオーキングのお知らせ
ウオーキングは最も手軽にできる運動で、運動
不足を解消し、生活習慣病を予防したり、脂肪を
燃焼させるなどダイエットにも効果があります。
また、周りの景色を楽しみながら歩く
ことでストレス解消にも役立ちます。
今回は津市森林セラピー基地「霧山
コース」を計画しました。森林の木陰
で自然と歴史を堪能しましょう。

日
時
集合場所
参 加 費
持 ち 物
申し込み

１０月３日(木)１０時～１５時
多気出張所
６００円（昼食・保険代含む）
水筒、歩きやすい服装、くつなど
９月２０日(金)までに
美杉保健センター(☎272-8089)へ

※「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。

【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
※为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。

行政相談・人権相談
日時：９月１９日 （木） １３時３０分～
場所：グリーンハウス美杉 （美杉町八知）

