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お知らせ      １０ 

  第２６回みすぎ夏まつり納涼花火大会 

 ８月１１日（月）、美杉中学校グラウンドで、第２６回みすぎ夏まつり納涼花
火大会が開催されました。今年は台風の影響で順延になり、第１部の子ども

盆おどり、よさこい踊り、美杉連山のろし太鼓が中止になり花火だけとなりま

したが、山々に響きわたる花火の音、若者が火の粉をかぶる勇壮な手筒花

火に、訪れた皆さん、また、今回は美杉町太郎生で福島及び近隣県から原

発事故による放射能の不安から解放され、心と体をリフレッシュしていただく

ことを目的にキャンプをされている子どもたちも夏の一夜を楽しまれました。 
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 ７月２９日（火）、映画「ＷＯＯD JOB!～神去なあなあ日常

～」の公開に伴い、三重県との連携のもと、美杉地域の住

民と津市が一丸となり様々な地域振興に向けた取り組みに

ついて市長と撮影を支援した関係者３人が県庁を訪れ、鈴

木知事に報告を行いました。 

 県庁を訪れたのは赤堀嘉夫自治会連合会長、青木健治
津市森林・木材利用促進フェア実行委員会長、眞伏敏男神

去村青年団長の３人で、ロケ地ツアーの参加者の約６割が

ＪＲ名松線を利用されており利用促進につながっているこ

と、作品の上映が地域活性化につながっているなどの報告

を行うとともに、眞伏青年団長は木こり体験ツアーを構想し

ており、今後も活発に地域おこしを続けることで意見が一致

しました。 

 知事からは、「作品は地域の支えによって生まれたとあら
ためて思う。この地域の盛り上がりが一過性に終わることの

ないよう、今後とも市と連携して県内外のＰＲ、応援を行いた

い。」との激励をいただきました。 

 ８月６日（水）、平成２６年度第３回美杉地区地域審
議会が開催されました。 

 今回は、去る８月４日に市長から「新市まちづくり計
画の変更」についての諮問を受け、委員の皆さんに答

申にかかる審議と「過疎地域自立促進計画」、「これか

らのまちづくり」について委員各位の質疑が行われま

した。 

 「新市まちづくり計画の変更」についての答申につい
ては、会長、副会長に一任されましたが、「これからの

まちづくり」につ

いては、各委員

からの意見を今

後集約し、１０月

に改めて審議会

を開催し市長に

提出することに

なりました。 

     WOOD JOB！   知 事 へ 報 告 

   地 域 審 議 会 を 開 催 

 ７月２９日（火）、一志波瀬ふれあい会館で、平成 

２６年度主要地方道一志美杉線道路整備促進協議

会の総会が開催されました。総会は、下之川地区・波

瀬地区から約８０人が出席し開催されました。総会

は、平成２５年度事業報告及び会計報告、平成２６年

度事業計画及び収支予算などが審議され、承認され

ました。 

 総会決議では、一志町の井ノ倉橋の架け替え工
事、矢頭トンネル

の平成２７年度中

の開通に向け、一

日も早く  全線整

備されるよう、地域

住民の総意として

強く求めていくこと

が確認されまし

た。 

 主要地方道一志美杉線 

   道路整備促進協議会総会 
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   三重テラスでJR名松線をPR 

     美杉地域まちづくり推進連絡協議会が協力 
                              地域の特産品などを振舞う  

 バスによる代行運転が続く名松線が平成２８年春には運行が再開される目処が立っ

たことを受け、市の都市計画部名松線復旧推進室が、８月２日(土)に東京日本橋の三

重テラスで名松線のPR活動を行いました。｢写真でめぐる『名松線美杉の旅』｣と銘

打ったこのPR活動をより賑やかなものにしたいと、市からまちづくり推進連絡協議会

(今井幹雄会長)に協力をお願いし、組織をあげてご協力いただきました。 

 日本橋の三重テラス前では「みすぎん」がお出迎え。２階の催し物会場では、竹原

地域活性化協議会の梅干と八幡地域活性協議会の芭蕉菜の漬物が、太郎生地域づくり

協議会から提供された「湧水米」に添えて、会場を訪れた方々に振舞われました。ま

た、名松線を守る会からは杉の木で作ったお箸と名松線の写真入の缶バッチが、竹原地域活性化協議会

からは田舎あられやかき餅が、八幡地域活性協議会からはヒノキの香りの匂い袋が記念品として来訪者

に配られました。伊勢本街道を活かした地域づくり協議会からは語り部さんに、森林セラピー基地運営

協議会からは森林セラピストさんにも参加していただきました。 

 会場は、東京の三重県人会にご協力をいただいて配布したチ

ラシを見た人や三重テラスの前のみすぎんの誘いに応えてくれ

た人など４５０人を越える皆さんで終日賑わいました。受付に

は、今後の名松線や美杉地域の情報発信に役立てようと、アン

ケートや宛名記名用紙などが準備され、訪れたたくさんの方々

にご協力いただきました。 

 会場に飾られた多気の郷元気づくり協議会が作成した「こけ

玉」は季節柄もあって鮮やかな緑が光沢を放ち、たくさんの人

だかりができていました。会場には「こけ玉体験コーナー」も

設けられ、多くの方々が初めてのこけ玉作りに挑戦していまし

た。自分で作ったこけ玉はそのまま持ち帰ることができるとい

うこともあって、大事そうに袋に入れる一人ひとりの顔は満足

そうな微笑に満ちていました。 

 練馬区から訪れたという初老のご夫婦はパネルに張られた名

松線と美杉の写真を食い入るように見ながら、「こんなきれいな景色の中を走る名松線に一度は乗って

みたい。復旧後には、必ず美杉をお訪ねします」と話してみえました。また、埼玉県の男性からは「美

杉には一度お邪魔したことがありますが、名松線の駅から名所旧跡までの足が不便という印象でした。

復旧後は、使い易い名松線にしていただきたいものです」

と、復旧後の課題も指摘していただきました。 

 名松線のPRとともに、名松線と歴史文化遺産や森林セラ

ピー基地などを効率的に結ぶ公共交通の整備に向けて、地

域住民の皆さんとの協働の必要性を痛感した一日となりま

した。各協議会から参加していただいた皆さん、大変お疲

れ様でした。 
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 ８月２日(土)、丹生俣地内で、恒例となった

津市ＰＴＡ連合会主催の「地域わくわく体験教

室」が開催され、市内各地から１２０人の子供

たちが訪れました。このイベントは夏休みを有

意義に過ごしてもらおうと津市ＰＴＡ連合会子

ども未来交流委員会が企画、会場となる多気地

域の元気づくりに取り組む多気の郷元気づくり

協議会が協賛して開催しており、今回で４回目

となります。 

 子どもたちは美杉の緑あふれる自然の中で、

アマゴつかみと、里山散策やこけ玉作りなどの

班別行動を楽しみ、自分たちがつかんだアマゴ

の塩焼きと飯ごうで炊いたご飯のカレーライス

に舌鼓を打っていました。ふだん静かな山里

に、この日は元気な歓声がこだましました。 

子どもたちが自然を満喫 

津Ｐ連が地域わくわく体験教室を開催 

in北畠歴史探索コース 

 ８月１７日（日）、森林セラピーロード『北畠歴史探索コース』において、第２回夕涼みウオークが
開催されました。 
 昨年度に引き続き、コース沿線の地域の方々から
の絶大な協力をいただき、素晴らしい企画となりま
した。 
 このウオークに向け数ヶ月も前から準備が進めら
れていた夕涼みウオークのモニュメント（大型行
燈）２基もお披露目され、そのなんとも温かな灯り
に参加者は「ほっ」としていました。また竹で作ら
れた灯篭も設置(コース内約500ｍ）され、ロウソ
クの揺らめく灯りがほのかに照らす街道を歩きなが
ら、「綺麗」、「素敵な演出」などと会話が弾んで
いました。 
 ほかにも、映画WOOD JOB！のロケ地となった
辻村さん宅の離れや旧多気保育園の見学、行燈の点
灯などなど、まさに地域を挙げて訪れた方に多気の
魅力を余すところなく伝えようとする心が最高のお
もてなしとなりました。 
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 
 ご協力をいただいた全ての方に、この場をお借り
して衷心より厚く御礼申し上げます。 

津市森林セラピー基地運営協議会 
 会長 今井 幹雄 



        福島県飯館村から太郎生の池の平に避難して家族で野菜  

       作りを営んでいる村上日苗さんが中心となって実行委員会

を立ち上げて準備を進めてきた「ふくしま保養キャンプinみえ２０１４」

が、８月３日(日)から１６日(土)の２週間、太郎生の池の平で実施されま

した。このキャンプは、福島県などで生活している子どもたちを空気のき

れいな太郎生に招き、豊かな自然の中で思う存分遊んでもらおうと企画さ
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    ふくしま保養キャンプinみえ ２０１４ 

       美 杉 地 域 あ げ て の 歓 迎 と 支 援 

れたもので、予定をはるかに上回る１７家族、 

５２人の皆さんが参加されました。 

 このキャンプの開催に当たっては、津市と津市

教育委員会が後援し、美杉自治会連合会、美杉地

域まちづくり推進連絡協議会、美杉老人クラブ連

合会などが全面的に協力し、地域をあげて支援する体制が整えられまし

た。美杉地域の全自治会を通じて呼びかけられたキャンプのための物資の

支援にも、米や布団などたくさんの貴重な心のこもった品々が届けられ、

住民の方々の熱い思いと優しさがこのキャンプへ参加された方々に伝わっ

たことと思います。 

 ８月４日(月)には、実行委員会が主催した歓迎会が太郎生多目的集会所 

で開催され、自治会連合会を代表して白谷征雄副会長が、まち

づくり推進連絡協議会と老人クラブ連合会を代表して今井幹雄

会長が歓迎の挨拶をし、引き続き参加者を代表して久保田純一

さんがお礼のことばを述べられました。式典では、美杉自治会

連合会から実行委員会に寄付金も贈呈されました。 

 式典の後、八知地区活性化協議会(白谷征雄会長)の皆さんに

よる千本つきが行われ、キャンプの参加者や地域の皆さんたち

につきたてのお餅が振舞われました。千本つきには、参加した子ど

もたちも加わり、千本つきの音頭に合わせてにぎやかに合いの手を

入れ、会場からは励ましの声と笑みがこぼれていました。 

 この２週間にわたった美杉でのキャンプが、子どもたちの心にい

つまでも残る思い出になってくれることを願わずにはいられませ

ん。 

歓 迎 会 

交 流 会        ８月１１日(月)には、キャンプに参加された方々と地域住民の皆さんとの交流会が太

郎生出張所周辺で開催され、参加した福島の子どもたちはスイカ割りやそ

うめん流しなどを楽しみました。 

 そうめん流しの後で行われた子どもたちと地域の皆さんとのゲームによ

る交流会は、太郎生老人クラブの皆さんにご協力いただき、ゲートボール

などを指導していただきました。 
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～バスで実際に現地へ行って、私たちが暮らす郷土について学びませんか？～ 

 対  象  市内に在住・在勤・在学の人    受講料 １，０００円 

 日  時  １０月２１日（火）  (出発・帰着時間は下記のとおり) 

 定  員  ４０人（多数の場合は抽選になります） 

 内  容  環濠のまち一身田寺内町をガイドさんと歩きます。また、重要文化財が複数ある 

      専修寺を訪ね歴史ある建物等を見学します。※昼食は各自現地で 

 乗車場所  ①太郎生公民館 ②伊勢地公民館 ③八幡公民館 ④八知公民館 ⑤竹原三叉路 

 出発時間  ①８：４０   ②８：５０   ③８：５５  ④９：１０  ⑤９：２５ 

        ※受付は各乗車場所の出発時間、１０分前から行います。 

 帰着時間  ①１７：００  ②１６：５０  ③１６：４５ ④１６：３０ ⑤１６：１５ 

 申込方法  往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、希望乗車地を記入し、「一身田寺内町 

                  めぐり」と明記して、下記の申し込み先へ送付してください。 

        ※往復はがき１枚につき、１人１コースのみ有効。複数応募はできません。 

 申込期限  ９月１６日（火）必着 

 申し込み・問い合わせ  美杉教育事務所 〒515-3421 美杉町八知5580-2 ☎272-8091 

※広報津９月１日号も併せてご覧ください。 

 風水害避難に関する３つの情報 

＜避難準備情報＞ 

人的被害の発生する危険性が高まった状況です。 

避難に時間のかかる高齢者は、避難を始めます。 

 

＜避難勧告＞ 

人的被害の発生する危険性が明らかに高まった状

況です。 

全ての住民は指定された避難所へ避難します。 

 

＜避難指示＞ 

人的被害の発生する危険性が非常に高まった状

況、人的被害が発生した状況です。 

※対象地域の住民は避難を完了していなければな

りません。 

※万一非難する余裕がなければ、｢命を守る最低

限の行動｣をとります。 

津市公民館全体事業 郷土教室 「一身田寺内町めぐり」コースのご案内 

 ７月２９日（火）、八幡公民館で地域力創造セミナー

が開催されました。当日は３７人の参加者があり、一志

病院の四方哲院長さんのユーモアあふれる講演の

後、食生活改善推進協議会員さんによ

る減塩お味噌汁の試食や美杉保健セン

ターの職員による健康体操があり、参

加されたみなさんは、熱心に耳を傾け

ていました。セミナー後のアンケート結

果では、健康について考

えるよい機会となりまし

たなど、多 く

のお声をいた

だきました。 

八幡公民館地域力創造セミナー7/29   ☆防 災 一 口 メ モ☆ 



Page 7 

美杉地域防災訓練を実施します 

  日時：９月２８日（日）９時００分～ 
 

  会場：多気地域住民センター周辺 
 

 訓練内容：避難訓練・避難住民搬送訓練・初期消火訓練・倒壊家屋救出・高度救助隊救助車

救助訓練・救護訓練・高圧発電機車の展示および電力復旧作業パネル展示・自衛隊炊事車、水

タンク車の展示・水道局給水訓練・地震体験車・煙体験・消火器取扱・AED取扱等を行いま

す。また、当日は子供向けのミニ消防車の試乗も用意しています。 
 

※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。 

                        主催 津市自主防災協議会美杉支部 

道の駅美杉サンクスフェスタ開催   【編 集 の 記】 
 

 台風１１号の北上にともなう豪雨

は、市内の広い地域に被害をもたら

しました。被害を受けられた皆さん

には、心からお見舞い申し上げま

す。 

 台風で１１日に延期になった｢み

すぎ夏まつり納涼花火大会｣は花火

だけの大会になってしまいました

が、福島県などから保養キャンプに

参加された皆さんをお招きし、地域

内外からたくさんの方々にお越しい

ただき、大変にぎやかなひとときに

なりました。実行委員会の話では、

保養キャンプに参加した子どもたち

も、大変喜んでいたとのことでし

た。 

 その保養キャンプには、地域の皆

さんから心のこもった支援物資をた

くさんお届けいただきました。実行

委員会からは改めてお礼のご挨拶が

あるものと思いますが、尐しばかり

お手伝いをさせていただいた総合支

所からも心から御礼申し上げます。 

日 時 ： ９月２７日（土）１０時～１４時３０分 

場 所 ： 道の駅美杉(津市美杉町上多気２６７) 
 

 日ごろの感謝をこめて、美杉物産展を中心に道の駅美杉 

サンクスフェスタを開催します。 

特産品を多数販売！！美杉物産店 
豪華景品が当たる 
   福引抽選会！ 

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 

主    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 

お楽しみステージショー♪ 
   歌謡ショー・芸能ショー等 



■開催日時 
１０月１９日（日） 

       9：00～15：00 

■ウオークコース 
①大洞山石畳コース 
②日神西浦コース 
③三多気蔵王コース 
④火の谷温泉コース 
■集合場所 
①＝スカイランドおおぼら
キャンプ場駐車場 
②・③は、太郎生地域住民セ
ンター 
④は、美杉庁舎駐車場 
■集合時間 
各集合場所に９時 
■募集人数 
①・②・③は、１０人（先着） 
④は、１００人（先着） 
■ウオーク種別 
①・②・③は、森林セラピー
ウオーク 
④は、ノルディックウオーキ
ング 
■参加費 
２，０００円（昼食、保険等含
む） 
■申込期間 
９月８日（月）から９月３０日
（火）１７時まで 
■申込先 
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 
■イベント概要 
①～③の森林セラピーウ
オークは、森林セラピストが
森を案内します。 
④はノルディックウオーキン
グスペシャリストが、運動指
導や、ウオーキング指導など
を行います。 
森の中で癒しに満ちた一日
を満喫するか、健康的で爽
やかな運動で一日を過ごす
かを決めるのはあなたです。 
あなた好みの一日を！ 

JR名松線を使って、ノルディックウオーキングの火の谷温泉コースへ、
Let’sGO!（レッツゴー！） 

 火の谷温泉コースへ参加される方が、JR名松線を利用していただきやすいよう
にイベント終了後は、家城駅までマイクロバスでお送りいたします。是非名松線に
乗ってご参加ください。 
 ※イベント当日は、一志庁舎職員駐車場に臨時の無料駐車スペースを設けま
すので、名松線をご利用の方はご活用ください。 
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やちほいくえんだより 
 はじめまして!！美杉だよりに八知保育園の子どもたちのようすを掲載させて頂きます。よろしくお

願いします。 

きりん組（５歳児）～４名  ぱんだ組（４歳児）～６名  うさぎ組（3歳児）～６名 

あひる組（2歳児）～４名  ひよこ組（1歳児）～3名 

 

  

 尐人数の子どもたちなので、クラスの中だけでは関わりが限られているのではないかということか

ら、どの年齢の子たちとも遊べるように、いろいろな遊びのコーナーを準備するなど、園庭の環境を

工夫してきました。次第に異年齢の関わりが増え、大きい年齢の子が「○○ちゃんあそぼ！」と声を

かけてくれたり、虫を捕ってくれたり、また、小さい年齢の子たちは、大きい子の真似をする姿が自

然に見られるようになってきました。最近では、大きい子の部屋に憧れや興味を持って、よく遊びに

行きます。異年齢の子と遊ぶ中で教え合う・・・など微笑ましい姿も見られます。また、子どもたち

の豊かな発想やひらめきに感動し、頼もしさも感じている今日この頃です。 

 

○９月１７日（水）１８：００～１９：３０  

  人権ワークショップ 

  森崎信博さん（市教委人権教育課） 
 

○９月２４日（水）９：３０～１１：００  

  高齢者の人権 

  水本昌子さん（笑美の里介護支援専門員） 

 

○場所：美杉総合文化センター 会議室 

 

●講座を受講して 

      人権について考えてみませんか。 

 

問い合わせ：美杉人権センター  

      ☎２７２－８０９６ 

 

 
 

【多気地域人権学習会】 

日 時 ９月１０日（水）１９時３０分から 

場 所 多気地域住民センター 

内 容 三重県立こころの医療センター認定看護師 

      田中徹さんによる講演 

      「高齢者のその人らしさを支える。 

          ～認知症への理解～」 

問い合わせ：美杉人権学習会実行委員会 

☎２７２－８０９１（津市教委事務局美杉教育事務所） 

美杉人権学習会 開催のお知らせ 

次回もお楽しみに 

（＾ｖ＾） 

行政相談・人権相談 

 日時：９月１８日 （木） １３時３０分～ 

 場所：グリーンハウス美杉 （美杉町八知） 

  市民人権講座の受講生募集 
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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血圧測定や尿検査等の健康相談を無料で実

施しています。是非ご利用ください。  

日 時 ５日（金）・２６日（金） 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） 

９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  

 入場無料  申し込みは丌要です。 

     前期第6回 『今日から実践！人生最期の予行練習』 

             講師：鶴田 真三（一志病院医師）   

日  時 ９月９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   

 太郎生 9月 ２日(火) 11：30 姫石の湯    八 幡 9月 ９日(火) 11：30 姫石の湯  

 竹 原 9月13日(土) 11：00 美杉竹原体育館  下之川 9月15日(月・祝) 11：00 美杉下之川体育館 

 多 気 9月21日(日) 11：00 美杉多気体育館  八 知 9月26日(金) 11：00 美杉総合文化センター 

 伊勢地 10月４日(土) 11：00 美杉伊勢地体育館 

津市配食サービス事業  
 65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で、心身の障がい等で調理が困難な方に

バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否確認をすることで在宅による生活を

支援しています。（１食あたり400円、祝日を除く月～金の夕食をお届けします。）  

➩申請方法等、詳しくは、市民福祉課（☎272-8084）までお問い合わせください。  

敬 老 会 の 日 程 

高齢者のための福祉サービス   《市民福祉課》 

 健康づくりをすすめるには、適度な運動を欠か

すことができません。 

 日頃から運動している人も、ちょっと運動丌足

だと感じている人も、一緒にウオーキングをして

心も体もリフレッシュしませんか？   

 今回は津市森林セラピー基地「火の

谷温泉コース」の一部を計画しまし

た。山や川の景色を楽しみながら気軽

に参加できるコースです。 

日  時 ９月２９日(月)９時～１４時 

集合場所 美杉保健センター 

     （美杉総合文化センター内） 

参 加 費 ６００円（昼食・保険代含む） 

持 ち 物 水筒、歩きやすい服装、くつなど 

申し込み ９月２２日(月)までに 

     美杉保健センター(☎272-8089)へ 
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