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♪第３回多気夕涼みウオーク
回多気夕涼みウオーク

～ひといきつきながら～
ひといきつきながら～ 暮夏を
暮夏を楽しむ♬
しむ♬
８月２２日（土）、多気北畠拠点部会主催の夕涼みウオークが開催されました。
今回で３回目となるこの夕涼みウオークは、サブテーマに【美杉町多気の暮夏はとても涼しい、灯さ
れたろうそくの炎に、北畠氏の歴史が映える夕涼み、これほどまでの風情をかつて体験したことがあっ
ただろうか。歩むその先に見えるのは『古のお伊勢参りの賑わいか？』

それとも『新たなおかげ参り

の始まりか？』】を掲げ、美杉町の夏の夜の涼しさを体感してもらうのと同時に、伊勢国司北畠氏の歴
史の故郷を堪能してもらおうと開催されました。
【道の駅美杉】に集まった参加者は、多気北畠館跡
対岸の六田地区に向けて出発し、夏の涼風の心地よさ
に、癒されながら満面の笑みを浮かべていました。
また、多気北畠拠点部会員手作りの、多気灯篭（竹
灯篭）と銘打って灯されたろうそくの炎が、参加者の
心の中に栄華を極め、とても満足した表情で『歴史の
ともしび』を眺めながら、ウオークを楽しみました。
最後に、夏の風物詩である線香花火を堪能し、小さ
な光が消えゆくと同時に、多気夕涼みウオークが終わ
りを告げました。

ふるさと回帰フェア2015
in 大阪
ふるさと回帰フェア
に出展しました！
８月２２日（土）にシティプラザ大阪で「ふ
るさと回帰フェア２０１５ in 大阪」が開催さ
れ、津市美杉地域が出展しました。会場には全
国から１０９の自治体が集合し、移住相談を行
いました。美杉のブースには６組がお越しいた
だきました。最年少は１８歳の男性で、自分が
思っている田舎のイメージと美杉の風景が非常
にマッチしているとのことで、農業についてご
相談があり、津市田舎暮らしアドバイザーの岸
野隆夫さんに説明していただきました。他の
方々からは、空き家情報バンクを利用してグ
ループホームを開設したい、どのような補助が
受けられるか、
就職先はどうか
など、様々な相
談をいただき、
とても充実した
イベントとなり
ました。

多気のこけ玉 京都でも大人気！
９月１２日（土）、京都市南区にあるイオン
モール京都桂川において「三重県フェア」が開催
され、美杉地域から多気の郷元気づくり協議会の
こけ玉づくり体験教室が出展しました。
体験には、親子連れなど多くの方にご参加いた
だき、イオンの体験ブースとしては異例とも言え
る有料での実施であったにもかかわらず、６０人
分用意した材料は全て無くなる盛況ぶりでした。
参加された方は、「テレビ番組でこけ玉を視て
以来、ずっと作ってみたいと思っていた。実際に
作れて嬉しい。」、「あまりにも素敵なので、自
分の分とは別
に、もうひとつ
親へのプレゼン
トにも作りま
す。」などと皆
さん喜んでいま
した。
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伊勢地地区医療懇談会

津まつりに出展します

８月２８日（金）、伊勢地地域住民センター研修

今年もお城西公園やフェニックス通りを中心

室において、伊勢地地区自治会連合会主催による、

に開催される「津まつり」に津市森林セラピー
に開催される「津まつり」に津市森林セラピー

伊勢地地区医療懇談会が開催されました。

基地運営協議会、八幡地域活性協議会、多気の

伊勢地地区自治会連合会長の岸野隆夫さんから

郷元気づくり協議会、名松線を守る会の４団体
郷元気づくり協議会、名松線を守る会の４団体

「いつまでも明るく元気に住み慣れた地域で暮らす

が出展し、美杉地域のＰＲを行います。また、

ために、伊勢地の医療をさらに充実させていきた

津市空き家情報バンクにおいて、市と媒介に関

い」とのあいさつがあり、５月から伊勢地地域で巡

する業務協定を結んでいる（公社）三重県宅地

回診療を行っていただいている鶴田真三先生から

建物取引業協会の津支部も並んで出展し、制度

は、診療内容のご紹介や、これまでの利用者数の推

のＰＲ等を行います。

移などが報告され、これからの抱負等も語られまし
た。また、この日は三重大医学部の学生さん５人が
地域学習として参加されました。
懇談では、地域の方々から、交通手段の確保や今
後の方向についてなどの意見や要望があり熱心に討

出 展 日 は、１ ０ 月 １ １ 日（日）、出 展 場 所
は、例年どおりお城西公園会場です。
津市の魅力が集結し、楽しい催しが盛りだく
さ ん の「津 ま つり」に皆 さ ん お誘 い 合わ せ の
上、ぜひご来場ください。

論されました。

太郎生道里夢アサギマダラ観賞週間
太郎生道里夢では、渡り蝶「アサギマダラ」が
飛んでくる地域づくりのため、休耕地に「フジバ
カマ」の花を植える活動をおこなっています。
いよいよ１０月に入り、好天の日にはフジバカ
マの畑にアサギマダラが飛び交う姿がみられるよ
うになってきました。太郎生道里夢では１０月４
日（日）から１２日（月）までを「アサギマダラ
観賞週間」として、地元農産物やフジバカマの匂
い袋など販売いたします。
アサギマダラへのマーキングやフジバカマの花
の香りに癒しを求め、
是非お越しください。
※フジバカマ畑の場所
美杉町太郎生地内 国
道３６８号中太郎生信
号を太郎生出張所方面
へ５０ｍの道路沿い

寂庭の宴 北畠氏館跡庭園ライトアップ
開催日：11月
・14・
・15日
日17：
：30～
～20：
：30
開催日： 月13・
昨年は、天候にも恵まれ５回の開催日に美杉地域
内外から９４３人の方にご来場いただき大変ありがと
うございました。
このライトアップは２年前の夏、多気地内の３人が
夕暮れ時に北畠氏館跡庭園を眺めながら会話を楽し
んでいた時、ふと「この由緒ある庭園をライトアップし
たら、もっと美しくなるんと違うかなぁ？」との一言から
始まりました。１年目は、有志でライト等の機材も昔の
古い物を利用し、手探り状態で実施しました。昨年か
らは、実行委員会も設立し地域の活性化に繋げようと
機材も追加購入やレンタルをして、場内や参道には
「竹あんどん」も多数配置してグレードアップすること
が出来ました。今年も昨年以上の風景をご来場者の
皆様にご覧いただけるよう新たな試みを計画中です
ので、ぜひご来場いただき、国指定名勝及び史跡の
光と影のコントラストをご覧になり秋の夜長に心を癒
されてください。なお、雨天の場合は中止となります。
寄稿・北畠氏館跡庭園ライトアップ実行委員会
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来春の名松線運行再開・開通８０周年記念イベントに

各種団体から多くの企画が届いています
～ 喜びとお祝いの輪を広げましょう ～ 名松線記念事業連絡調整会議から
名松線を守る会が美杉地域の各種団体に呼びかけて設立し
た「名松線記念事業連絡調整会議」には、参加団体から、運
行再開と開通８０周年を祝うための記念事業に参加するイベ
ントの企画が集まり始めています。
名松線は、昭和１０年１２月５日に家城駅から伊勢奥津駅
までの間が開通し、現在の路線の全線が開通しました。そし
て、今年の１２月には全線開通から８０周年を迎えることに
なります。平成２１年１０月以来代行バスによる運行が続いている名松線が来年春に運行再開予定であ
ることから、開通８０周年記念事業も運行再開を祝う事業と同時に開催することにしています。
昭和６０年１２月１日に開催された開通５０周年記念事業では、当時の新聞記事によると、ミス三重
による一日奥津駅長やくす玉割り、花火の打上げ、白
山高校のブラスバンドによる演奏が式典を盛り上げ、
奥津駅前広場では三重県警音楽隊の演奏や保育園児に
よる「こどもみこし」、丹生俣の獅子舞、千本づきな
どが披露され、展示即売コーナーでは清酒や美杉茶、
美杉コンニャク、あまごの甘露煮、焼き杉などの沿線の地元特産品が所狭しと並べられていたことが記
されています。また、名松線の全線復旧を願って平成２２年１２月１１日に開催された開通７５周年記
念事業でも、奥津駅前では、物産展や仕掛け鍋の振る舞い、のれん街
ウオーク、名松線関係の写真展などが賑やかに行われました。
これらの歴史を振り返りますと、運行再開と開通８０周年というめ
でたい出来事が重なる来年春の記念事業は、５０周年の事業にも増し
て地域住民あげて「喜び合い」、盛大に「お祝い」する思い出に残る
ような事業内容にしていきたいものだと思っています。
７５周年の仕掛け鍋

記念事業の開催までにはまだ５カ月ほどの時間がありますので、地

域内外のよりたくさんの団体の皆さんに名松線記念事業連絡調整会議に参加していただき、名松線運行
再開と開通８０周年の「喜びとお祝いの輪」を広げ、歴史に残る盛大な事業にすることにより、名松線
が子々孫々の代まで走り続けていってくれる磐石の環境を残していきたいと思っています。
地域内外の各種団体各位におかれましては、名松線の運行再開と８０年の歴史を祝い、末永く名松線
を守り続けていくためにも、来春の記念すべきこのイベントに是非ご参加いただきますようお願いいた
します。
新たな参加申込みやお問い合わ
せは、名松線を守る会事務局（美
杉総合支所地域振興課☎
杉総合支所地域振興課 ☎ ２７２－
７５周年の奥津駅前

８０８０）までご連絡ください。
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津市文化振興基金自主事業 羽田朝子記念映画上映会

入場無料

日活撮影所に勤め、石原裕次郎さんの付き人をしていた羽田朝子さんは、生前、自分の遺産などを両親の
故郷である津市の文化的・芸術的な事業、とりわけ映画・演劇の分野で役に立ててほしいとの思いを抱き、５年
前に亡くなられた後、多額の寄付をしていただきました。羽田さんへの感謝の思いを込めて、記念映画上映会を
８月から市内１０カ所で開催しています。
４年目となる今年は、新たな試みといたしまして１本目の映画「ぼくたちの家族」についてはバリアフリー映画
として上映します。会場での主催者挨拶や開演前、終演後のあいさつについては同時に手話通訳を行い、邦画
にも日本語字幕がつきますので耳のご不自由な方にも一緒に楽しんでいただけるものと考えております。
ぜひ、ご来場ください。
開演時間

13時00分（12時30分開場）
映画タイトル（上映時間）
映画タイトル（上映時間）
とき

ところ
白抜き数字はバリアフリー映画

11 月５日（木曜日）

美杉総合文化センター

❶ぼくたちの家族（117 分）

多目的ホール

②青い山脈（96 分）

問い合わせ 文化振興課 ☎２２９ー３２５０

ファクス２２９ー３２４７

美杉人権学習会の開催について（ご案内）
【伊勢地地域】

【竹原地域】

【下之川地域】

日時

日時

日時

１０月９日（金）
１３時３０分から
場所 伊勢地地域住民センター
内容 明音寺住職 目野秀久さん
によるお話 ～私のものさし、ほと
けさまのものさし～

１０月１５日（木）
１９時３０分から
場所 竹原地域住民センター
内容 ＮＰＯ法人市民社会研究所
金憲裕さんによるお話 ～住民同
士が支えあう絆づくりのヒント～

１０月１６日（金）
１０時から
場所 下之川地域住民センター
内容 白山反差別連帯会議会長
福田信男さんによるお話 ～豊か
な人間関係をつくるために～

問い合わせ：美杉人権学習会実行委員会（教委美杉教育事務所）☎２７２－８０９１
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防 災 一 口 メ モ （がけ崩れ）

一志温泉やすらぎの湯のご紹介

がけ崩れの前兆現象
○斜面に亀裂ができる
○小石が斜面からばらばらと落ち出す
○斜面から異常な音、山鳴り、地鳴りが聞こ
える
○斜面にはらみがみられる
○普段澄んでいる湧水がにごってきた、水の
吹き出しがみられる

◎営業時間

○湧水の急激な増加、あるいは減少・枯渇が
認められる
がけ崩れは一瞬で起こるため、発生してか
ら逃げるのは大変困難。緊急時には、がけと
は反対側の建物内の２階に移動したりするな
どの対応で生命が助かる可能性は高くなると
いわれています。

竹原公民館

やさしい

１０：００～２１：００
（入館受付／１０：００～２０：３０）
◎休館日
毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
１２月２９日～１月１日
◎入館料
当日券 回数券12枚
一般
550円
5,500円
老人（65歳以上）
350円
3,500円
子ども（12歳未満） 300円
3,000円

年会員券
30,000円
20,000円
12,000円

【 編 集 の 記】

「ちぎり絵教室
ちぎり絵教室」
絵教室」参加者募集！
参加者募集！

名松線のバスによる代行運行が始まって以来、
６年が経過します。１１万６千余りの署名を集め

来年の干支は丙申にな

た存続を求める運動などが実を結び、悲願の鉄路

り ま す。和 紙 を つ か っ た

による運行再開まで、既に半年を切りました。こ
の運行再開と開通８０周年を祝おうと、名松線を

ちぎり絵で来年の干支の

守る会をはじめとする地域内外の団体が記念事業

絵をつくってみません

の企画をしていただいています。６年前の悲痛な

か？初 心 者 の 方 で も 簡

熱気が、今、歓喜の熱気に変わり、この地域の振

単にできるようになってお

興に新たな一歩を刻んでくれることでしょう。
みすぎ秋まつり、アサギマダラの観賞、津まつ

り、一年中家に飾ってい

り、津市文化振興基金による映画上映会と、秋本

ただけます。
日

番の記事が目白押しとなりました。そして、「寂
庭の宴・北畠氏館跡庭園」のライトアップも、秋

時：１１月５日（木）

本番の定例行事として定着してきました。美杉の

１０時～１１時３０分まで
場

せてくれます。

所：竹原地域住民センター

参加費：材料代 ６５０円

持ち物 はさみ

申込先：竹原公民館 ☎262-3014
申込期限：１０月３０日（金）

秋も捨てたものではないと、誇らしげな気分にさ
ただ、まだまだ台風のシーズンでもあります。
今年の台風の発生数は例年以上ということです。
備えを万全に、いい秋になりますように祈りたい
と思います。
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一志病院まつり

健康のつどい ２０１５

１０月１７日（土）

９：００～１３：００

☆医師講演「
医師講演「一志病院と一志くんの1年間」
講師：
講師：一志病院

医師 鵜飼 友彦

☆血圧・
血圧・体脂肪・
体脂肪・骨密度など
骨密度など健康
など健康チェック
健康チェック
☆頭と体の体操体験とっても
体操体験とっても美味
とっても美味しい
美味しい！
しい！給食試食会（先着50
先着50名
50名）
☆ミニ救急車乗車体験
ミニ救急車乗車体験・
救急車乗車体験・子供メディカルラリー
子供メディカルラリー
☆元気いっぱい
元気いっぱい！
いっぱい！園児・
園児・児童の
児童の絵画展
☆地域の
地域の皆さん大活躍
さん大活躍のステージイベント
大活躍のステージイベント
丹生俣獅子舞保存会さん・
丹生俣獅子舞保存会さん・元取千本搗
さん・元取千本搗き
元取千本搗き保存会さん・
保存会さん・日本舞踊
さん・日本舞踊 泰踊会さん
泰踊会さん
南京玉すだれ
など
南京玉すだれ 風の会さん・白山中学校
さん・白山中学校ブラスバンド
白山中学校ブラスバンド部
ブラスバンド部さん

☆地元物産の
地元物産の販売や
販売や職員供出品バザー
職員供出品バザー

など

もりだくさんのイベントはすべて無料でお楽しみいただけますが、整理券が必要なイベントもあります。

～雲出の流れ〔白山町真見〕～
撮影：四方

哲 （一志病院長）

主催 健康のつどい2015実行委員会
☎ ２６２－０６００
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社会福祉法人 明光会
特別養護老人ホーム
笑美の里
感謝の集いは、年間を通じて400名
の皆様からのご支援やご厚情に対し
感謝の意を表すものでございます。
社会福祉法人として「地域福祉」活
動を今後とも進めて参ります。

●記念講演

『異文化理解』

～アフリカ生活の経験から語る
本当のアフリカの世界～
独立行政法人
国際協力機構

●講師 東 千春 様
スケジュール
・開催日 10
10月
月18日
18日(日）
・時 間
9：30 受付開始
10：
10：00 開 会
理事挨拶
表彰式
10：
10：15 記念講演
12：
12：00 閉 会
どなたでも参加頂けます。皆様のご参加
をお待ちしております。

子育てサークルそらまめのお知らせ
親子のふれあいと交流の場として、月2回集まりワイワイ遊
んでいます。イベント終了後も会場でゆっくり過ごせますので、
お昼の持ち込みもO.Kです。ぜひ、気軽にお越しください！

交流会

さつまいもの収穫
日時：１１月７日（土）
10：00～12：00

日時：10月9日（金）
10：30～12：00
※さつまいも畑の草取り等の予定
でしたが、変更しました。

場所：美杉保健センター

保育園・小学生
親子大歓迎！

※日程を変更しました。

場所：竹原宝生地内
※集合場所：竹原三叉路駐車場
※雨天の場合は11月13日（金）に延期

☆天候により中止する
場合があります。

持ち物：参加費１家族100円、スコップ、持ち
帰り袋、飲み物、帽子等※軍手は支給
※要申込：１１月4日（水）まで（先着20組）

問い合わせ

美杉保健センター ☎２７２－８０８９
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１０月健康相談

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

２日（金）・２３日（金）

場 所

下之川地域住民センター

９時３０分～１２時３０分

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

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

身体障害者手帳・
身体障害者手帳・療育手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

市民福祉課

身体・知的・精神等の障がいのある方は、次の手帳の交付を受けることで受けられる福祉サー
ビス等があります。
身体障害者手帳
肢体不自由・視覚・聴覚又は平衡機能・音声・言語又はそしゃく機能・心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に永続する障がいがある場合、その程度により１級か
ら６級までの区分で手帳が交付されます。
療育手帳
知的障害のある方に、障がいの程度によりＡ１（最重度）・Ａ２（重度）・
Ｂ２（軽度）の区分で手帳が交付されます。

Ｂ１（中度）・

精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約のある方に、その障がいの程
度により１級から３級までの区分で手帳が交付されます。

各手帳の申請には医師の診断書・写真等が必要となります。
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。

～森もり元気
もり元気になろに
元気になろに！
になろに！美杉～
美杉～ （健康
（健康づくり
健康づくり推進員
づくり推進員）
推進員）からのお知
からのお知らせ
今年もやります！スクエアステップ

マス目を踏み踏み♪

11月1日（日）「みすぎ秋まつり」にて、
脳と体のエクササイズ
スクエアステップを体験していただけます。

場所：
場所：美杉保健センター
美杉保健センター健康
センター健康づくり
健康づくり室
づくり室
スクエアステップとは、マス目のあるマットの上を指定し
た順にステップ（移動）していきます。転倒予防や生活習慣
病予防、脳の活性化に効果があります。
私たちと一緒に笑って楽しんで運動しましょう！
問い合わせ 美杉保健センター ☎２７２－８０８９
【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。

スクエアステップの一例

行 政 相 談
日時：１０月１５日（木）１３時３０分～
場所：多気地域住民センター

