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ひさい地域だより
第１分団

自主防災訓練や地域行事
のお手伝いなど、気軽に
ご相談ください！

新春号

第２分団

第３分団

第４分団

現在23人の消防団員で、
地域に役立つ活動を目指
して、頑張っていきます！

昨年開催された久居方面
団消防操法大会で優勝し
ました！

一緒に活動してくれる仲
間を募集中です。気軽に
お声かけください！

地域密着力

要員動員力

即時対応力

郷 土 を 守 る！

津市消防団 久居方面団

仮

消防団員の皆さんは、平素は他の職業を持ちながら、地域を守るという崇高な郷土愛護の精神で、
消防防災活動を行う権限と責任を持った非常勤特別職の地方公務員です。
第５分団

第６分団

第７分団

地域の助け合いの絆が高
まることを願って頑張っ
ていきます！

地域の行事に参加して、
これからも地域貢献に努
めていきます！

「明るく・楽しく・元気
よく」をモットーに一致
団結して頑張っていきます！

第９分団

第１０分団

第１１分団

ラッパ隊

日頃の消防団員同士のコ
ミュニケーションが、有
事の際の連携した活動に
つながっています！

須ヶ瀬町を管轄していま
す。地域密着型でこれか
らも防災活動に貢献して
いきます。

2ページ目の記事で、私た
ちを取り上げてもらいま
した！ご覧ください！

20人の隊員が式典や訓練
時の士気高揚のため吹鳴
しています♪

広
告
掲
載
欄

第８分団

分団の平均年齢は40歳！
元 気 な私 た ち が地 域 を
守っていきます！

問い合わせ 久居消防署 ☎２５４－０３６２

SASAO AUTO
新車・中古車・車両整備・車両買取
車に関するトータルサポート店です。
皆様のご来店をお待ち致しております。
津市久居新町795-1 TEL 059-202-2641

診療科：内科、外科・緩和ケア
リハビリテーション科、歯科
〒514-1295
三重県津市大鳥町424番地1
TEL 059-252-1555 FAX 059-252-1383

市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。

久居方面団第11分団です
久居方面団では９人の女性消防団員が第１１分団として活動しています。
地域の行事に参加し、お年寄りやちびっ子に消防団員手作りのペープサート（紙人形劇）による防火啓発
活動を行っています。
「おもしろかった！」「ありがとう！」など皆さんのお礼の言葉がモチベーションアップにつながっています！

「もしも・・」の時のヒーローに

女性消防団員募集中！
私たちと一緒に消防団活動をしませんか！
人と人とのつながりにより、色々な発見や経験があります！
※全国では約２万６千人の女性消防団員が活躍しています。
（三重県では４７４人、津市では１４６人の女性消防団員が活動
中です。）

問い合わせ
久居消防署 ☎２５４－０３６２

くるりんフード事業は、学校の社会科で「ごみ」について学習する小学校４年生を対象に、子どもたちにとっ
ざん さ
たい ひ
て身近な学校給食の食品残渣に注目し、回収・堆肥化・各学校での堆肥利用までのリサイクルを通じて、
可燃ごみの減量とリサイクルに対する意識向上を目的として津市が行っている事業です。
成美小学校は、令和元年度から３年間、この事業の対象校となっています。１学期に４年生の子どもたち
が、実際に食品残渣が堆肥化される工程を見るために工場見学に行きました。２学期には、リサイクルで出
来た堆肥が学校へ届けられ、子どもたちの手で花壇づくりが行われました。

学校の用務員さんが、前日までに
花壇の土を掘り起こしてくれました。

子どもたちで肥料を蒔きます。

みんなでチューリップの球根を
植えました。

従来から成美小学校では、環境委員会の子どもたちが給食の食べ残しのパンくずと給
食調理から出た野菜くずやおがくずを混ぜて堆肥を作り、それを園芸委員会の子どもたち
が花壇の花植えに活用するという取り組みを行っています。
一方で環境委員会では、週２回、食べ残しのパンの量を測って月ごとに学年別のグラフ
にし、それを職員室の前に掲示して、食べ残しを減らす呼びかけも行っています。
学校でのこうした日頃の取り組みや、くるりんフード事業での体験が、リサイクルの推進や
食品ロスの減量に対する子どもたちの意識の高まりにつながっていくことでしょう。
くるりんフード事業に関する問い合わせ
環境部環境政策課 資源循環推進担当 ☎ ２２９－３２５８

パンくず、野菜くず、おがくずを混ぜる様子

ひさい地域だより

久居誕生350年事業

2020 命名３５０年

とうどうたかみち

今から約３５０年前の寛文９年（１６６９年）に、藤堂高通が津藩から５万石を分領して、野辺野の地に支
藩を立てたことから久居藩が始まりました。そして翌年の寛文１０年（１６７０年）に、この地を「久居」と改称
し、城下町を建設しました。
令和２年は久居のまちづくりが始まってから３５０年を迎えます。実行委員会では、この節目に久居の魅力
を再認識し、地域の外へ情報発信していくために、着々と準備を進めています。

「久居」命名の由来

初代久居藩主
藤堂高通公

江戸時代の人々は雲出川沿いの戸木、旧本村の地域で生活をし
の ん べ

ていました。今の久居中心街から戸木の東部一帯は野辺野、野辺と
呼ばれた広野で、豊かな自然を生かして次第に畑や水田が開けてい
きました。初代久居藩主藤堂高通はこの風土を愛し、この地に永久に
ちんきょ

鎮居したいという意で「久居」と命名したとされています。

久 居

永
久
に
鎮
居
す
る

の誕生

問い合わせ 久居誕生３５０年事業実行委員会事務局（久居総合支所地域振興課内） ☎ ２５５-８８０３

たけぞえ あつこ

三重短期大学名誉教授の竹添敦子さんを講師にお招きし、作家 髙田郁のデビュー作「出世花」を中心
に、久居の女性が背筋をまっすぐに、他者を輝かせるために生きる姿をお話しいただきます。
日 時 ２月１日（土）１３時３０分～１５時 場 所 久居公民館
対 象 市内に在住、在勤、在学の方
定 員 １００名
※当日は入場券が必要です。入場券は１月２０日（月）午前８：３０から久居公民館で
配布（先着順）します。ご希望の方はご来館ください。
問い合わせ 久居公民館 ☎256‐3931

新しい年も『湯の瀬』でゆったりと
年の初めは暖かな温泉でのんびり過ご
してみてはいかがでしょうか。
榊原の山々の冬景色を楽しめる「湯の
瀬」のおけ型露天風呂は、特におすすめ
です。
ぜひ新年もご家族・ご友人お誘い合わ
せの上、お越しください。
※ 「湯の瀬」は、令和５年１２月のリニューアルに向けて、新しい施設の整備・運営を進めています。
問い合わせ 津市榊原自然の森温泉保養館「湯の瀬」 ☎２５２－１８００

第 ３８ 号

久居地域１～3月の主な催し物
期間 ２月８日（土）～３月３日（火）
内容 榊原温泉の各旅館や神社などにお雛様を飾っておもてなし
期間中にはスタンプラリーなども実施

射山神社「記念婚式」 “恋のひと言”募集

応募締切 ２月８日(土)

３月１日（日）には射山神社で「記念婚式」が開催されます。
記念婚式への参加を希望する夫婦は、“恋のひと言”として夫婦のなれそめ・感謝の気持ち・結婚何年
目かなどを短文にまとめ、問い合わせ先へ応募してください。（郵送、メール可）
応募いただいた中から、優秀者を記念婚式へ招待します。
（参加費無料。記念菓子・記念写真・温泉利用券などプレゼント。）
※詳細は、下記ＨＰをご覧ください。

問い合わせ
榊原温泉振興協会 ☎ 252-0017 （〒514-1251 津市榊原町5824-1）
Ｅメール
sakakibaraonsen@zc.ztv.ne.jp ホームページ http://www.sakakibaraonsen.gr.jp/
問い合わせ

展示部門

場所：久居公民館

日時 ２月29日（土） 13：30～16：00
３月１日（日） 9：30～16：00
内容 講座生などによる作品展示・即売

久居公民館

舞台発表部門

☎ 256-3931

場所：久居総合福祉会館
レクリエーションホール（３階）

日時 ３月８日（日）
9:30～13：30（予定）
内容 講座生などによる舞台発表（洋楽・邦楽・詩吟・体操・踊りなど）

場所：久居公民館

★体験教室

★こども作法教室によるお茶席

①手づくりお菓子教室 申込締切：２月８日（土）正午必着※抽選で決定
時間 13：00～15：30
内容 シュークリームと桜もち 参加料 1,000円
定員 中学生以上24人
申し込み ※対象（市内に在住・在勤・在学の人限定）
下記のいずれかで申し込み
・返信用はがきを持参し直接久居公民館窓口で申し込み
・往復はがきへ「手づくりお菓子教室申し込み」・ 住所・氏名・年
齢・電話番号を明記して久居公民館（〒514-1125 津市久
居元町2354） へ郵送
②ものづくり夢づくり人づくり教室
時間 9：30～ ※材料がなくなり次第終了
内容 「左官さんの」光る泥団子づくり 体験料 500円

緑の風マルシェ ～駅前公園青空市場～

時間 10:00～
※材料がなくなり次第終了
お茶券 300円

★その他の体験・実演

参加無料

時間 9:30～
※材料がなくなり次第終了
体験 折り紙教室
実演 久居雅の会
（木目込み人形）

1/18 2/15 3/21

毎月第３土曜日

いずれも10:00～15:00
内 容 毎月、趣向を凝らした企画で久居駅東口「緑の風公園」にお店が並びます
出店情報などはフェイスブックで情報チェック
問い合わせ 久居げんき会 代表 石川さん ☎ 090-2775-5306

ひさい地域だより
年４回発行
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津市久居総合支所地域振興課 〒514-1192 津市久居新町3006番地 ポルタひさい3階
☎ 255-8803 FAX 255-0960
E-メール 255-8812@city.tsu.lg.jp
地域の皆様からの情報提供もお待ちしています！

