
    【編集の記】 

 彼岸花が田んぼの土手を

賑やかして、ほら！秋だよ。 

 『暑さ寒さも彼岸まで』と

は、先人はうまいこと言った

ものだ。涼しくなって、ぐった

りしていた番犬どもも食欲

出たよ。夕暮れとともに、ス

スキの揺れる山手からは鹿

の遠鳴き。 

 秋の行事が目白押しでし

たので、紙面も盛りだくさん

になりました。 

 いかがでしょうか？ 
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 （続報）高齢者の皆さん

に感謝するとともに、ご長

寿をお祝いし、今後も元気

で長生きしてくださいとの

気持ちのこもった集いとな

りました。 
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 元気で長生き元気で長生き  
  ・・・・何よりですね何よりですね   
       各地区で敬老会が開催されました 

 担当：地域振興課 

 電話：２７２－８０８０ 

 八幡地区は９月２４日（金）に

開催され、１１５人の参加があり

ました。 

 伊勢地地区は９月２５日（土）

に開催され、１１０人の参加が

ありました。 

美杉中学校文化祭 ３ 

森林セラピー基地運営協議会 ３ 

雲出川徒然 ５ 

きっかけづくり事業の取組み ４ 
伊勢本街道ウオーキングお知らせ ４ 

竹原地域活性化協議会 ４ 

みすぎ秋まつりへ行こう ５ 
伊勢本街道へ来客続々 ５ 

名松線の全線復旧を求める会 ６ 

本当に元気！ さわやか運動会 １０／５ 
                  （美杉老人クラブ連合会） 

１０月５日（火）第１５回さわやか運動

会がフットパーク美杉で開催されました。 

今回は町外の老人クラブ会員の参加があ

り、例年と違った雰囲気の中「愛の宅急便」

や「一発でいれましょう」など工夫された種

目が用意されました。 

 当日はさわやかな晴天のも

と、参加された約５５０人は

互いに交流を深めながら楽し

く競技していました。  

美杉満喫物産展 賑わう ９／２３ 

 ９月２３日（木・祝）、今年で４年目

をむかえた「美杉満喫物産展」が久

居インターガーデンで開催されまし

た。美杉地域の物産展をはじめ、

「美杉連山のろし太鼓」の演奏やよ

さこい踊りもあり、雨の中でしたが、

多くの人が訪れました。 

美杉小学校運動会 ３ 
保育園合同運動会 ３ 

野澤先生よろしくお願いします 

        （竹原診療所） 

５ 

美杉にゆかりの書物 ５ 

ノルディックウオーキング２日間 

１１／２０・２１（二見・美杉） 
６ 

秋の火災予防運動 ６ 



 お城公園やフェニックス通り

などで開催された「津まつり」

に美杉地域からも多彩な参加

がありました。 

 みすぎんも安濃津よさこい

のファイナルステージで市長

さんと一緒にごあいさつ。 
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ふるさと回帰フェアでＰＲ（大阪・東京） 

道の駅美杉サンクスフェスタ開催 ９／２６  

９月２６日（日）、道の駅美杉のご愛顧に感謝

する「サンクスフェスタ」が開催されました。 

物産展は１５％offで、お買い上げの人を対象

に福引抽選会が行われました。また、同時開催の

ウッディフェスタ２０１０や歴史街道ウォーク、

多気の郷元気づくり協議会イベント、伊勢本街道

コーナー設置、森林セラピー基地マスコットキャ

ラクター『みすぎん』の参加もあって、約１，５

００人が訪れ、大変な賑わいをみせていました。  

 『ふるさと回帰フェア２０１０』が開催

され、美杉総合支所も「津市空き家情報バ

ンク」のPRと移住相談コーナーを出展し

ました。 

 両会場とも、津市田舎暮らしアドバイ

ザーの岩田さんにも出席いただき、職員と

一緒になって来訪者の相談に応じました。 

平城遷都１３００年祭に 
  ９／２３～２５  

 9月23日から25日ま

での3日間、奈良県で開

催中の平城遷都１３００

年祭に津市森林セラピー

基地PRブースを出展し、 

セラピーガイドによるＰ

Ｒを行いまし

た。 

 みすぎんも参

加 し、多 く の 来

訪者にセラピー

基地の魅力をア

ピ ー ル し ま し

た。 

歴史街道ウオーク開催   ９／２６  

 （伊勢本街道） 
 汗ばむ陽気の中１６０人の参加者が伊勢奥津駅前から道の駅美杉ま

でのウオーキングを楽しみました。奥津宿のれん街を通り、国道３６８号

トンネル付近のおもてなし会場で、美杉のお茶、ようかん、こんにゃくで

一息ついた後、少し登りの厳しい飼坂峠を越え、ふるさと資料館、北畠

神社、多気の町屋の家並みを歩き、サンクスフェスタで賑わう道の駅へ

と、初めての人にとっては少し長い約１０㎞というコースでしたが、全員

が思い思いに楽しみながらゴ―ル出来ました。 

東京（９／２３） 大阪（９／４） 

津まつりに参加  １０／１０ 
 みすぎん・空き家情報バンクPR・美杉手筒会・美杉連山のろし 

 太鼓・物産販売 



 １０月２日（土）『我等最強杉っ子魂』のテーマで、美杉中学校

の文化祭が開催されました。 

体育館ステージでの主なプログラムは、生徒会制作のオープニン

グビデオ、選択音楽、ブラスアンサンブル部、英語スピーチの発

表、学年発表、合唱コンクール、生徒会企画『未成年の主張』、

『自由発表』、白山高校生徒会発表でした。体育館フロアには中学

生の美術、技術、家庭、習字の作品だけでなく、美杉小学校の児童

の作品も展示されていました。 

さらに、図書室では『絵本の読み聞かせ』、ミーティングルーム

では、中高一貫教育の連携校である白山高校茶道部のお茶席も

設けられ、雰囲気が一層盛り上がりました。 

 見学された保護者や地域の皆さんからは、「３年生の歌声に

ぐっときました」「みんな楽しく一生懸命な姿が見られまし

た」「どの学年もいきいきと輝いていました」「小学校の作品

も展示されていて、小中連携の点でもよかったです」「白山高

校生の発表、よかったです」「笑いあり、涙ありの楽しい一日

でした」との声がアンケートで寄せられていました。 
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   美杉小学校運動会美杉小学校運動会美杉小学校運動会   ９／１８ 

「今年は、人数も増えて、走るのを見とっても張り合いがあるわ。」 

９月１８日（土）晴天の下、美杉地域はもとより他の地域からも多くの

皆さんにお越しいただき、美杉小学校の運動会が開催されました。 

記録的な残暑でしたが、１０８人の子どもたちは、毎日、練習を重ね、

より黒く、よりたくましくなりました。入場行進で班旗をしっかり持ち、

前を見つめる眼差し、綱引きで「絶対勝ちたい」と力強く引く手、組み体

操で上に乗った友達を支える脚、腰。競技や係活動に一生懸命に取り組む

素敵な子どもたちです。 

 ９月２８日（火）八幡地域住民センターで、津市森林

セラピー基地運営協議会の設立総会が開催されました。 

 昨年１０月にセラピー基地がグランドオープンして１

年を迎える中、美杉地域の財産として、住民の皆さんが

主体になり育て、発展させていこうということで設立さ

れ、この日には、規約・役員・事業計画などが満場一致

で決められ、会議後に津市セラピー基地紹介のVTRが上映

されました。  

 美杉中学校 文化祭  １０／２   

 「津市森林セラピー基地運営協議会」設立  ９／２８ 

   八知・太郎生保育園合同運動会八知・太郎生保育園合同運動会八知・太郎生保育園合同運動会   １０／２ 
 １０月２日（土）美杉小学校を会場に、八

知、太郎生保育園の合同運動会が開催されまし

た。 

 たくさんの人たちの応援の中、子どもたちは

元気いっぱいがんばりました。 

地域の人や小学生にも積極的に参加していた

だき楽しい運動会になりました。 



 伊勢本街道を活かした地域づくり協議会では、晩秋の伊勢本街道を美杉地域の皆さんに散策いただき、美杉の良さを

再発見いただけるよう体験ウォークを計画しましたので、ぜひご参加ください。 

日   時         １１月２３日（火・祝）※雨天決行  午前９時から受付・午前９時３０分出発（集合：伊勢奥津駅前） 

参加費            １人１，０００円（年齢にかかわらず） ※当日受付時に支払ってください。 
              （昼食・北畠神社庭園入園料・道の駅美杉～伊勢奥津駅までのバス代・保険代含む。） 

募集人員         先着５０人（美杉地域にお住まいで、当日簡単なアンケートに回答いただける人） 

申込先          津市役所多気出張所  電話 ２７５－０２２２ 

申込期間        １１月４日（木）～１２日（金） （土、日曜日を除く、午前９時～午後５時） 

概略行程         伊勢奥津駅→奥津のれん街散策→奥津正念寺（トイレ休憩）→飼坂峠→多気谷町街並散策→ 

          多気体育館（昼食）→北畠神社→多気地内散策→道の駅美杉→(バスで）伊勢奥津駅(15：00～15：30） 
   ※詳細につきましては、美杉総合支所地域振興課または美杉地域の各出張所に置いてある募集チラシをご覧ください。 

   ※昼食時のお茶は用意しますが、ウオーク中の飲物など必要なものは、各自で用意してください。 

    ※歩きやすい服装・靴でご参加ください。 
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 竹原地域活性化協議会 頑張ってます！ 
 竹原地域活性化協議会（会長 岡田武士さん）は、地域環

境保全、地域特産物の有効活用、高齢者福祉等をめざし、竹

林の再生、桜まつりや地区文化祭への出店をはじめ、毎週土

曜に竹原三叉路での販売活動、茶話会「ふれあいサロンすず

めのお宿」開催など多彩な地域づくり事業を展開していま

す。また、こうした活動を広くお知らせするため、広報『協

議会だより』も発行し、協議会の盛り上げも進めています。 

 今回、１０月２日には津駅前のアストプラザで開催された

南立誠地区敬老のつどいで特産品バザーを開催し、さらなる

活動の展開に頑張っています。 

太郎生・下之川 きっかけづくりの取組み 
  「きっかけづくり事業」とは、過疎高齢化地域でのさまざまな課題を地域

住民自らが解決し、元気な地域づくりへとつなげていこうという事業です。 

 三重県の農水商工部が主体となって、東京農工大学の福井隆客員教授

がアドバイザー、コーディネーターとして地域の皆さんと話合いを繰り返

し、地域協議会の設立などに向けていこうというものです。 

 この事業によって、竹原と多気では既に協議会が設立され、八知・八幡・

伊勢地では設立の準備へと進んでいます。 

 今回は１０月１１日、１２日に太郎生と下之川で１回目の話合いがあり

ました。福井先生は、当日の朝から地域の人、県職員、総合支所職員と

共にそれぞれの地区を取材し、

これを基に、先生としての地域の

良さ、評価を披露していただきま

した。 

 今回は地域の課題を出すとい

う作業が行われ、会合終了後に

は全員に「撮りっきりカメラ」が配

布され、１１月５日までに自分で取材してくることになりました。 

 両地区では、今年度は、１１月１４日（日）と１２月１９日(日）の２回の話合いの

場が持たれ、グループに分かれて討議がされる予定です。 

１１／２３ 
美杉の皆さんのみ対象の特別企画です！ 

下之川での様子（１０／１２） 

太郎生での様子（１０／１１） 

地域を取材する福井先生：太郎生で（１０／１１） 



野澤先生よろしくお願いします。 

         （竹原診療所） 
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雲出川徒然 
 「新雲出川物語推進委員会」の活動の続報です。 

 ９月２５日（土）美杉町下多気で、一昨年に広葉

樹などを植林した「山川海ネットワークの森」の下

草刈りを行いました。残暑本当に厳しい中、写真の

ようにたくさんの参加がありました。   

 （連絡先：電話２３４－３２１２） 

美
杉
に
ゆ
か
り
の
書
物 

  紹介する

までもない坂

本さん親子に

よる温かい美

杉の本。絵に

は、美杉への

愛情が溢れ

ています。 
※この本は、美

杉総合支所の

美杉地域なんでも情報コーナーにも

ありますので、ご一読を・・・。 

    “みすぎ秋まつり”へ行こう！ １１／３    

『美杉村見てあるき』 

  文・坂本幸 絵・坂本千年 
    （１９９９年４月発行） 

 野澤眞澄先生（医学博士）には１０月から竹

原診療所に着任いただきました。先生は、三重

県内の無医村で生まれ育ったこともあって、医

師をこころざされました。１９６４年、大阪医

科大学大学院修了後、カリフォルニア大学、コ

ロンビア大学で研鑚され、大阪医科大学・コロ

ラド大学・明海大学・順天堂大学・大阪大学・

旭川医科大学などの教育機関で医師養成に傾倒

されました。先月までは大阪府下の病院で地域医療にたずさわってお

られましたが、このたび、当診療所に着任していただきました。 

 ご専門は、外科学で、日本外科学会選定外科指導医・同学会認定外

科専門医です。『設備は十分でなくても、地域のために、健康相談・

医療相談に精一杯対応したい。』と熱く語っていただきました。 

 １１月３日（水・祝）１０時から１４時まで、美杉中学校校庭において、恒例の『みすぎ秋まつ

り』が開催されます。 

 会場では美杉地域の物産販売やのろし太鼓の演奏、神楽の舞（丹生俣獅子舞）が行われます。ま

た、大鍋で調理したこの季節にピッタリの「仕掛鍋」も魅力です。 

 中学校体育館では、公民館団体、園児・児童・生徒の作品展示や久居一志地区医師会会員による無

料健康相談が、また、総合開発センターでは、文化協会によるステージ発表が行われます。 

 ぜひ、お越しください。 

美杉地域の各地区の秋まつりなどの予定  

 

太郎生地区秋まつり  １１／７（日）  １０：００  太郎生多目的集会所 

伊勢地地区秋まつり  １１／７（日）   ９：００  伊勢地体育館・伊勢地地域住民センター 

八幡地区秋まつり   １１／１４（日）  ９：００  しゃくなげ会館 

竹原地区文化祭    １１／２１（日）  ９：３０  竹原体育館・グラウンド 

多気地区文化祭    １１／２１（日）  ９：００  多気体育館 

下之川地区文化祭   １１／２８（日）  ９：３０  下之川体育館・グラウンド 

９月１１日と１６日に大阪の旅行会社が主催す

るウオーキングが開催され、関西方面から２日間

で約８００人もの参加がありました。このウオーキ

ングは、「平成のお伊勢

参り」と題し、大阪の玉

造稲荷神社から伊勢神

宮までの約１６０ｋｍを１

３回に分けてウオーキン

グする企画で、今回は奈

良県宇陀郡御杖村の牛

峠を出発し、道の駅「美

杉」までのコースを散策

されました。  

 皆さんもぜひ散策を。 

野澤先生 
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名松線の全線復旧を求める会から   
美杉地域の皆さんを中心に加入をお願いしましたとこ

ろ、１０月１４日時点で、3,551人（10,440口）の会員

加入と協力金を合わせて1,098,823円の収入となりまし

た。本当にありがとうございました。来る１２月１１日

には「開通７５周年記念行事」を予定しています。詳し

くは別途お知らせしますので、よろしくお願いします。 

 【電話番号】    

美杉総合支所 

地域振興課   

 （２７２）８０８０・８０８５  

 市民福祉課  

 （２７２）８０８３・８０８４ 

津市森林セラピー基地グランドオープン1周年記念（津市合併5周年記念） 

ノルディックウオーキングノルディックウオーキングをを満喫満喫するする２日間２日間  

美杉と伊勢（二見）美杉と伊勢（二見）                                     

  １１／２０（土）≪潮風の二見コース≫・２１（日）≪君ケ野ダム湖畔コース≫ 

 

 津市森林セラピー基地グランドオープン1周年記念（津市合併5周年記念）行事を行います。 

 北欧生まれのお洒落で健康増進に効果の高いノルディックウオークで森林セラピーロードを１２０％楽しみませんか！ 

 津市と県営サンアリーナがタイアップして、１１月２０日（土）は二見海岸の「海のコース」をウオーキング、２１日（日）は、

君ヶ野ダム湖畔コースの「山のコース」をウオーキングします。 

 ノルディックウオーキングスペシャリストの畑顕治さんが講師として、ウオーキングの説明指導をします。 

  【実施要領】 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

＊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。 

日時等 ２０日（土）１１：００～１５：００ 

（受付 １０：３０～） 

２１日（日）９：３０～１５：００ 

（受付 ９：００～） 

コース 海 １日目〈二見〉 

 潮風の二見コース  約８km 

山 ２日目〈美杉・森林セラピーロード〉 

 君ケ野ダム湖畔コース  約１０km 

集合場所 県営サンアリーナ 

 

レークサイド君ケ野 

（美杉地域、市役所本庁などから集合場所まで送迎バスを用意します。） 

◆参加費    無料（傷害保険、ウオーキング専用ポールレンタル料は当方で負担します。） 

◆定員     各コース１００人（定員になり次第、申込受付を終了します。） 

◆参加対象   小学校４年生から高齢者までの健康な人 

◆持ち物など  歩きやすい服装、リュックまたはウエストバッグなど。 

◆申込期間など １１／１（月）～１０（水）（土・日曜日、祝日を除く、９：００～１７：００） 

        電話により申し込んでください。 

        ２日間共の参加を基本としますが、１コースのみの参加も可。 

【申し込み、問い合わせ】 

 津市森林セラピー基地運営協議会（津市美杉総合支所内）０５９－２７２－８０８０ 

 ㈱スコルチャ三重（県営サンアリーナ指定管理者）   ０５９６－２２－７７００  

 
 ※申し込みの際には、保険加入のため、住所・氏名・生年月日・連絡先をお伝えください。 

 ※昼食の予約も受けますので、申し込みの際にお伝えください。 

 ※宿泊に関する問い合わせ  上記の森林セラピー基地運営協議会へお尋ねください。    

参加者全員に「みすぎん」

ストラップ１周年記念バー

ジョンプレゼント！ 

 ２日目は、「山の幸試食

会」、「たまごのつかみど

り」もあるよ！ 

秋の火災予防運動 

 １１／９～１５  

『消したかな』あなたを守る    

            合言葉 
  
 火災の発生しやすい時期、防

火意識を高めましょう。 


