
    【編集の記】  

 小学校と中学校の入学

式、君ヶ野ダム公園と三多

気の桜まつりは、文字通り

本格的な春を運んできてく

れました。小学校の入学式

の頃はまだ肌寒ささえ感じ

ましたが、三多気の桜まつ

りは春本番の暖かさでし

た。 

 いよいよ田植えの時期を

迎えます。美杉の森の清ら

かな水が、冬の間に乾燥し

切った田を潤し、美杉なら

ではの美味しい米を育てて

くれることと思います。 

 ４月１日には、美杉総合

支所管内でも職員の異動が

ありましたが、新しい職員

一丸となって、地域住民の

皆さん方のために頑張りた

いと思います。 

平成２４年５月１日 
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 ４月６日（金）、美杉小学校の入学

式が行われ、ピカピカの１年生１０

人が待ちに待った小学校生活をス

タートさせました。新入生は、校長

先生や来賓の方々のお話を緊張した

表情で聞いていましたが、みんな

が、「よろしくお願いします」と挨

拶すると新一年生も「よろしくお願

いします」と返し、その微笑ましい

光景に会場も和みました。 

保護者の皆さんも、子どもたちの成長に胸

を詰まらせている様子で、カメラやビデオで

子どもたちの晴れの瞬間を記録に残していま

した。子どもたちは、「学校の勉強が楽し

み」「お兄さんやお姉さんと遊びたい」と目

を輝かせていました。美杉の明日を担う子ど

もたちが、元気に過ごす様子が目に浮かんで

くるようでした。 

   

 

 ４月９日（月）、美杉中学校で、入

学式が行われ、１８人の新入生を迎

えました。新入生はブラスアンサン

ブル部の演奏と拍手の中、落ち着い

た雰囲気で入場し、担任の教諭から

一人一人の名前が呼ばれると、元気

よく返事をしました。 

 新入生を代表して、大野遥風さんが、何事に

もがんばること、自分から進んで学習するこ

と、感謝の気持ちを持って行動することなど中

学生活に関する３つの誓いを力強く述べまし

た。 

美杉中学校入学式  ４/９ 
          １８人が入学  

君ヶ野ダム公園桜まつり 

三多気桜まつり 
４ 

“特集” 竹原地域活性化 

 協議会の取り組み紹介 
５ 
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美杉総合文化センター 

整備事業推進委員会 

保育園卒園式   太郎生 3/22 ・ 八知 3/23 

  

 今年も太郎生保育園と八知保育

園の卒園式がそれぞれ３月２２日

（木）、２３日（金）に行われま

した。緊張した面持ちで卒園証書

を受け取った年長児達。保護者や

在園児に見守られ、１０人そろっ

て美杉小学校に入学です。 

 

 

 

第３回美杉地区地域審議会  

美杉地区産業活性化 

きっかけづくり推進協議会 

３月３０日（金）、美杉総合開発センターで、津市

美杉総合文化センター整備事業推進委員会（今井幹雄

委員長）が開催されました。 

会議では、前回委員会の検討結果に基づき一部修正

された基本設計に係る、施設

内部（総合支所ゾーン、コ

ミュニティゾーン、歯科ゾー

ン、共通ゾーン等）の配置や

利便性、外観等について、具

体的な検討、協議が熱心に行

われました。  

 

美杉総合文化センター 

整備状況報告 

整備に向けて最初の工事となった、進入路となる県   

道の拡幅工事が３月２６日に完成しました。 

平成２４年度に旧美杉東小学校校舎等の解体工事、

平成２５年度に総合文化センター本体の建設工事を実

施し、平成２６年４月の供用

開始を予定しています。 

工事等に当たりましては、

何かと御迷惑をおかけします

が、今後とも皆様の御理解と

御協力をお願いします。 

３月２６日（月）、平成２３年

度第３回美杉地区地域審議会（岡

田武士会長）を美杉総合開発セン

ターで開催しました。 

当日は、津市過疎地域自立促進

計画事業の進捗状況について説明

がありました。 

また、平成２４年度の地域かがやきプログラム事業につい

ての概要説明と津市美杉総合文化センター整備事業推進委員

会の報告がありました。 

平成２４年３月末で、委員の皆さんの任期が終了しまし

た。２年間お疲れさまでした。 

森林セラピーウオーク開催  

３月２７日（火）、火の谷ビール工場において、第

３回の協議会が開催されました。 

会議では、当施設をメイン会場として利用した、３

月１８日の地域交流イベントの成果報告や本年度の事

業経過報告及び決算見込みなどが報告された後、次年

度へ向けた事業計画及び予算について、熱心な意見交

換が行われ、引き続き、各地域づくり協議会による施

設の有効な活用とイベントなどによる利用促進につい

て話し合われました。 

 

  

 

    写真 

  

 

    写真 

３月２８日（水）、太郎生多目的集会所において、

第６回の協議会が開催されました。 

会議では、３月１８日に参加した地域交流イベント

についての反省や本年度の事業経過及び決算見込み報

告の後、オオイチョウダケの菌床栽培の現状と今後の

取り組み方法についての意見交換が行われ、協議会設

立後３年を経過したものの、予定した成果が上がらな

い状況の中で、市からの支援の必要性など、もう少し

支援の延長を望む意見が多く出されました。 

美杉地域新食材育成 

  活性化推進協議会 

４月１５日（日）、津市森林セラピー基地運営協議

会君ヶ野拠点部会の主催によるウオーキングが、森林

セラピー基地高束山コースで、開催されました。 

当日は、５２人の参加があり、コース上に咲いてい

る桜の花を眺めながら、五感を

働かせ、セラピーの癒し効果を

体感しました。 

また、高束山春の御神火祭を

見学し、その後、もちまきや菓

子まきにも参加し、美杉の春を

満喫しました。 

▲八知保育園  ▲太郎生保育園  
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   伊勢本街道奥津宿“あんどん”点灯式  ４/１５ 
                 伊勢本街道を活かした地域づくり協議会 

  新委員の紹介 
 本年度から２年間お世
話になります。 

【審議会委員名簿】 

（敬称略・50音順） 

 岡田郁子 

 海住佳子 

 芝山紀男 

 菅尾充孝 

 中川雄貴 

 中島敏美 

 中野雅子 

 中林優子 

 樋口康雄 

 峯田定夫 

 安木照子 

 横山勝代 

 脇谷明憲 

 １０の地区に設置されています地域審

議会の新しい委員さんが決まり、４月１

３日（金）に本庁舎で市長から委嘱状が

交付されました。 

 美杉地区の地域審議会委員１３人の委

嘱状は、代表して岡田郁子さんに受けて

いただきました。 

 地域審議会の任期は２年間で、市長の

諮問に応じ総合計画の見直しなどについ

て審議していただきますとともに、各地

区の行政施策や振興について、ご意見を

いただき、より良いまちづくりにお力添

えをいただきます。 

 本庁舎での委嘱式の後、総合支所で開

催された審議会で海住佳子さんが会長

に、峯田定夫さんが副会長に選ばれまし

た。 

 ２年間よろしくお願いします。 

 ４月１５日（日）、八幡地域住民センター前（ＪＲ名松線伊勢奥津駅

前）において、伊勢本街道奥津宿“あんどん”点灯式が行われました。 

 この日は、天候にも恵まれ、恒例の三多気桜まつりとも重なり、夕方の

時間からの開催でありましたが、多くの見物客でにぎわいました。 

 会場となったＪＲ名松線伊勢奥津駅前では、朝からＪＲ名松線を利用し

て三多気へ向かう桜見物客などへの商工会八幡支部の特産販売も行われ、

点灯式を盛り上げていました。 

 また、点灯式典の前後では、松阪市のしょんがい音頭保存会によるしょ

んがい踊りが披露され、式典に花を添えました。 

 午後４時５０分から開式された点灯式では、主催者の伊勢本街道を活か

した地域づくり協議会齋藤会長のあいさつ、行燈を贈呈いただいた「光れ

街道夢おこしの会」の前川代表のあいさつ、春の行事真っ最中で多忙の中、来賓として津市長をはじめ、地元選出

の国、県、市議会議員も出席され、お祝いいただいた後、協議会長や関係者

により、贈呈された１００基の行燈に一斉に点灯され、式典を締めくくりま

した。 

 式典終了後、贈呈された行燈は、これからの街道沿線をにぎやかに演出す

るよう、伊勢本街道奥津宿沿線のお家へ配布されました。 

 この行燈の側面には、美杉小学校児童による絵が描かれており、歴史と未

来の想いがいっぱい詰まった行燈街となります。 

 これから、もっと暖かくなってきます。皆さんも一度、点灯された行燈を

見ながら、夜の伊勢本街道奥津宿を歩いてみませんか。  

 

     第４期  地域審議会委員委嘱式   

     及び第１回美杉地区地域審議会     ４/１３ 



Page 4 

君ヶ野ダム公園桜まつり ４/８ 

           三多気桜まつり ４/１４・１５ 

 ４月８日（日）君ヶ野ダム公園広場において、桜まつり

が開催されました。今年で２４回目となる「桜まつり」は

美杉連山のろし太鼓の演奏で幕開けし、およそ５，０００

人の人々が訪れました。 

 前日まで続いた、真冬を思わせる寒さが嘘のように当日

は晴れ渡り、暖かなお花見日和となりました。今年は春の

到来が遅く、全国的に桜の開花が遅れていましたが、君ケ

野ダム湖畔の桜もようやく咲き始め、訪れた人々は桜の下

で津市消防音楽隊の演奏やよさこいソーラン、歌謡

ショー、カラオケ大会などを楽しみました。また地元美杉

の特産品の販売や、約５００本の福引付き君ケ野なべ、白

山高校茶道部の部員による野点では着物姿でのお茶の接待

が行われ、来場者たちは買い物や春の味を楽しんでいまし

た。 

 ４月１４日（土）、１５日（日）三多気桜まつりが開

催されました。 

咲き加減は、少し早いという感じでしたが、真福院境

内では千本つきやごくまき、夜桜広場ではバザーやカラ

オケが行われ、たくさんの見物の人出でにぎわいまし

た。 

 また、４月２２日まで近鉄名張駅から臨時バスも運行

され、大勢の人がさくら名所百選「三多気の桜」を満喫

されました。                                  
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竹原地域活性化協議会の取組み 

 シリーズ 「美杉地域協議会の取組み」 

 昨年７月１５日、美杉町内で地域おこしやまちづくりを目的として活動している１０の協議会が参加し

て、「美杉地域まちづくり推進連絡協議会」が設立されました。設立からもうすぐ１年を迎えるに当た

り、ここに参加している各協議会の方々にお話を伺い、それぞれの取組みをシリーズでご紹介することに

しました。シリーズの初回は、町内７地域で最も早く設立された「竹原地域活性化協議会」です。 

 竹原地域活性化協議会の立ち上げ当時から活

動に関わっておられる同協議会の会長岡田武士

さんと事務局長の森田洋さんに、協議会の現在

の取組みや今後の夢などを伺いました。 

 
 この協議会は、平成２０年度の市の「集落再

生きっかけづくり事業」で行われた東京農工大

学の福井隆客員教授のワークショップに参加し

た有志が呼び掛け、それに応えて集まった３８

人により設立されました。協議会では、「地域

活性化部会」、「特産物開発部会」、「販売促

進部会」の３つの部会が活動しています。 

 地域活性化部会は、荒廃しつつある竹林の再

生やフラワーロードの整備からスタートし、竹

製品の製作・販売、皇帝ダリアや桜の苗木の植

栽にも取り組んできています。現在は、地域の

歴史遺産を活かした活動も展開されています。 

特産物開発部会は、地元産食材を使った蒸し

パンを提供する「すずめのお宿」をはじめ、獣

害対策を兼ねた鹿肉や猪肉を使った食品の開発

や君ヶ野ダム公園の梅林で収穫した梅を漬け込

んだ梅干し作りにも取り組んでいます。 

販売推進部会は、「ちどりの里」や各種イベ

ントに参加して、主に地元の特産物等の販売活

動を行っています。 

三つの部会 

   
 これらそれぞれの部会の取組みの中でも興味

をそそられるのが、「ちどりの里」と「すずめ

のお宿」です。ちどりの里は毎週土曜日の午前

中に、竹原三叉路のコミュニティー防災センタ 

ーで開催しています。また、ちどりの里の新し

い試みとして、竹原地内限定で、竹原産の野菜

と鳥羽の鮮魚をセットにした「宅配便」を始め

ました。１セットが１，０００円です。遠くま

で買い物に出かけなければならない高齢者の支 

ちどりの里 

援になればという思いから始められたのだとい

うことです。携帯電話一本で予約ができますの

で、より多くの方々にご利用いただければと意

気込んでいます。 

 
 すずめのお宿は竹原三叉路で、原則として毎

月第４土曜日の午前１０時から昼過ぎまで、地

域内外の方々の交流の場として開かれていま

す。地元の食材を使った蒸しパンと本格コー

ヒーが売りで、多くの方に気軽に立ち寄ってい

ただいているのだそうです。近くまでお出かけ

の際には、気軽に立ち寄ってみられてはいかが

でしょうか。 

すずめのお宿 

 

   
 現在の会員は４５人で、農薬を一切使わず有

機質肥料のみで農業を営む３０歳代の会員が唯

一の「青年会員」で、残る全ての会員は６０歳

を超えているのが悩みの種だということです。

活性化協議会の活動と森林セラピーを組み合わ

せた誘客活動も、その試みが始められていま

す。また、高齢化が進む中で、集団営農のシス

テムを構築して、若い人たちが竹原に戻ってこ

られるような基盤も作っていければと、竹原地

域の明日への夢も膨らみます。 

明日への夢 

４月１４日に開かれたちどりの里 
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＊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。 

 【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   

   美杉地域の人口（平成２４年４月１日現在・住民基本台帳による） 

地区 竹原 八知 太郎生 伊勢地 八幡 多気 下之川 合計 

人口 ７１６ １２３９ １０２８ ５４５ ６１４ ７８３ ５１８ ５，４４３ 

世帯 ３１６ ５８８ ３９４ ２４９ ３０２ ３７２ ２５４ ２，４７５ 

６５歳以上 ３４６ ６１４ ４０２ ２８９ ３５２ ４３８ ３１２ ２，７５３ 

高齢化率 48.32％ 49.56％ 39.11％ 53.03％ 57.33％ 55.94％ 60.23％ 50.58％ 

美杉総合支所の人事異動 
 ４月１日付けの人事異動がありましたので、お知らせし

ます。（課長級及び出張所長）これからもよろしくお願い

します。 

 産業振興・環境担当副参事       峰田 敏也 

 危機管理担当副参事          田中 敬二 

 市民福祉課長             板谷 敦郎 

 太郎生出張所長            井上 博之 

 伊勢地出張所長            佐野 栄志 

お 

知 

ら 

せ 

月 日 時 間 健康相談 健康相談員 

  ７日（月） １３：３０ ～ ○ 田中医師 

５月 １４日（月）         １６：３０ ○ 田中医師 

 ２２日（火）  ９：３０  ～ ○ 河野保健師 

 ２９日（火）               １２：３０ ○ 本郷保健師 

 自分の健康は自分で守り、いきいき人生をたのしみましょう。 

 下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。 

 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。  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お問い合わせ：☎２７６－０３３３（相談時のみ）   

       ☎２７２－８０８３（相談日時以外）美杉総合支所市民福祉課につながります。              

健康相談 

 訪問理美容サービス事業  【高齢サービスⅥ】 

理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者宅を訪問し、理美容サービスを行います。 

 

●対象者 ６５歳以上で介護保険法の規定により、要介護「４」または「５」と認定された高齢者 

●利用回数 ３か月に１回まで 

●費 用 調髪等の実費は利用者負担。出張料を市が負担します。  

 

●お問い合わせ 高齢福祉課  ☎２２９－３１５６   美杉総合支所市民福祉課 ☎２７２－８０８４ 

～森もり元気になろに！美杉～ からのお知らせ   
「手先を使って脳イキイキ！手芸を楽しみましょう」 
  

 私達健康づくり推進員と共に、手と頭を使

い楽しく手芸をしませんか？ 

今回は「布を組み合わせた花瓶敷き」を作り

ます。疲れた体を癒すタッピングタッチ体験

もあります。どなたでもご参加いただけます

のでぜひお申し込みください。 

行政相談・人権相談 
  日時：平成２４年６月１日 （金） 午後１時３０分～ 場所：グリーンハウス美杉 （美杉町八知） 

▲楽しく♪タッピングタッチ 

日 時 6月26日（火）13：30～16：00 

場 所 総合開発センター１階会議室  

定 員 先着30人 

参加費 100円 

持ち物 各自飲み物等 

申し込み先  
  6月20日（水）までに美杉保健センター 

 ［☎２７２－８０８９（8時30分～17時）]  

  まで 
※森もり元気になろに！美杉は「津市健康づくり推進連絡協議会美杉支部」として 

平成23年4月に発足しました。みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。 
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