
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月８日（日）四日市ドームで『消防出初式』が行われ、次の方々が長年にわたる消防分団員と

しての活躍を表彰されました。おめでとうございます。 

三重県消防協会表彰 

【功 績 章】 

福田 昌則さん（伊坂台）【勤続１５年以上】 

【表彰徽章】 

小崎 敏幸さん（平津町）【勤続５年以上】 

太田 道秀さん（中村町）【勤続５年以上】 

吉澤 良太さん（山分町）【勤続５年以上】 

三重県消防協会北勢支会長表彰 

【表彰徽章】 

渡部 脩平さん（あかつき台一丁目）【勤続３年以上】 

 

※消防出初式では、はしご登りなどが披露されました。 

平成２９年１月２０日 

№ ６８６ 

八郷地区市民センター 

℡３６５－０２５９ 

『八郷のホームページ』http://www. yasato.org 

『テレビ データ放送』１２チャンネル（ＣＴＹ）ｄボタン 

 

 

 
お知らせ 

八郷地区市民センター 

 

回 覧  

 

 

地域のみなさんと寄せ植えを楽しみませんか？ 楽しくお話ししながら、情報交換しましょう。

お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。 

日 時：２月１９日（日） 午前の部 １０時～１１時３０分 

午後の部 １３時～１４時３０分 

場 所：八郷地区市民センター 大会議室 

定 員：各３０名（先着順） 

参加費：５００円 

持ち物：軍手、スコップ、鉢を入れるビニール袋 

申込み：２月６日（月）１０時から、八郷地区活動団体協議会事務局 ℡３６４－８２２７ 

    （おひとり３名まで申し込み可能） 

主 催：八郷まちづくり委員会 

大好評！ 

和菓子づくりをプロに教わりましょう！練り切りで季節を感じる和菓子を作ります。 

初めての方でも簡単に作れます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。 

日 時：２月２０日（月）１３時３０分～１５時 

場 所：八郷地区市民センター 調理室 

講 師：加藤 靖子さん（丸井屋老舗） 

定 員：２０名（応募多数の場合抽選になります） 

参加費：５５０円（一人４個作ります） 

持ち物：エプロン、タオル地のハンカチかフキン 

申込み：２月１３日（月）までに、八郷地区市民センター ℡３６５－０２５９ 

 

 

 
 地域の身近な食材を通して、食材の旬や産地について理解を深め料理を作ります。 

ぜひ、お誘い合わせの上ご参加ください。 

日 時：２月１６日（木）１０時～１３時 

場 所：八郷地区市民センター 調理室 

参加費：６００円 

持ち物：エプロン、三角巾、ふきん２枚 

申込み：２月１０日（金）までに、八郷地区市民センター ℡３６５－０２５９ 

 

 

介護予防のための無理のないストレッチ・筋トレとレクリエーションなどで楽しく体を

動かしましょう。 

日 時：２月１５日（水）１３時３０分～１５時 

場 所：八郷地区市民センター 大会議室 

対 象：おおむね６５歳以上の市民の方 

参加費：無料 

持ち物：タオル、飲み物（動きやすい服装でお越しください） 

申込み：不要 

 

左から 渡部さん・小崎さん・太田さん・福田さん・吉澤さん 

表彰式 消防車放水訓練 はしご登り 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1483683523/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpZGFzLmNvbS9mb3JhbGwvZmE1MDFmbG8vZmE1MDFmbG8wMjMucG5n/RS=^ADB_ZttOsTeweRZ4sm9OUPbMtIFnzc-;_ylt=A2RimFFD5W1YQ0AA7iaU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484195694/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5qc2RpLm9yLmpwL355X2lkZS8wNjA0MTJ5YXNhaS5naWY-/RS=^ADB54jHHUM64P57KoFuhrcYREhjud4-;_ylt=A2RinFXttXVYKWwAzEWU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484195694/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1xQ2duSVlGUTV6RS9Wb1g1SUF5OEMwSS9BQUFBQUFBQTJTWS85bHREUU53Q1F5QS9zODAwL2NoaXNhbmNoaXN5b3VfdGV4dC5wbmc-/RS=^ADBoPMx2AJv2Pm4PHzzw_cGLmwB.Jw-;_ylt=A2RinFXttXVYKWwAwkWU3uV7
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通知カード、マイナンバーカードについて 

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取り 

いただいていない場合には、市民課までご連絡ください。 

★税の電子申告をお考えの人は早めにマイナンバーカードの申請を 

確定申告をインターネット上で行う時には、マイナンバーカードと電子証明書が必要です。 

マイナンバーカードを申請されてから、お受取りの案内文書を送付するまでに１～２カ月 

ほど要しますので、電子申告などのご利用をお考えの人はマイナンバーカード、電子証明書 

の申請をお早めにお願いします。 

※送付された申請書の氏名・住所などに変更がある場合、申請書は使用することができません 

ので、市役所、地区市民センター、市民窓口サービスセンターまでお越しいただきますよう 

お願いします。 

なお、電子証明書が有効期限内の住民基本台帳カードでも、確定申告をインターネット上で

行うことができます。 

※住民基本台帳カード・電子証明書の新規発行及び更新手続きは平成２７年１２月末で終了し

ておりますので、ご注意ください。 

※利用者クライアントソフトを利用して、ご自身の電子証明書の有効性などが確認できます。 

詳細は公的個人認証サービスポータルサイトからご確認ください。 

https://www.jpki.go.jp/download/index.html 

問合せ：市民課 ℡３５４－８１５２ Fax３５９－０２８２ 

＜文化財を火災から守ろう＞ 
１月２６日（木）は、「文化財防火デー」です。文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６

日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、 

昭和３０年の第 1 回文化財防火デー以来毎年この日を中心に、文化財愛護に関する意識の高揚 

を目的として、全国で消防訓練や点検をはじめとした文化財防火運動が行われています。 

国民的財産である文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、 

地域が一体となって、火災予防の環境作りや防災体制の整備に努めることが大切です。 

文化財の防火・防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。 

 

問合せ：消防本部 予防保安課 ℡３５６－２０１０ 

八郷写真同好会会員募集 
新しく写真を始める方、久しぶりに楽しんでみようと思っている方など、どなたでも入会でき

ます。経験豊富な講師をお招きし、講義や実技を正しく習得していきたいと思います。 

会の名称：フォトサークルやさと 

開始時期：４月から毎月第４土曜日 １３時～１６時 

場  所：八郷地区市民センター 小会議室 

講  師：坂下 茂夫さん（日本風景協会三重支部前支部長） 

申 込 み：E メールまたは、センター内にある申込書を Fax で本間へ 

E メール yiu63201@Nifty.com  Fax３６５－９６４０ 

問 合 せ：本間 ℡０８０－６９１３－９６８３ 

 

乾電池は資源ごみで回収します ! 
八郷地区市民センターでの乾電池の回収は行いません。 

乾電池は資源物として、２週間に１回集積場に出すことができるようになりました。 

収集日に袋に入れて「乾電池」と表記して出してください。 

 

問合せ：八郷地区市センター ℡３６５－０５２９ 

インフルエンザ流行！まめに予防を!! 
咳やくしゃみによって飛んだ飛沫に含まれるウイルスを吸い込むことで感染します。 

一人ひとりが予防に心がけ、感染の拡大を防ぎましょう。 

症  状：３８度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など 

潜伏期間：通常１～３日 

流行時期：おおむね１２月～３月下旬 

予防方法：①流行前に予防接種を受けましょう。 

     ②咳エチケットにより、周囲の人にうつさないように配慮しましょう。 

     ③外出後の手洗い・うがいをしっかりと行いましょう。 

     ④室内では適度な湿度（５０～６０％）を保ちましょう。 

     ⑤十分な休養とバランスのとれた食事を心がけましょう。 

     ⑥流行時には人ごみへの外出をできるだけ避けましょう。 
 

https://www.jpki.go.jp/download/index.html
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1483684173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2dpbWcuZ29vLm5lLmpwL3VzZXJfaW1hZ2UvNmQvNzIvNmE0YmYxNzU4OTVmOTA0Y2VkODlmZjM2OGQxYmZmZTkuanBn/RS=^ADByqEu.LD9vYLXE7XPYqCLz0jvYCY-;_ylt=A2RCL67M521Y4yEA5BOU3uV7
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あじさい広場，ミュージックベルの会♪ 
２月１日（水）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※大正琴とハンドベルで童謡・唱歌・懐かし 

い歌を練習しましょう。初心者の方も大歓 

です。 

連絡先：稲垣 ℡３６４－３７７１ 

あじさい広場，懐かしい歌を楽しみませんか♪ 
２月２０日（月）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※キーボードや大正琴の伴奏で、童謡・唱歌・ 

懐かしい歌を歌ったり、指の体操・頭の体操で 

楽しみましょう。 

参加費：１００円（茶菓子代） 

連絡先：山下 ℡３６４－６２１０ 

八郷西ヘルスリーダーによる「イキイキ教室」 
２月９日（木）１０：３０～１１：４５ 

あかつき台一丁目集会所ホール 

※ヘルスリーダーの指導のもと、軽いストレ 

ッチ体操などでからだを動かしましょう！ 

動きやすい服装でお越しください。 

参加費：無料 

あじさい広場，楽しくお料理しましょう！ 
２月２８日（火）１０：００～１２：００ 

八郷地区市民センター 調理室 

※おおむね６５歳以上の方々と、みなさんと軽食 

を楽しんでいます。試食のみの方も歓迎です。 

参加費：３００円（材料費） 

持ち物：エプロン・タオル 

連絡先：水谷 ℡３６５－９７７２ 
 

あじさい広場，いきいき体操♪ 

２月１４日（火）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※地域のヘルスリーダーさんの指導で、転倒 

予防・ストレッチ・筋トレなど楽しく体操

しましょう。 

参加費：１００円（茶菓子代） 

連絡先：稲垣 ℡３６４－３７７１ 

◆ちびっこ広場 
八郷地区市民センター 和室 

２月３日（金）１０：００～１２：００ 

◆八郷中央幼稚園あそび会 
いずれも １０：００～１２：００ 

☆通常のあそび会 

２月１６日（木）・２３日（木） 

☆３歳児対象 

２月１４日（火）・２１日（火） 

◆八郷西保育園 なかよし広場 
２月１日（水）・１５日（水）・２２日（水） 

いずれも ９：３０～１１：３０ 

自 動 車 文 庫 

巡 回 予 定 

北 永 台 ２月０２日（木）１３：３０～１４：００ 

平津新町公民館 ２月０２日（木）１４：５０～１５：２０ 

あかつき台二丁目 ２月０７日（火）１３：３０～１４：１０ 

伊坂台４号公園南 ２月２４日（金）１４：００～１４：４０ 

八郷開放図書館 
２月４日（土）１０：００～１１：３０ 八郷小学校 図書館 

※当日は本の整理を行うため、本の貸し出しはできません。 

また、借りている人は、当日までに返却してください。 

出来山井堰の歴史と問題点 

 

朝明川の山分橋と広永橋の中間に立派な堰があります。出来山井堰と呼ばれる堰です。この井堰

の由来が記されている記念碑が堰の横の右岸堤防に設置されています。以下はこの石碑の記載内容

をもとに周辺状況の説明を加えたものです。 

昭和３９年（１９６４年）３月３１日竣工とありますので、竣工運用されてからすでに５０年以

上関係する地域に恩恵を与え続けてきました。 

この堰が完成する前は、このあたりから下流の地域は天候によって稲作その他農業に大きな影響

があり、人々が苦労した様が記されています。 

朝明川は川底が平坦で浅く、保水容量が小さいため、豪雨があれば洪水を起こし、逆に日照りが

続けば干害となりました。このあたり一帯の両岸地域、茂福、西富田、松原、川北、豊田の人たち

は、それぞれ樋管を川から引き入れて水量が変化する水を苦労して利用していました。渇水時には

わずかな伏流水までも使わねばならないこともあったようです。この樋管の形状は詳しくはわかっ

ていませんが、段差数十センチの平坦な堰を作りここから水を引いたと考えられます。（新小角橋

の上約１キロのところに２段になった段差５０センチばかりの石の堰が今もありますが、このよう

な形状のものであったろうと推察されます。） 

こういった難儀を解消するために昭和２９年（１９５４年）、上に記載した５地区の代表者によ

り「朝明川右岸土地改良区」なる組織が作られ、以後９年の歳月を経て「出来山井堰」が完成しま

した。総事業費は９９,４０９,０００円だったそうです。これにより田が水没しあるいは干害でひび

割れるという被害が少なくなり、その後若干の改修を経て今に到っています。 

 このように有用な堰ではありますが、残念なことに魚道が設置されていません。河口から第一 

番目の堰ですので回遊魚にとっては致命的です。この堰までは季節になると、セイゴ、ハゼ、ボラ、

フグなどといった魚も遡上してきます。最大の 

被害を被っているのがアユです。アユは遡上し 

つつ川底の珪藻を食べて成長する回遊魚の代表 

ともいえる魚です。河口から約５キロ、春に大 

挙して遡上してきた稚アユは堰に阻まれ頓死の 

運命にあります。上流の中村井堰には立派な魚 

道が設置されていますが、肝心の出来山井堰に 

魚道がないため、これが無用の長物と化してい 

ます。 

どうかみなさん“出来山井堰に魚道を設置す 

る運動”にご理解とご協力を！ 

（文責 竹内 勇） 

 八郷の歴史探検隊 八 郷 の 歴 史 紹 介 Vol.４９ 
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