『つぅぴ〜す』
で必ずチェックするページは？
毎月の事ですが
「スゴみえ！」
鈴木英敬三重県知事のページが楽しみです。
（30 代女性／ T さん）

「リーダーズルーム」
自分の書いたコメントが載っていると嬉しくなります^^（30 代女性／ M さん）
「キスキスキッズ」
皆かわいすぎます。
私にも1才のかわいい孫がいます。
最高にかわいいです。
（50 代女性／ N さん）
「プレゼントコーナー」
あたりますように！チケットが当選したら、
主人と2人で行きます。
（50 代女性／ N さん）
クーポンがついている
「お店紹介」
のページです。
（30 代女性／ N さん）
「スクールガイド」
自分の子どもに向いている習い事があるかチェックします。
（30 代女性／ M さん）

地域と共に歩んだ10年を振り返って

ありがとう
『つぅぴ〜す』
10周年！

これからも津に寄り添った
情報誌であるために
みんな
ありがとう！
『つぅぴ〜す』
公式キャラクター

つぅちゃん

巻頭特集で
取り上げたい地域の
魅力はありますか？
選抜高校野球に出場した三重高校。
過去に夏の
大会で準優勝したことがある高校なので期待しています。
（50代女性／Fさん）

静かで、
温厚な人が多いまちです。観光大
使など縁
（ゆかり）
ある人による地元の紹介や地域
の人のインタビューなどの特集がいいと思います。
（30代女性／Tさん）

4月は桜がきれいで、美杉町の三多気の山
桜、
君ケ野ダム、
白山町藤地区、
中部池田墓地など、
とてもきれい。
（60代女性／Tさん）

最も印象に残っている
『つぅぴ〜す』
の
特集は？
『つぅぴ〜す』
を見て、
「513ベーカリー」
に行き、

とりこになりました。
（80代女性／Sさん）

（60代女性／Hさん）

キスキスキッズに孫の写真を載せていただいた
ページは今も大切にし
ています。
（60代女性／Yさん）

うちに15年間いた愛犬テンが載った愛犬特集。
（テンは今は天国で見守ってくれています）

みんな
回答ありがとう！
スタッフ全員で
読ませてもらったよ！

Profile
性別：女の子
誕生日：5月22日
好きな食べ物：いちご大福、
うなぎ、
津餃子
趣味：津のお店めぐり、
おしゃべり
特技：新たな地域の情報を大きな耳
でキャッチすること

あの時、
実は大変だったんです!

表紙メイキング
2012年4月号

1年間ぐらいは保存しているのですが…

また見てみます。

（60代女性／Yさん）

10周年を迎える
『つぅぴ〜す』
にメッセージをお願いします！
10周年おめでとうございます。
毎号楽しみにしています。
老婆にとって外の世界を知る機会になりますので。
（80 代女性／ A さん）

10周年…津にも新しくできたんだと思って早10 年なんですね。
いつも色々な情報ありがとうございます。
ずっと応援していきます。
（50 代女性／ W さん）

10年間愛用しています。
ハガキも毎月出していますよ。
これからも飲食店、サロンのクーポン券もいっぱい掲載
してくださいね。
（60 代女性／ T さん）
これからもいろいろな情報伝えてください
！風光明媚なところを一か所ずつ教えてください。
（60 代女性／ H さん）

集

『つぅぴ〜す』
３、
４月号の読者ハガキでは、編集スタッフから読者の皆さんへ４つの質問を掲載。
編集室に届いた皆さんからの回答をご紹介します！

特

アンケート調査結果 大発表！

頭

巻

読者の
皆さんに
聞きました！

新生活がスタート！地域の新1年生

モデル探しに四苦八苦!
スタッフがまちを東奔西走

新入園児、新入生、新社会人
……。春からそれぞれ1年目を迎
える津在住のモデルさんを探すた
め、
『 つぅぴ〜す』の編集スタッフ
がまち中を大捜索!しかし、
なかな
かモデルさんが見つからず、編集
スタッフ総出で市内を奔走しまし
た。表紙にご登場くださったモデ
ルの方々、
ありがとうございました。

2012年7月号
涼やかな浴衣で七夕を楽しもう

撮影場所を探して1カ月
ようやく見つけた市内の竹林
「夏らしく涼し気な竹を背景に
撮影したい！」
と、
編集スタッフが意
気込んで臨んだ表紙撮影。モデ
ルさんに浴衣を着てもらい、
いざ表
紙撮影をスタートさせたものの納
得いかず……。結局、再撮影とな
りました。
しかし、市内で竹林がな
かなか見つからずに大苦戦。あら
ゆる場所にご連絡させていただき、
ようやく完成した表紙でした。

今号で10周年を迎えた地域みっちゃく生活情報誌 『つぅぴ〜す』。
2008年5月号で創刊して以来、津の皆さまと歩んでまいりました。
今号では
『つぅぴ〜す』
の今までを振り返り、
お世話になった方々にインタビュー。
これからも津の魅力を発信し、
皆さまが笑顔になる情報誌をつくれるよう励んでまいります。

『つぅぴ〜す』
4月号では前葉市長の
特別企画を掲載！

前葉泰幸津市長に
コメントを
いただきました！

創刊10周年

おめでとう
ございます
『つぅぴ〜す』
は、地域みっちゃく生活情報誌 の名にふさわし
く、津市民の関心の高い情報を満載して、今では103,461部を
発行されています。津市の広報誌「広報つ！」
が119,000部です
から、
ほぼ津市全域をカバーされるまでになっています。市内各
店のお得な情報、幹事さんが大助かりする情報から、津市政や
三重県政に関わる話題までと多彩な内容の
『つぅぴ〜す』
は、市
民の生活に欠かせない身近な存在です。
創刊の記念の日を迎え、今後ますます多くの皆様に愛される
情報誌としてご発展されますことをご祈念申し上げます。
Profile
津市長

前葉泰幸

昭和37年4月7日津市宿屋町
（現・東丸之
内）生まれ。敬和小学校、高田中学校、津
高校卒業。東京大学法学部を卒業し、
自
治省
（現・総務省）
入省。内閣府、総務省、
デクシア銀行東京副支店長などを経て、平
成23年津市長就任、27年に再選。休日の
楽しみは、家族とフランス料理を楽しむこと

編集室スタッフよりメッセージ
今 月号からは 前 葉 市 長 の『 興 味
津々』
が連載スタートします! 読者の
皆さん、
ぜひチェックしてくださいね♪

づ子さん夫妻︒
﹃つぅぴ〜す﹄に掲載

津市のオーナー・國立睦幸さんとち

ド﹂を市内で営む︑生まれも育ちも

ヘアサロン﹁せびあん﹂と﹁アモン

ロン﹁ Hair Design Blossom
﹂と﹁ Hair

ました﹂と笑顔を見せるのは︑ヘアサ

幼い頃から見ていて︑この業界に入り

﹁美容院を切り盛りする母の姿を

１９８３年４月︑スタイリストの
内に２店舗を展開し︑
﹃つぅぴ〜す﹄

﹂のオーナー・
Design Blossom fiore
小林哲二さん︒現在２代目として市

し続けて 年になります︒
ちづ子さんが﹁せびあん﹂を創業︒後

人の美容に寄り添いたいとの思いか

となりたいと話す小林さん︒あらゆる

来店者にとって居心地の良い場所

には創刊号から掲載しています︒

私を妻がいろいろと心配してくれた

社勤めをしていた頃︑体調を崩した

に夫婦での経営となりました︒﹁会

んです︒妻のすすめもあって︑店舗の
ブライダルも取り入れたいと熱を込

ら︑今後はまつげエクステやネイル︑

プンし︑若手スタッフの育成にも力
ばっていきたいです﹂と小林さん︒本

るね﹄とのお言葉をもらえるようがん

﹁お客様に﹃ありがとう﹄
﹃また来

めます︒

を 入 れていま す ︒来 店 者 から 喜 ば
店では４世代にわたる来店もあり︑

２００９年には﹁アモンド﹂をオー

経理 運･営に携わることになりまし
た﹂と睦幸さん︒

ありたいと話す國立夫妻︒２人の温

れ︑スタッフが心地よく働ける場で

こんな巻頭特集ありました！掲載後に改めてインタビュー

兄の悟志さんは高校２年生、弟の俊樹さんは高校１年生

國立ちづ子さん

スタイリスト

今後も津市に根付いて店舗を広げて
いきます︒

植村智成さん

６歳の長男と１歳の長女と共に笑顔の沖見さん

地元野菜︑手作りパン︑地酒にご当地グル
メ︒﹁道の駅 津かわげ﹂には︑津市のおい
しいものが集います︒﹁平日や土日に関係な
く︑多くの人が足を運んでくださいます︒観
光途中で寄ってくださる県外の方も多いです
が︑地元の方がリピーターとしてたくさん来
てくださるんです﹂と話すのは︑駅長の植村
智成さん︒
県内外から約２００万人が訪れている道の
駅はいつもにぎやか︒施設内には︑地元の野
菜と鮮魚を仕入れる直売所コーナーのほか︑
地 酒 や ご 当 地 グ ルメ を 販 売 す る 土 産コー
ナー︑焼き立てパンやスイーツが自慢の飲食
コーナーがあります︒
年間を通じてあらゆるイベントも開催︒過
去にはマグロの解体ショーやご当地グルメの
イベントを開催したこともありました︒また
今年５月には数量限定で来場者に豚汁を振る
舞 う予 定であり︑積 極 的に人々との交 流 を
図っています︒
道の駅かわげが大切にする思いは︑地元産
へのこだわり︒﹁海のもの 山のもの 津の
もの ﹂を 運 営コンセ プトとし ︑地 元 内 外 の
人々に津の食材のおいしさを伝えたいと魅力
発信しています︒﹁地元生産者の方々と共に
﹃津のもの﹄の魅力をお伝えしていきたい︒
そして道の駅かわげが地域活性化の一翼を担
えたらと思っています﹂と植村さんは笑顔を
見せます︒

道の駅 津かわげ 駅長

しく寄り添います︒

今井寛医師

結婚したり、
進学したり、みんな
変化があるね♪
元気な笑顔で登場してくれた４人
の表紙モデル。
２０１１年９月号の表
紙で並ぶ男子４人のうち、
２人は市内
在住の兄弟です。一番奥が弟の田
村俊樹さんで、
その手前が兄の悟志
さん。表紙撮影から約７年、当時は２
人とも小学生でしたが、現在は高校
生に成長しました。

む つ ゆき
こくりゅう

かな絆が︑地域の人やスタッフに優

三重大学医学部附属病院
救命救急センター

仲が良い愛菜ちゃんと麻義くん

みんな大きく
なったね！

小林哲二さん
フルデジタルのドーム型施設﹁神楽洞夢﹂で
上映されているのは︑宇宙の旅︒現在上映中の
﹁太陽系の旅﹂では︑地球から離れて太陽系に
あるさまざまな天体を訪ねます︒﹁国内屈指
の解 像 度 とされる７Ｋの映 像で す ︒多 くの
方々にご来館頂いています﹂とほほ笑むのは︑
山田大介館長︒館内には遠足や授業で訪れる
小学生の姿も多く見られます︒
例年︑市内 の小学校のうち 校ほどが学
習投影で利用しています︒津市教育委員会の
協力のもと︑全小学校にアンケート調査を実
施した際には全校から好評価︒充実した設備
と上映内容で︑子どもたちが抱く宇宙への興
味・関心を育んでいます︒
﹁子どもたちから手
紙や感想文が届くことも多く︑星座が ある
と初めて知ったなど︑その感動が伝わってきま
す﹂と笑顔を見せます︒
来年で施設は５周年︒さらなる番組内容の
充実を図っています︒﹁太陽系の旅﹂は︑解説
員の出水田貴子さんが企画と制作を担当︒１
時間の上映すべてを生解説で行います︒原田
亮さんの解説もあり︑プラネタリウムの醍醐
味が味わえる番組に仕上がっています︒
﹁おか
げさまで︑皆さまにご来館いただいておりま
す︒これからも多 くの
方にご利用いただける
よう努力してまいりま
す﹂と山田館長は話し
ます︒

写真／編集室 デザイン／Beanstalk 白石純也
文・写真／杉浦萌

地元食材のおいしさを広く発信 津の魅力が集うにぎやかな道の駅
2016年
9月号掲載

せびあん・アモンド 代表取締役

１日１回以上は出動するドクターヘリ︒心
筋梗塞や脳卒中︑多発性外傷といった高度で
緊急な治療を必要とする重篤患者へ対応する
ため︑２０１２年２月から運航開始しました︒
﹁交通事故での出動要請も多いです︒外傷
で大量出血している場合などは︑傷病発生か
ら 分以内に処置できるか否かが生死を大き
く左右します﹂と熱を込めるのは︑三重大学医
学部附属病院の今井寛医師︒ドクターヘリが
着陸可能な場所は︑公園や学校のグラウンド
をはじめ︑県内に約５５０カ所あります︒医師
がドクターヘリに乗り込み︑患者を搬送して
きた救急車と合流︒救急車内で治療を施し︑
患者を病院へ搬送します︒
昨年の出動回数は４００回以上︒年々出動
回数は増加しています︒
﹁県内にドクターヘリ
は１機しかありません︒出動要請が重なった
場合は︑移動時間や治療内容を考慮して出動
しています︒一人でも多くの命を救うために︑
他県のドクターヘリとも手を取り合う必要が
あります﹂と今井医師︒
救急車で患者を搬送した場合︑通常は病院
到着まで 分から１時間とされています︒し
かし︑ドクターヘリは約 分で現場に到着し︑
すぐに治療が開始できます︒
人々の命を救うため︑一秒でも早く駆け付け
て治療を施す地域の医師たち︒ドクターヘリ
は人々の命を担う重要な存在のひとつとなっ
ています︒
45

『つぅぴ〜す』創刊号の表紙
でモデルとしてご協力くださった
のは、松阪市出身の沖見晃子さ
ん。
「撮影は肌寒かった覚えがあ
ります」
と話します。当時は独身
だった沖見さんですが２年後に
結婚し、現在は２児の母。10年
前と比べると環境に大きく変化
がありました。

88

原田亮 さん（左）
山田大介 館長（中央）
出水田貴子さん（右）
28

岡三デジタルドームシアター
「神楽洞夢
（かぐらどうむ）
」

Hair Design Blossom
Hair Design Blossom fiore
オーナー
生き生きと働くスタッフと小林さん。
「スタッフが輝ける
場」
も運営コンセプトのひとつであり、活躍する美容師
がどんどん誕生してほしいと小林さんは話します。スタッ
フのモチベーションが高く、店舗は活気に満ちてにぎや
かな雰囲気

未知の世界に誘うドームシアター 宇宙への興味と関心を育むために
2015年
9月号掲載

２０１５年９月号の表紙モデル３人
のうち、
２人は兄妹。中央が藤田愛菜
ちゃんで、右が麻義
（あさぎ）
くんです。
当時は未就学児だった麻義くんです
が、現在は小学生。兄妹で市内の空
手教室に通っています。目標は大会
で勝利して、帯を獲得すること。元気
に兄妹は成長しています。

10

30

学生、市民団体、
スポーツ選手、企業や行政の人など
いつも表紙にご協力くださる地域の皆さん。
過去に表紙へご登場いただいた方々を突撃取材してきました！
50

國立睦幸さん
ちづ子さんは、
スタイリスト歴約４０年のベテラン。顧客
と笑顔で話しながら、
その人に似合った髪型に仕上げま
す。創業当時、睦幸さんは経理担当でしたが、
ちづ子さ
んから教わりカラーやシャンプーも手伝うようになりまし
た。夫婦の丁寧な接客も店の魅力のひとつ

30

創刊号からのお付き合い！『つぅぴ〜す』掲載店の方々にインタビュー
地域の医療を担う重要機関 人々の命を救うドクターヘリ
2012年
6月号掲載

