
 
 
 

                                        
 

ゆりがおか 

掲示板 ＜2018 年１月＞ まちの保健室は６４－８６００ 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

あいさつ運動 登校日 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 28（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
12,26（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 10,24(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 9（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 26（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 18（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 15（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 16（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン  
（東 5 老人クラブ会員のみ）  15（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  7（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 13（土） 9:30～ 百合小体育館 

みんなのこども映画会  27（土） 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 10,17,24（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 2 月までお休み 市民センター前 
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第 31回青蓮寺湖駅伝競走大会 
地域から「ブルーリリーズ」と「百合小ティーチャーズ」が出場 

 
 

今年の青蓮寺湖駅伝が、2 月 26 日(日)10 時 30 分スタートで行われる。 
今年も地域を代表する 2 チームが参加。 
恒例となった百合が丘こども和太鼓隊も 
応援参加する。ぜひ一緒に、会場で応援 
しましょう。 
 

【出場予定選手】 
― ブルーリリーズ ― 
①池田(西 3)②上栗(東 9)③小泉(東 1)④金藤(西 4)⑤岡田(東 9) 
― 百合小ティーチャーズ ー 
①小谷伸幸②氏家裕香③寺嶋哲司④日口愛⑤森本歩  
補欠/糸賀(西 3)・松田(西 3) 

 

《新年の挨拶》 
新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は当地域づくり協議会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。さて、平成 29 年を振り返って見ますと色々御座いました。3

月21日に千葉県松戸市に於いて小学校３年生の女児が拉致殺害される事件

が起き大変なショックを受けられた方も多いと思います。11 月 11 日には

神奈川県座間市に於いて９遺体がアパートの部屋から発見されるショッキ

ングな事件もありました。 

又 4 月 20 日福岡県で３億８０００万強奪事件も起きました。7 月には九

州北部にて豪雨被害が起き福岡県朝倉市、東峰村、大分県日田市等甚大な被

害が発生しております。一方地元名張市では 10 月に台風 21 号による雨の

為、市内各地に於いて斜面、崖等の崩壊、道路の陥没等市民生活に影響のあ

る被害が発生いたしました。被害者や被害地の一日も早い復興をご祈念致し

たいと思います。 

足元の青蓮寺・南百合が丘・百合が丘を見ますと空き巣窃盗事件、車の盗

難事件交通事故など色々と事件事故が発生しています。住民の皆様も防犯防

災には特に注意して頂きたいと思います。今年は平成最後の年になりますが

1 年間無事に過ごせる事を願い当地域が次の時代も益々発展して、皆が住み

たくなる地域になるよう頑張っていく所存です。 

今後共なお一層のご指導、ご鞭撻を賜りお力添え頂きます様お願い申し上げ

まして私の挨拶とさせて頂きます。 

          一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

                      会長 山田睦郎 

《自治会長会 会長 新年あいさつ》 
明けましておめでとうございます 

昨年は、一昨年に引き続き、自治会長会として地域づくり協議会と連携し、

百合が丘地域の街づくりの未来を見すえた『新建築ルール』導入に向け、「ロ

ードマップ（行程表）」に沿って全自治会員対象に、6 回の説明会を取り組

んでまいりました。  

いよいよ今年の 1 月に、自治会員お一人お一人のご意志をお示しいただく

『賛否確認（住民投票的取り組み）』が取り組まれ、5 月には全住民合意に

向けた第 8 回地域づくり協議会総会での代議員による採決があります。 

その意味では、この 1 月の『賛否確認票』回収の取り組みで、量的にも圧

倒的な回収がなされ、自治会員お一人お一人のご意志をより明確に示される

ことが極めて重要だと考えています。 

百合が丘地域の全自治会員の皆さん。 

各自治会長と各班長の全自治会員への『賛否確認票』回収の取り組みで、

お互いの緊密なる協力のもと、成功裏に終わらせることができますよう、重

ねてご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

自治会長会 会長 木寺 正仁 

 
集会所の利用に関するお願い 

 

 日頃、集会所をご利用していただき有難うございます。 

 集会所は百合が丘・南百合が丘に６カ所あり、地域内の活動にご

利用していただいております。しかし、集会所を使用後にエヤコン

が切られていない、電灯を消灯されていない等の使用後の確認がさ

れていないことが発生しています。 

つきましては使用後は設備、使用器具等を整理、清掃、備品等を

原状に戻すとともに、ガス、水道、電気等の閉栓及び戸締りを必ず

実施していただくようお願い致します。 
 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

事務局 
 

   

配食を調理するボランティアを募集 
 

 配食サービス「ゆりの花」は６５歳以上の高齢者の方に毎週水曜

日（月４回）に配食サービスを行っています。この配食サービスで

調理していただくボランティアを募集しています。今回募集は毎月 

第１水曜日（時間は８：３０～１３：００）に調理を担当していた

だける方で男女問いません。なお、他の水曜日の調理を担当、及び

配達ボランティアを引き続き募集しています。 
 

問い合わせは 

市民センター（☎６４－６４６６）まで 

 

 

 

新建築ルールの賛否確認票（住民投票的取り組み）への 

協力のお願い 
 

 

いよいよ『新建築ルール(用途地域・地区計画)案』の 

『賛否確認票(住民投票的取り組み)』を 

1月 15日から配布開始し、2月 10日をめどに回収します！  

全自治会員の相互理解と協働で大成功させましょう！ 
 

 

青蓮寺・百合が丘地域の自治会員の皆さん 

明けましておめでとうございます 

 昨年は、百合が丘地域の『新建築ルール(用途地域・地区計画)』導入に向

けて、地域づくり協議会と自治会長会の取り組みに、多大なご理解とご協力

を賜り誠にありがとうございました。 

 7 月の「新建築ルール導入までのロードマップ(行程表)」の各戸配布、そ

して 9 月～10 月の「新建築ルール(案)」の 6 回の説明会、その後年末の説

明会「資料」の回覧など、さまざまな取り組みをさせていただきました。 

その回覧の資料でも触れていました『賛否確認票(住民投票的取り組み)』

をいよいよ１月 15 日から配布開始し、2 月 10 日をめどに回収させてい

ただきます。なお、対象地域は百合が丘地域の全自治会員の皆さんとなり

ます。百合が丘地域 自治会員の相互理解と協働によって大成功させよう

ではありませんか。重ねてのご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。 

2018 年 1 月 1 日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

青蓮寺・百合が丘自治会長会 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 

 【日時】2018 年 1 月２７日(土) １０：００～１１：３５ 
 【場所】百合が丘市民センター・小会議室 

 【作品】ドラえもん［のび太のパラレル西遊記］ ９３分 
 

 ☆孫悟空でお馴染みの「西遊記」は中国で作られた物語。 
 三蔵法師は実在の人物でインドまでの冒険旅行も歴史 
上の事実なのですが、のび太が悟空・八戒・沙悟浄も 

みんな本当にいたと出まかせを言って、ジャイアンを 
怒らせてしまいます。何時ものように助けを求めるのび太 
に困ったドラえもんは、そこでどうしたか…？ご家族・ご近所 

お誘いのうえ、是非ご参加ください。※都合上により、上映内 

容が変更になる場合があります。      教育・文化部会 



 

 

（健康づくり部会） 

 

「百合小こどもクラブ」通信  

餅つきペッタン！！ 
 

１２月２日(土)「百合小こどもクラブ」今年最後の 

活動です。 

今回は、１２月の季節行事として恒例の「お餅つきと豚汁大会」を行

いました。 

こども達に日本の伝統を引き継いでもらいたいと毎年、薪でもち米を

蒸し、臼と杵でついて仕上げます。杵で餅をついたり、出来立てのお

餅を丸めたり初めて経験するこども達もいましたが、上級生の先輩に

教わって直ぐにコツを飲み込んだみたいです。出来上がったお餅は、

きな粉餅や豚汁に入れて美味しくいただきました(^^♪保護者の皆さ

んもたくさん参加して頂き、とても盛大なお餅つきになりました。 

用意した２３ｋｇのもち米と１８０人分の豚汁…完食です（笑） 

 

 

 

 

             

 

 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、１月１３日(土)「寒中ミニ

運動会」を行います。活動場所は百合が丘小学校・体育館に変更にな

っていますのでご注意ください。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  –12月度理事会の議題の報告- 
 
 

１2 月の理事会の議題を報告します。なお、理事会の議題、議事録は別
途自治会内で回覧されます。なお、理事会の参加状況は理事総数 27 名の
内 21 名出席、6 名欠席でした。 

 

【日時】１2 月 9 日（土） 午後７時３０分～午後９時 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】１．報告事項  

（１）12 月理事会に於けるビジョン委員会規約の提案 

（２）年末年始の市民センター休館について 

（３）市民センター新職員の報告 

（４）学校ボランティア及び学習支援（ほめほめ隊）の推薦 

   プール指導員の早期決定 

（５）30 年度 ゆめづくり協働事業提案の件 

（６）専門部会・委員会報告 

      

 

  民生委員さん主催 クリスマス会 
 

“赤ちゃんチビッ子集まれ クリスマス会”が開催されました。 

 箕曲地区民生委員主催の箕曲地区子育てサロン「赤ちゃんチビッ子

集まれ」のクリスマス会が１２月１２日（火）百合が丘市民センター

多目的ホールにて開催されました。子ども４３名、保護者４７名の多

くの方に参加していただき、楽しい日を過ごしていただきました。 

箕曲地区民生委員 児童委員協議会 

 

― 西３・６番町 懇親バス旅行 ― 
 

１２月３日(日)懇親バス旅行で伊賀の里モクモク手づくりファーム

へ行きました。 

参加者 70 名、予定人数をはるかに超えたためバス２台での移動で

す。好天にも恵まれて、絶好のレクレーション日和となりました。 

バイキングを堪能し、ウインナーづくり体験教室や足湯、買い物な

ど、めいめいに楽しんでいただけたと思います。 

 朝９時に出発し、予定通り午後５時ごろ百合が丘に到着・解散、最 

後まで笑顔で過ごすことができた１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

西 3・6 番町自治会長 下山 

 

12 月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

林 睦雄 様 (東３) １８回 

林 基子 様 (東３) １６回 

森 恭子 様 (東５) ２８回 
 

歩こう会 
百合小校区 

防犯パトロール隊 
 

＜12 月度実績＞ 
 

通常パトロール 昼 13 回 
●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

 
 

 

小倉総務大臣政務官に対して 

当地区の活動説明を実施しました 
 

 １２月２２日（金）に小倉総務大臣政務官が名張市を視察しました。

その際、当地区の活動（福祉支援、教育文化活動等々）についての活

動内容の説明と意見交換を実施しました。小倉総務大臣から非常に良 

             い取り組みをしている旨のお言葉をいた

だき、活動の継続性が重要とのお言葉を

いただきました。 

              当地域の取り組みは他方面（国、県、市

町村等）で高く評価されています。年明

けには地域運営組織の取組推進として先

進事例として当地区の活動内容の発表等

が東京や大阪で予定されています。 
 

 

 

― 西４番町レクリエーション ― 
 

 10 月 15 日(日)西４番町恒例のレクリエーションは、参加者４５名

でモクモク手づくりファームへいざ出発！行きのバスの中は早くも賑

やかなおしゃべりが聞こえてくる間に到着しました。食欲に秋ならでは

のバイキング料理に箸も進み各テーブルは近所さん同士、一年分のお話

に盛り上がっていました。 

このあと手作り教室では高齢の方から子供までが、初めての豚まん作

りに挑戦です。先生の指導のもと、手でこねる生地作りやひと手間工夫

の具材の混ぜ方を教わり、いよいよ生地の中に具材を入れる時は、はみ

出ないように真剣に包んでいました。蒸し上がった豚まんは、つやつや

でふっくら！！ 

各自、手作りのホッカホカ豚まんの出来 

映えに満面の笑みでした。当日は、あい 

にくの雨でしたが温かなおみやげまでつ 

いたジューシーな味にホッとする一日に 

なったことでしょう。 

西４番町自治会長 𠮷田幸子 

 

“2017クリスマスフェスタ” 
 

 “2017 クリスマスフェスタ”が 12 月 23 日(土)に百合が丘市

民センターで約 150 人が集まり、ジュニアキャンプリーダーの中学

生「堀越君」が司会で盛大に開催しました。  

今年もほのぼのとした内容で「Ｋ'ｓファミリーと仲間たち」のマ

リンバ演奏で楽しく始まり、続いて藤原先生指揮の混成合唱「コー

ル・ロゼ」の斉唱と会場の皆さんと『きよしこの夜』を合唱し、今

年の目玉である「ビンゴゲーム」で、「錦生産のシイタケ、しめじ、

きくらげ」や「花の苗」などの賞品が数多くあり、大勢の方に喜ん

でいただきました。‥‥(何もなしの方はご免！) 

次に「La・マンドリーナ」のマンドリ

ン演奏と会場内のみんなで合唱し、最後に

お馴染みの「百合小こどもクラブ聖歌隊」

出演し、会場全員で『ビリーブ』を歌い、

帰りに素敵なクリスマスプレゼントをお

渡しして終わりました。   

教育文化部会長  橋本 健 
 

 

 

 


