
 
 

                        

        
 
 

 

       
 

ゆりがおか 

掲示板 ＜2018 年 3 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 25（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
9,23,30
（金） 

10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 7,28(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 13（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 23（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 1,15（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 12（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 20（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン  5,19（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  4（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 3（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  24（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 7,14,28（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 30（金） 10:00～ 市民センター 

 

発 行：一般社団法人青蓮寺･百合が丘地域づくり協議会 
  
連絡先：百合が丘市民センター 
 

TEL６４－６４６６  FAX６４－６４６７ 
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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) 

 

 

「更生保護女性会」立ち上げと会員募集 
 

「更生保護」ってご存知ですか？ 

非行や犯罪に陥った人たちが、再び社会の一員として、立ち直りを支える制

度です。法務大臣から委嘱を受け活動をしている“保護司”の方々と連携し、

非行や犯罪を生まない社会づくりに向けたボランティア活動をしているの

が「更生保護女性会」です。名張市では各地域に支部を置き、約 600 名の

女性が更生保護活動を行っています。 

しかし、百合が丘地域にはまだ支部が誕生していません。 

立ち直りの支援とともに、次世代を担う青少年の健やかな成長を願って、明

るい社会づくりをご一緒に進めませんか？ 

ただ今会員募集中！ご賛同いただける方、詳しいお問い合わせは下記まで。 
 

名張市更生保護女性会 百合が丘支部 

発起人代表   奥村 和子 

電話 ０９０－４８６６－８４１２ 

 
お花見 

ノルディックウォーキング開催のお知らせ 
 

   いままでお休みをしていたノルディックウォーキ 

ングを３月より開催します。 

今回のノルディックウォーキングは皆さんでノルディクをしな

がら青蓮寺湖にてお弁当を食べながらお花見をしたいと思います。 

お弁当の準備等がありますので、事前の申し込みをお願いします。

お気軽にご参加ください。初心者も歓迎！ご指導いたします。 

 

・日時 平成３０年３月３０日（金曜日） １０：００～ 

・行程 ①１０：００ 百合が丘市民センター集合（受付け、準備体操

して出発）。百合が丘市民センターから青蓮寺湖

までウォーキングをします。 

   ②１１：３０ 青蓮寺湖でお弁当を食べながらお花見をします。 

          ※お弁当は事務局で用意させていただきます。 

    ③１３：００ 青蓮寺湖を出発して、百合が丘市民センターま

でウォーキングをします。 

・参加費  ５００円（お弁当と飲み物代金） 

・応募締め切り 平成３０年３月２６日（月） 

・申し込み＆お問合せ先 

 申し込みは電話、ＦＡＸ、又は市民センター窓口 

でお受けします。 

 申し込み先 百合が丘市民センター（名張市百合が丘西５－１３） 

        電話 ６４－６４６６ Ｆａｘ ６４－６４６７ 

 なお、電話又はＦＡＸでお申込みの方は 

氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号をお知らせください。 
 

  

 

 

 

なばり ふるさと学習「なばり学」に協力いただける方の募集

（ボランティア）＆研修会開催のお知らせ 
 Ｈ３０年度よりふるさと学習「なばり学」の学習が小中学校で開始されま

す。「なばり」の歴史・文化・自然・産業等の子どもたちに語っていただけ

る方を募集＆研修会を開催しますのでご参加ください。研修会は下記の日時

及び内容で開催されます。 

①日時 平成３年３月２２日（木） １５：００～１６：３０ 

②場所 名張市教育センター 

    名張市百合が丘西５番町２５番地（☎０５９５－６４－８８０１） 

③内容  ・ふるさと学習「なばり学」の推進について 

     ・「なばり学」ゲストティーチャ（ボランティア）としての役割 

     ・模擬提案授業 

④申込＆お問合せ先 

     申し込みは３月８日（木）までに 

名張市教育委員会事務職 教育センター 

学校ボランティア室までお願いします。 

 

名張市教育委員会事務職 教育センター 学校ボランティア室 

電話 ６４－８８６４ Fax ６４－８８０２ 

  メール minakuru01@nabari-mie.ed.jp 
 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 

 【日時】2018 年３月２４日(土) １０：００～１１：４５ 
 【場所】百合が丘市民センター・小会議室 

 【作品】［モンスターズ・ユニバーシティ］ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ﾋﾟｸｻｰ映画  
上映時間１０４分 
 

前回上映した『モンスターズ・インク』の主人公サリーとマイク
の出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大
冒険を描くファンタジー・アドベンチャー！ 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご参加ください。 

※都合により、上映内容が変更になる場合があります。 

教育・文化部会 

百合が丘地域のこれからの街づくりにとって避けては通れない『新建築ル

ール賛否確認票』回収で、全住民を挙げての取り組みにすることができまし

た。 

あらためて、関係者各位の皆さまのご理解とご協力、そしてご奮闘いただ

いた全ての皆さまに心から厚くお礼申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 

2 月 10 日付で班長さまへの回収を締め切らせていただきました。今、各

自治会から回収結果について順次寄せられてきています。集計作業はまだ途

中ではありますが、現状での回収率は、相当高い回収率が見込まれるのでは

ないかと思われます。 

住民の皆さまへの詳しい最終ご報告は、3 月中にはできるものと考えてい

ます。 

各自治会の班長さまならびに各自治会長さま 

この取り組みで積極的にご協力いただいた各自治会の班長さま。皆さまの

ご理解とご協力あってこそ成功裏に取り組むことができました。心から感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。 

そして、最後の最後まで粘り強く回収にご奮闘いただいた上に、ご面倒な

集計作業にまでご協力いただいた各自治会長さま。あらためて深く心から感

謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

2018 年３月 1 日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

『新建築ルール賛否確認票』回収の取り組みでの 

ご理解とご協力本当にありがとうございました 

 

架空請求ハガキの送り付けが急増中‼ 
    

法務省の関連組織を名乗る架空請求のハガキが届く 

事案が多数報告されています。ハガキが届いても相手 

に連絡してはいけません。 
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 「百合小こどもクラブ」通信  

“あれっこわい認定 1号-②”獲得!! 
 2 月 3 日(土)どんぴしゃ節分(^^♪  

今回の活動は[なが～い巻きずし作り]、昨年頂いた“あれっこわい認定 

1 号”の記録を更新する 60m に挑戦です。 

巻きずしを作るために、お米 38kg・海苔 

350 枚、具材として厚焼き玉子・カニカマ・ 

インゲン豆・マヨネーズを用意しました。 

百合が丘小学校の 3・4 年生の教室前の廊

下に 35 台の会議用テーブルを並べ、約 120

人の児童とサポーター・市職員・保護者・地

域の皆さん、総勢 230 人程で心を一つにし

て挑みました。今回で 6 回目の挑戦ですが、

巻き終わって持ち上げに成功するまでは、毎

回ドキドキします。 

そして今回の記録はと言いますと･･･ジャ 

ジャ～ン 62.70m‼記録更新達成です。 

 

 

“あれっこわい認定 1 号-②”を 

獲得しました。会場のみんなでバ 

ンザイ三唱です。 

でも今回は更新の表彰状だけで 

なく、“29年あれっこわい年間 

大賞”まで頂くことが出来、思っ 

てもいなかったサプライズに喜び 

も倍増です。来年は 70m で“あれっこわい認定 1 号-③”を獲得しど

んどん記録を更新していきたいと思っています。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、3 月 3 日(土) [29 年度

修了式]・[皆勤賞の授与]続いて[楽しい体力測定]・[年間活動記録の

DVD 鑑賞]を行います。 

     「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  –２月度理事会の議題の報告- 
 

2 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２４名出席、３名欠席でした。 

 

【日時】２月１０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】報告事項 

（１）第２はなの里地域貢献事業の説明 

はなの里の宅配(仮)とこども食堂 

（２）1/21 第 3 四半期の監査結果を事務局より報告 

（３）次年度の活動方針・予算の検討会の予定 

 (収益事業担当、専門部会長、委員長、他必要な団体と執行役員会) 

（４）新旧部会員出席で、反省会と部会役員選出、新年度の活動方針説明 

 日程案を提示 

（５）自治会長会からの提案・報告事項 

（６）各部会、委員会からの報告 

（７）その他・ゆり坂塗装補修工事のお知らせ 

      ・青蓮寺湖駅伝競走大会のご案内 

      ・まちじゅう元気リーダー、パワーアップ研修のお知らせ 

      ・災害時要支援者支援制度への登録案内送付の件 

      

移動図書館巡回日程のお知らせ 
 平成３０年度の移動図書館「やまなみ号」が次に示す日程で巡回され

ますので、ご利用ください。 
 

【駐車場所】ふれあいサロンゆこゆこ 10:30～11:00 

      百合が丘東第 2 集会所    11:10～11:40 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

6，20 4，18 8，22 6，20 3，24 7，21 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

5，19 2，16 11/30，14 11，25 22 8，22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

各部会活動状況報告 
平成２９年度の各部会活動内容の感想を掲載しています。今回は「教

育文化部会」、「安全防災防犯委員会」を掲載しています。なお、正式な

部会報告は事業報告として別途報告があります。 

１．「教育文化部」        部会長  橋本 健 

活動の中心は教育的活動(社会教育)の「百合小こどもクラブ」「百合

小学習支援（ほめほめ隊として学習と野菜作り）」と文化的活動である

「名張青峰高校と赤目中学校の吹奏楽合同演奏会」「クリスマスフェス

タ」に取り組み、学校・地域・家庭の絆が一層深まったと確信していま

す。その中でも、百合小こどもクラブにおいて、オリエンテーリング活

動、夏合宿(市民センター内)、節分に合わせた「長～い巻きずし」作り

に挑戦し、昨年の 53.65 ㍍を上回る 62.70 ㍍の新記録を達成し、今

年も「あれっこわい認定」を受けました。さらに昨年の認定が最優秀と

して「年間大賞」も合わせて受賞しました。また、名張西高校が今年で

廃校となり、名張青峰高校単独で赤目中学校と合同演奏を行いました。 

子どもからお年寄りまでみんなが住んで良かった、今後も住み続けた

い青蓮寺・百合が丘にして行きたいと思います。 

２．安全防災防犯委員会  安全防災防犯委員長 岡 本 譲 

 今年度の安全防災防犯委員会の活動を振り返ってみます。 

 この委員会では毎月の活動があります。内容は委員会の開催と防災無

線の通信テストです。月別に委員会をたどると、４月は組織と機能およ

び役割について、ならびに年間計画の説明を実施しました。５月は防災

知識を持ってもらうための「地域防災」に関する出前トークを実施、８

月までは地域 SOS システム、要援護者支援制度、緊急時家族連絡簿と

既存の制度の説明と情報の更新を行いました。また併せて防災意識アン

ケートを実施しました。９月から１１月までは総合防災訓練に向けた取

り組みを行い、１１月１９日には総合防災訓練に参加しました。１２月

は総合防災訓練の検証と反省を実施し、１月は HUG（避難所運営ゲー

ム）、２月は DIG（災害図上訓練）の実施を行い、３月は指定避難所の

あり方の検討と、まとめとして年間の反省会を行います。 

 委員のうち約２割は前年度からの継続者ですが、それ以外は初めて安

全防災防犯委員となる人たちです。それを配慮して、全体としては防災

についての説明にストーリー性を持たせました。また、活動のポイント

を災害発生時の怪我を防止することと安否確認に置きました。しかし、

年間を通じての委員会への出席率は残念ながら８割に満たず、本当に理

解が進んだのかについても疑問が残ります。明らかな効果としては、一

部に熱意の高い委員の方があり、その自治会の防災活動に弾みがついた

ということです。 

 防災無線の応答率は 60～70％前後を推移し、年間を

通しての皆勤応答者は、事務局を除けば、現段階では４

名だけです。 

 当地域での防災に対する理解は幾分かは前進し、ある

程度の防災体制は存在し、名張市の他の地域からはうら

やましがられる部分はあるものの、我々の理想とする姿

からはまだまだ遠く、今後さらなる前進が必要だといえ

ます。 

 

 
 

 

 
 

 １／３１（水）に国が推進している地方 

創成「小さな拠点・地域運営組織」の研修 

会が大阪 ハートンホール毎日新聞ビルで 

開催されました。当地域から畑館長を含め 

て５名、名張市から 8 名が参加しました。 

地域づくりの事例発表は当地域の他に八尾 

市、東近江市が事例を発表しました。 

〇津市、北名古屋市の視察 
 ２／９（金） 津市の地域づくり組織が名張市を視察し、当地域の

地域づくりの現状について説明をしました。津市は地域づくり活動を

推進する上で当地域の活動を参考にしたいとのことでした。 

また、２／１９（月） 北名古屋市の市職員の視察を受け、当地域の

地域づくり内容の説明をしました。北名古屋市は、地域づくり組織の

導入に向け研究をされており、予定時間を大幅に超えるほど熱心に話

し合いが行われました。 

 

 
 

 

百合小「ありがとう集会」開催 
２月１６日に百合が丘小学校でありがとう集会が開催されました。日

頃 ほめほめ隊、クラブ等で地域の人々がボランティアとして入って

いる学校支援者の全ての方に対する児童の感謝の集会でした。 

小学校の体育館で学年毎、各クラブがボランティアの方々にお礼の歌、

ダンス等を披露してくれました。集会の最後には児童がボランティア

の方にお花とメッセージを書いたメダルをかけてくれ、ボランティア

の方々が感激していました。 

訂 正 
２月に掲載しました、歩こう会達成回数に誤りがありましたので訂正させていた

だきます。 

(誤)森川 三男 様 16 回   (正)森川 三男 様  72 回 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

百合小校区 
防犯パトロール隊 
＜2 月度実績＞ 

通常パトロール 昼１1 回 
●各巡回とも特に異常なし 

 

（健康づくり部会） 

2 月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

古川 敏弘 様 (東３) ３６回 

森  省蔵 様 (東５) ２０回 

森川 三男 様 (東３) ７３回 
 

歩こう会 


