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ゆりがおか 

平成２６年度 会計､資産管理及び業務監査の結果について  
 ４月１９日（日）13:30～16:30、市民センターまちづくり情報室において監査委
員会の平成２６年度末監査を受けました。監査結果は、次のとおりです。 
1. 主な監査提出資料は…① 期末決算・現金出納帳及び預貯金残高などの帳票 ②資

産管理台帳 ③ 専門部会等の業務評価シートです。 
2. 監査結果及び監査委員の意見要望について 
① 会計処理については、適正に処理されている。 ② 資産管理については、適正に

管理されている。 ③ 業務活動については、活動計画に基づいて概ね予定どおり行わ
れている。との監査結果でした。又、特に意見要望については、ありませんでした。 

 
「 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会総会 」の開催について  

５月１７日（日）午前９時から百合が丘市民センター多目的ホールにおいて、第６
回地域づくり協議会総会を開催いたします｡主な議題は、次のとおりです。 
１．平成２６年度事業活動報告、決算報告、会計・資産管理・業務監査の結果報告について  
２．地域づくり協議会定款及び会則の改正（案）について 
３．平成２７年度理事、代議員 等（案）の承認について 
４．平成２７年度事業活動方針、事業計画及び予算（案）について 
５．百合が丘テニスコート（「ゆこゆこ」内）の管理運営（案）について 
 
この総会は、代議員制を採用しています。すでにご案内のとおり、旧（平成２６年

度）代議員、理事、監事の皆様におかれましては、ぜひ、出席のほどお願いいたしま
す。また、「地縁法人百合が丘東西地区自治会総会」も合わせて開催します。用途地域
等検討委員会より「用途地域検討委員会のまとめと住民合意の形成に向けた取り組み」
についての報告もありますので、よろしくお願いいたします。 

今年度、この大任を務めさせていた

だくことになりました。 

何分にも浅学菲才の若輩であり、畏

れ多いことでありますが、今日まで百

合が丘の皆様に育んでいただいた恩返

しと思い、皆様方のお力添えを戴きな

がら住みよいまちにするため改善でき

る部分は改善し、気軽に話合える自治

会を目標に、精一杯務めさせていただ

く所存でございます。 

宜しくお願い致します。 
 

東 2 番町自治会長 西山 博文 

 

 
 「東３番町」は、平成８年に自治会長会則を

制定しました。手探りながら携わった役員を先頭

に会則の目的に沿って積極的に活動が行われ、毎

年の自治会運営や活動は定着しています。 

今年度も計画に沿って活動を進めてまいります

が、特に会則制定時に自治会の運営は、少数の役

員だけで行うのではなく誰でも担えるよう各部

会を設けています。部会の運営にも力を注いで行

きますが、多くの方が「行事や活動へのご協力と

ご参加」をいただきますよう、よろしくお願い申

しあげます。 

東 3 番町自治会長 宮森 重満 
 

自治会運営の難しさは前会長より伺

っていますが、最近世帯主の年齢に格

差が生じた関係上、モノの考え方の違

いを実感しています。しかしながら自

治会本来の運営の目的は、百合が丘に

居住する皆さんが安心して生活できる

環境の充実と安全なまちづくりだと思

います。年間行事予定も多くあります

が、活動を事業の消化だとして形骸化

させない為にも皆さんに活発なご意見

を頂戴し、地域を活性化していきたい

と考えている所存です。何分にも不慣

れと重責の為に自治会の運営に貢献出

来るかどうか不安もありますが及ぶ限

りの努力をして参りますので、ご理解

とご支援をいただきたく存じます。 
 
東１番町自治会長 秋山 純       

このたび大役を引き受けることになりましたが、晴天の霹靂は何

処にでも落ちるものだと悟らされました。これから１年、各種行事

をはじめ防災防犯関係、非常時の要援護者支援、そして地区内で生

ずる諸問題等々、課題が少なくない中で、非力の身にはまことに重

い役目ではありますが、そこは各班長さんともども力を合わせ、汗

をかいて解決にあたっていきたいと考えています。幸いなことに、

当自治会は年齢の若い班長さんが多い中に、私をはじめ年長の班長

が混じる老若男女の混成チームとなっております。お互いに足らざ

るを相補い合う共助の心で、与えられた役割を果たして参りたいと

思います。自治会員の皆様におかれましてはこれから１年、ご指導

とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

西２・５番町自治会長 檜作
ひづくり

 憲二 

 私のような不慣れな者が、会長になる

とは夢にも思っていなかったもので決

まった時は、驚きと同時にどうしようと

思いました。 

 皆様、いろいろお忙しいことでしょう

が、どうぞご協力くださいますようお願

い申し上げます。 

 一年間行き届かない点もあるかとお

もいますが、一所懸命務めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 
 

東 5 番町自治会長 白川 友子 

本年度の百合が丘東８番町自

治会長を務めさせていただきま

す。 

私のような新参者が、自治会長

という大役をやらせていただい

てよいものか悩みましたが、お世

話になっている町内のため多少

なりとも貢献できればと思い、お

受けいたしました。 

未熟者ではありますが、精一杯

務めさせていただきますので、皆

様どうかお力添えをお願い申し

上げます。 
 

東 8 番町自治会長 堀内 良樹 
 

 

この度の役員改選で、青蓮寺自治会長に就任致しました。今までは協議会への関わ

りがほとんどなかった為、分らない事ばかりですが先輩方のご指導をいただきながら

務めていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。青蓮寺地域住民と百合が

丘地域の皆様方との接点として「いちご狩・ぶどう狩」や「地蔵院の催物」などがご

ざいます。この接点を大切に、できれば更に拡充し相互の親睦を深めることに繋がれ
ば幸いかと考えています。                           青蓮寺自治会長 福田 廣ニ 

百合が丘に引越して来

てから、まだ半年程しか経

っていませんが、自治会長

を務める事となりました。 

 知らない事、わからない

事が多く戸惑うことも多

いですが、このまちを知る

良い機会だと思い、自治会

員の皆様の力をお借りし

て今年一年頑張っていき

ますので、よろしくお願い

します。  
 
東６･7 番町自治会長  

三輪 芳揮 
 

自治会長をお引き受けする立場になって、初めて

知るその責任の重大さ。歴代の方々が、その重責に

耐え、西 3･6 番町自治会の歴史と、進取で活発な気

風を作り上げてこられてことに今更ながら頭の下が

る思いです。残念ながら私にはその才もなく、ただ

ただ愚直に、労を惜しまず一年間務めさせていただ

こうと心に決めております。 

今年は、「安心・安全・住みよいまちづくり」をス

ローガンに掲げました。役員の方々は申すまでもな

く、会員の皆様のお力をお借りして、その実現を目

指したいと思います。 
 

西 3･6 番町自治会長 寺田 早百合 

西１番町は、百合が丘の中でも早い時

期から住民が定着した地域でもあり、住

民自体も高い意識の中で円滑に行われ

ているところであります。自分たちのま

ちは自分たちの力と知恵で創ると言う

自主・自立の力と知恵が住民の中で育っ

ているように感じられます。 

自治会は、近隣者の繋がりと、ほかの

自治会との連携と協調が大切です。これ

から益々その活動に期待が寄せられて

いるところです。皆様方のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

西１番町自治会長 池田 淳一 
 

27年度東4番町の自治会

長を務めさせていただく事

になりました。  

11 年前に班長をやらせて

もらった時よりも組織が変

わってしまい、理解するまで

しばらくかかりますが、出来

る事からこつこつとやろう

と思っています。 

分からない事ばかりでご

迷惑をおかけすると思いま

すが、皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 
 

東 4 番町自治会長  
清水 栄作 

 
約３０年前だったでしょうか、百合が丘自治会がまだ一

つであった時、副会長として参加させていただきました。 

堀田会長を先頭に役員みんなが無我夢中で取り組んで

いたように思います。若かったことも手伝って百合が丘の

まちづくりについてもお互い大いに夢を語り合いました。

今から思うと笑ってしまいますが、『モノレール』を引こ

うとか、災害時、百合の坂の道路一本で大丈夫だろうか、

もう一本必要ではなどと話し合ったものです。 

当時はまだ自治会の存在が行政の中であまり認知され

ておらず、その当時の区長さんなどとよく衝突していまし

たね。今から思うと苦笑してしまいます。 

今では『地域づくり協議会』があり、隔世の感がありま

す。どこまでできるのか、とにかく前向きに頑張ります。  
東９番町自治会長 木寺 正仁 

 

新自治会長さんからの自己紹介や抱負などのメッセージ 

 
掲示板 ＜2015 年 5 月＞  まちの保健室は64-8600  

    

団体・行事事名 実施日 実施時間 実施場所 

あいさつ運動 13,20,27(水) 7:45～8:10 百合小校門前 

クリーン・ゆり 
 雨天時は次週日曜 

24（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
8,22,29（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 20（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Ｓｋｉｐ広場 12（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 22（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 7,21（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 11（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

東５高齢者サロン 18（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

映画会 休止 

防災無線通信テスト 3（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 9（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会 23（土） 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 13,20,27（水） 

ノルディックウォーキング 24（日） 9:00～10:30 前山公園 

 



  

 

 

 

4 月の目標達成者 

森川 三男 様（東３） ５２回 

齊藤美代子 様（西３） ２７回 

松村 展宏 様（東３）  ２回 

松村 和代 様（東３）   ２回 

森  省蔵 様（東５） １４回 

齊藤公太郎 様（西３） １２回 

 
 

歩こう会 

 
福祉健康部会 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

（安全防災・防犯委員会）    
＜実績＞   

4 月度 昼間   １０回 
夜間      ０回 
 

●各巡回とも特に異常なし 
 
協力者を 
募集中です！！ 

「ゆこゆこ」報告 
 
◎「ゆこゆこ」は４月４日に亀井名張市長他多数のご来賓を迎えて開所式を行い、翌
日５日から開所することができました。住民みなさまのご協力や役員諸氏のお蔭で
す。また、貴重な備品や寄付金を有志の方々からいただきましたこと、心からお礼を
申し上げます。目的達成のために大事に有意義に使わせていただきます。 

ありがとうございました。 
 

① ４月 5 日にスタートした介護予防拠点「ゆこゆこ」
への来場者は２５日現在で３００名を超えました。重複
を除くと２１日現在２１７名です。（1 日平均約 16 名） 
② 16 日に名張市立病院内科医常岡先生に講演「認知症
の予防について」を行ってもらいました。５０名の出席
で、有意義な勉強ができました。 

③ 自分の体力を知っていただくために「体力測定」を実施しました。名張市の健康
支援室のご指導と地域のサポーターの方々が連携して、4 月 24・25 日の両日で
４０名測定されました。自分の身体を知って、適度の運動とバランスの取れた栄
養食を日常生活の中に取り入れ実行することが大切です。次回は秋に行う予定で
す。健康は毎日の積み重ねです。 

◎「ゆこゆこ」からのお知らせ 
① 頭の体操麻雀は、できれば前日までに予約していただくと確実です。 
② トランプや将棋、オセロ、折り紙など昔のことを思い出しながら、おしゃべりを

して、楽しく過ごされている場面も見受けられます。 
③ 健康１００歳、生きがいを求めて「ゆこゆこ」へ来て下さい。 
 

 
 
 
 
 

 
                                           介護予防拠点「ゆこゆこ」 

 TEL ６２－７３６６ 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０１５年 5 月 23 日（土）１０：００～１１：３０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・まちづくり情報室 

【作 品】  [ウォーリー]  ディズニー・ピクサー映画  １時間３７分 
             
☆舞台は 29 世紀。人間は、汚染しつくした地球を離れ、宇宙船「アクシオム」で生
活をしていた。感情を持つというシステムエラーを起こしたロボット・ウォーリー
は、ゴミの山になってしまった地球にたった一人で残り、黙々とゴミの圧縮作業を
していた。そんなウォーリーの前に宇宙から突然イブという白いロボットが現れ
る。ふたりの間に芽生える友情と壮大なる宇宙の冒険物語をお楽しみ下さい。 

☆2008 年アメリカ合衆国で初登場 1 位となるヒット作品です。きっとウォーリー
の優しさに癒されると思いますよ。テレビではＷＯＷＯＷで放映された意外記憶に
ありません。おすすめ作品です。是非、この機会にご覧下さい。 
ご家族・ご近所お誘い合わせのうえ、たくさんのご来場お待ちしております。 

 
教育文化部会 13 年間の思い出  

平成 13 年 10 月百合が丘東 3 番町の先輩民生委員より話をいただき

ました。当時は民生委員組織が迷走状態で、本来の見守、相談等の活動

が出来ず困っているようでした。お引き受けすると、新しく就任された

委員で構成人事を決め、発足行動を全員一体となり活動いたしました。

地区住民の皆様方に育てていただいた実感と、そしてさまざまの出合い

人による助けをいただいたことが思い出されます。又、民生児童委員を

させていただいた結果、次の表彰を受けることができました。 

①表彰状：平成 23 年 10 月 27 日名張市長 ②表彰状：平成 25 年 5

月 12 日三重県民生児童協議会会長 ③感謝状：平成 27 年 3 月 31 日

厚生労働大臣 

13 年間務めた深い喜びで誇りと満足感を得られたことに感謝してお

ります。   平成 27 年 4 月 17 日 百合が丘東 3 番町 畑中 實  

【地域で支える子育てサロン】 
 

「つどいの広場」は、未就園児とその保護者が集い情報交換できる「ひ

ろば」です。毎月第 2・4・5 金曜日(月により例外あり)１０時～１２時、

東第３集会所にて開催しています。 
  
５月のイベント紹介 

●にがお絵屋さんの似顔絵体験● 

似顔絵描いてもらいませんか！絵描きさん 

（ヨシズミさん）がつどいの広場に来てくれます。 

【日  時】５月８日（金）１０：００頃～ 

【場  所】百合が丘東第３集会所 

【体験料金】大 1,000 円 中 700 円 小 400 円  

※2 人で倍、3 人目からは 1 人増える毎に、500 円のアップとなります。 

【体験時間】大中サイズ 1 人約 15 分 小サイズ約 10 分 
※広場開催時間内でのイベントですので、8 組程度の先着順とさせていただき

ます。 
  
●身長測定＆かがやき保育士さんのふれあい遊び● 

【日時】５月２２日（金）１０：００～１２：００ 

【場所】百合が丘東第３集会所 

【参加費】無料    

※母子手帳を持参すると測定値を記入してもらえます。 
  

●グルーデコ体験● 

オリジナルのバックチャームや髪ゴムを作りませんか？？ 

【日  時】５月２９日（金）１０：００～１２：００ 

【場  所】百合が丘東第３集会所 

【体験料金】１個８００円 
 

※上記体験されない方でも、自由に遊んだり、おしゃべりしたりできますので

是非ご参加ください。 

百合が丘小学校学習支援について 
お知らせとお願い  

① 支援サポーター「ほめほめ隊」のコーディネーターは、平成  
２７年４月の新学期から、東６番町、奥本祥氏が就任されまし

た。ご支援、ご協力をお願いします。 
② 「ほめほめ隊」のサポーターを募集しています。 
 

内容は算数や国語の内容を「教える」ということでなく、子供

たちがちゃんと椅子に座って前を見ているか、先生の話をよく
聞いているか、授業中騒がしくないかなど、勉強の出来る雰囲
気づくりが中心の学習支援です。お気軽にご参加いただきたい

と思います。 
申し込みは奥本（Fax ６４－２６６４）まで、住所、氏名、
電話番号をお知らせ下さい。 

問い合わせは奥本（０９０－９６６２－４４２１）までお願い
します。 

ほめほめ隊より 

 

「ゆこゆこ」の運営費用について 
 
「ゆこゆこ」の運営費用は、ご利用の皆様に利用者負担の原則で行っていきたいと思
います。ご理解を頂き、ご支援、ご協力をお願いします。 
◎運営協力金について（５月分） 
１．「ゆこゆこ」ご利用の方は、運営協力としてお一人様、１００円の「運営協力金」

を申し受けます。 
２．飲物は、別途１００円を申し受けます。 
３．１の「運営協力金」をお支払いの方は、次のご利用には追加協力金は不要です。 
 
   スクエアステップ、医療講演会、ラジオ体操、ノルディックウォーク 

みんなで歌う、談話室利用、健康相談、体力測定、映画、ロコモ体操 
  

４．カラオケは、一曲１００円です。 
   頭の体操麻雀は、一卓 １時間 ４００円です。 
５．「栄養実習」は、追加協力金の支払いは不要です。但し材料費の実費負担が必要

です。（３００円程度） 
     
 
 
     
 
 
 
 

介護予防拠点 「ゆこゆこ」 

民生委員・児童委員会からのお知らせ  
東 3 番町の畑中實さんが、平成 27 年 3 月 31 日付で地区民生委員・

児童委員を辞職されました。畑中さんは、十有余年にわたり地域に対し
献身的に委員活動を続けてこられました。この程、この功績に対し厚生
労働大臣から感謝状が授与されました。おめでとうございます。 
なお、畑中さんの後任は、東 3 番町の永田ルミ子さんです。    
よろしくお願いいたします。 

 

◎割引チケット 
 １枚は１００円ですが、 
５枚でプラス１枚のサービス券が付いて５００円です。 
１０枚でプラス２枚のサービス券が付いて１０００円です。 

「一年間を振り返って」 
百合が丘小学校の PTA会長を引き受けさせてもらって、微力ながら何

とか一年間が過ぎてしまいました。今年は私なりに改革の年とさせて頂き
ました。地域づくり協議会の皆様には、助言をいただくことも度々であっ
たと思います。保護者の皆様においては、学校行事等でのご協力ありがと
うございました。全ての方々に感謝いたします。 

平成２６年度 百合小 PTA会長 川端孝代 

 

※「ゆこゆこ」にＡＥＤ（救命用具）が設置してあります 

朝のラジオ体操風景 


