
 
 
 

                                          

 ゆりがおか 

掲示板 ＜201６年１２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 7,14,21（水） 百合小校門前 

クリーンゆり 4,25（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
9（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 7,21(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 19（月） 13:30～ 東第 1 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 

ユリの木サロン（東 4） 20（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 5（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  お休み 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 7,14,21（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 お休み 市民センター 
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百合が丘地域の“新しい建築ルール” 

『用途地域』『地区計画』の班長勉強会について 
 

今取り組まれている “新しい建築ルール”『用途地域』『地区計画』について、自治会長会と

して、身近な役員である各自治会の班長さんに理解を深めていただく事が、まずは先決ではとの

ことから『班長勉強会』を取り組んできました。220 名の班長対象に、10 月 30 日(日)を皮切

りに、5 集会所で 5 回『班長勉強会』を開催し、120 名参加していただきました。 

山田地域づくり協議会会長、私木寺自治会長会会長、名張市役所職員 4 名が参加させていた

だきました。この間の『用途地域等検討委員会』の取り組みを説明する中で、住民の一員である

班長さんの共通の思いの中に、「なぜ用途地域と地区計画の導入なのか」「なぜ今なのか」など、

そもそも論について、ご発言の言葉の端々に相当な戸惑いや迷いがあることが、あらためて浮き

彫りになってきたと思います。私はこの間、いずれは住民の皆さんにご判断をしていただく『選

択肢』をお示ししなくてはならないと考えてきました。 

私は今、班長勉強会での様々なご意見やお考えをお聞きする中から、①現状維持、②現状維

持を法的に担保、③現状の変更を許容、この 3 点が、百合が丘地域の住民の皆さんの共通の思

いを包含する『選択肢』ではなかろうかと考えています。この『３つの選択肢』を詳しく説明・

提起させていただく文章を準備しています。しかし、字数に制約があり、申し訳ありませんがこ

こでは掲載ができません。地域づくり協議会と連携し、早いうちに、住民の皆さんにお計りでき

るようにしたいと考えています。 

この間の一連の取り組みは、百合が丘地域の将来を決める『街づくり』そのものです。住民の

皆さん共々ご一緒に進めてまいりたいと考えています。 

どうか、ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。 

2016 年 12 月吉日 青蓮寺・百合が丘自治会長会 会長 木寺 正仁 
 

 
 

アンケート調査の 

ご協力依頼 
 

青蓮寺・百合が丘地域

づくり協議会では、将来

に地域の皆さんが「安心

して楽しく暮らしていけ

る街」を目指し、「地域力

の点検」に取り組みたい

と考え地域の皆さんが、

「この街にどのように関

わられているか又どのよ

うに考えておられるか」

伺いたく平成 28 年１月

（予定）にアンケート調

査を実施致したいと思い

ますので、ご協力をお願

い致します。尚このアン

ケートは１８歳以上の方

を対象としていますの

で、１８歳以上の方は是

非ともご協力をお願い致

します。 

地域づくり協議会 

 

民生委員・児童委員の全国一斉改選 
 

 これに伴い当地区におきましても下記の
方々にご就任頂きました。ご活躍期待申し上げ
ます。一方、ご退任されます委員の方々には大
変ご苦労様でした。 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
 
 

委員名簿 

担当地区 委員名 備考 

青蓮寺・南百合が丘 西谷 松男 新任 

東１・２番町 小川 金一  

東 3 番町 永田 ルミ子  

東 4 番町 井上 照代 新任 

東 5 番町 藤森 幸恵 新任 

東 6・7 番町 堀口 明良  

東 8 番町 大藪 昭子 新任 

東 9 番町 川北 安美  

西 1 番町 大北 萬美子  

西 2・5 番町 廣瀬 幸子  

西 3・6 番町 山本 孝子 新任 

西 4 番町 筒井 正 新任 

主任児童委員 田口 和子 新任 

 

１１月度 
一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

理事会の議題に報告 
 

 １１月１２日に開催されました理事会の議題
を報告します。なお、理事会の議事録は別途自治
会内で回覧されます。  
日時 11 月 12 日（土）19 時 30 分～21 時 

場所 百合が丘市民センター 多目的ホール 

議題  １．各専門部会・委員会からの報告 

   ２．上半期 監査報告 

   ３．ひだまりの活動報告 

   ４．ゆりバスの運行経路確認 

   ５．ゆり坂清掃自主活動と受託の比較 

   ６．地域フェスタに関する反省と意見 

   ７．地域づくりジャンパー使用報告 

   ８．高齢者アンケートについて 

   ９．その他 

 

 

 

百合が丘小学校 学習支援ボランティア  
 

平成２８年度 

「地域学校協働活動」推進に係る 

文部科学大臣表彰決定 
 

百合が丘小学校並びに子どもたちを支援して下さ

っているボランティアの皆様の日々の活動が『百合

が丘小学校 学習支援地域本部』として平成２８年度

「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

を受けることを、文部科学省より名張市教育委員会

を通じて、去る１１月１８日に通知がありました。 

 つきましては、１２月８日（木）に 

文部科学省にて表彰式が予定されており、 

代表して学習支援代表の奥本さんと、 

寺嶋校長先生が出席されます。 

 

 

 

平成２８年度名張市議会の 

議会報告会について 
 

名張市議会の議会報告会が過日１

１月１２日（土）１３：３０より市立

子どもセンターにて開催されました。

議会より福田議員、三原議員、幸松議

員、常俊議員、阪本議員の５名が来ら

れ、主に９月議会で審議された件につ

いて話がありましたが、事前に資料等

が配布されていない為一方的に聞く

だけとなったような感じでした。その

後は議員との懇談会となり参加者か

ら、関心のある問題について質問や提

言等が出され意義のある事だったと

思っています。来年も開催されると思

いますので是非ご参加いただきご意

見や提言をし、市政に反映して貰えた

らと思います。 

 
 

「ゆりの坂」一斉清掃ご協力ありがとうございました 
約 500 名の方が作業にご協力くださり、非常に綺麗にしあがりました。本当にありがとうございました。 



 

百合小校区防犯パトロール隊 
 

（安全防災・防犯委員会） 

＜１１月度実績＞ 
昼８回  

●各巡回とも特に異常なし 
 

百合小校区防犯パトロール隊は平成１８年
１２月に活動を始めました。無事故で１０年
間活動を続けてきました。新旧隊員の皆様ご
苦労様でした。今後とも、安全、安心な地域
であるように活動を続けます。地域の皆様の
ご協力をお願いします。 

 

 

協力者を募集中です！ 

 

 

「百合小こどもクラブ」通信 
へんてこなドッジボールにてんてこ舞!! 

 11 月 12 日(土)今回の「こどもクラブ」の活動は、深まる秋をスポーツで

楽しみました。スポーツは球技、ドッジボールです。でも、普通のドッジボー

ルとはちょっと違って、直径 50 ㎝の柔らかいボールを 2 個使い、田の字型

のコートで行うと言った変わったドッジボールです。 

コートの中に入るといろんなところからボールが飛んで来るので、気を抜く間

がありません。外野が無くて、ボールに当たれば相手チームに吸収されると言

ったルールで、最終的にはコートに人数が多いチームか勝ちです。ボールは当

たっても痛くないようにと工夫したので、低学年のこども達も怖がらずに参加

することが出来たみたいですよ。スポーツ終了後は、みんなで秋の味覚[焼き

芋]も美味しく頂き、楽しい時間を過ごしました。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、 

12 月 3 日(土)[お餅つき大会]を行います。 

お正月前の季節行事を楽しみたいと思っています。 

「百合が丘こどもクラブ」コーディネーター 

 畑 行子 

― 防災訓練 ― 南百合が丘自治会 
 

地震だ！！いつ来るかわからない地震が来た！！ 

8：45 役員による団地内への拡声器による念押し広報。 

9：00 地震が発生し、住民の避難開始。安否確認のための防災

用住民名簿にもとづき、班長による避難者確認。概ね確認の状態

で、班長が各家に安否確認行動。「インターホンは使えないから

大きな声で名前を呼べ!!」（玄関ドアをドンドンたたくと、叱られ

るから、あまり激しくしないようにしてね。）今日は土曜日なの

で仕事優先の方が、予想以上に多いですね。仕方がないか。西谷

会長が、災害発生時に取るべき行動について BIG な音響で説明。 

山口・山内両防災委員長からあいさつ。そのあと消火訓練、簡易

トイレ、発電機の始動訓練を実施。役員、班長のてきぱきとした

行動で訓練も進み、参加住民の積極的な訓練参加があり、楽しく

かつ真剣に行うことができた。住民 482 名のうち、202 名の安

否が確認できた。若い人が多い団地なので、日中は仕事のために

出かけている家庭が多く、 

災害時の安否確認は難題 

であると痛感した。その 

あと本物の地震が発生し 

た。「本当に怖い！！」  

会長：西谷 

 

１１月の 
目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

 

久保 良子 様（東９）１４回 

古川 敏弘 様（東３）３２回 

廣木美和子 様（東４）２３回 

吉田満津江 様（西３）２７回 

 

 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

総合防災訓練実施！ 
 

 11 月 19 日（土）9 時より名張市総合防災訓練が実施されました。当日の

天気予報は雨で、昨年に続いて雨中の訓練も覚悟していましたが、雨はほとん

ど降らず、訓練は着実に行われました。皆さん方には、それぞれの立場で訓練

にご協力いただきましたことに感謝申し上げます。 

 今年の訓練は、『訓練のための訓練』ではなく、『本番を想定した実際に即し

た訓練』を目指しました。また初めて百合丘小学校での学童引渡し訓練が実施

されました。各自治会での訓練の内容や、学童引渡しなど、結果の検証はこれ

からですが、昨年よりも一歩進んだ訓練ができたのではないかと思います。 

 今年の訓練のポイントの一つに、災害発生時に市民センター内に立ち上げら

れる『緊急対策室の機能の整理とテスト』がありました。具体的には、防災無

線の親機を対策室に移設し、停電を想定して発電機からの電気で稼働させたほ

か、巡回して地域の災害情報を積極的に収集し、各自治会からの情報と合わせ

て、記録・整理・掲示・白地図への記入などの実 

験を行いました。今後、安全防災防犯委員会を中 

心に結果を検証し、情報交流と意見交換を進めて、 

対応力の強化を目指したいと思います。引き続き、 

これまで以上のご協力をお願い致します。 
 

安全防災防犯委員会 委員長 岡本 譲 

 
 

 

 

― 地域便り ― 西１番町自治会 
 

 居住数１２０軒ほどの小規模な地区ですが、高齢者の占める割合が極めて高

い、これが我が西一番町の特異性、即ち個性です。   

この現実は、自治活動において、慢性的稼働不足を誘発させ、ひいては役員

に過大な負担を強いる結果へと繋がり、活動の大きなネックとなっています。 

 しかし一方で、行事や活動施策への参加率が高いなど、チームワークに優れ

ているという、得難いメリットも持ち合わせています。自治会では、「環境づ

くり」「親睦・ふれあい」「自主防災体制の強化」を活動方針の基軸に定め、

住民全員参加型の体制づくりを目指し、日々努力を重ねる所存です。 

 西一番町自治会 会長 南出 恭孝 

 

  
 

 

 

― 地域便り ― 東４番町自治会 
 

 みなさん、こんにちは。東４番町自治会長の本荘です。東４番町は、１０

コ班で編成され、個性豊かな１０名の班長により、自治されています。豊富

な経験により若輩者の私をサポートしてくれる班長、論理的な思考過程より、

会議を方向づけしてくれる班長、問題事項を力技で解決してくれる班長等、

いつも感謝しております。平成２８年度東４番町自治会は、これらの班長の

支援により、「明るく、楽しく」をモット―に住民の住み良い環境づくりを

目標していきます。         東４番町自治会 会長 本荘 比呂氏 

  
 

 

 

― 防災訓練 ―   西３・６番町自治会  
 

平成２８年度防災訓練を振り返って 

今年度は、８７名の自治会員の参加を得て訓練を行いました。 

 実施に当たって、「安否確認の徹底」「班単位での災害について

の話し合い」を目標に取り組むことにしました。 

 「安否確認の徹底」については、班長を対象とした「事前訓練」

を９月に実施し、実践さながらに手順を学習したことが大いに役

立って、「全戸実施」を達成することが出来ました。 

 一次避難地の 7 号公園で、水消火器訓練、毛布担架での負傷者

搬送訓練等を実施した後、「西第 2 集会所」で、非常食の試食も

兼ねて「班単位の話し合い」を持ちました。 

「防災マップ」を見ながら、災害時の班員の集合場所や避難路

の危険箇所を確認し、さらに、 

「防災アンケート班集計表」を参 

考に、防災対策について意見交換 

をしました。時間の制約から充分 

とは言えませんでしたが、防災意 

識を共有し、親交を深めるための 

良い機会になったと思います。 

 
 

 

ー［消防訓練］への多くの参加ありがとうございましたー 

「百合が丘東２・３・４・５番町自治会合同消防訓練の報告」 
 

 

１１月１９日(土) 防災訓練 

日の前山公園での消防訓練に 

ついて、東３番町の石山自治 

会長から昨年同様２・４・５ 

番町の各自治会長に呼びかけ、 

今年度も４自治会合同の消防 

訓練を実施しました。訓練前 

日は夕方から朝４時頃までの雨で”中止だな”と思いましたが、

朝７時の予報では”曇り”に変わっており、１０時からの訓練前

後には少し降ったものの天気が味方し、前山公園での消防訓練に

多くの方が参加くださいました。 

訓練はまず①に「１１９番通報要領」の録音テープでは、最初

の”うその通報”と、慌てた大阪のおばちゃんの”火事やー”の

声などには笑い声の中にも緊張感があったと思います。 

②次に東３番町自治会が第１集会所に設置の「ＡＥＤ」（電気

ショックでの心臓蘇生器）の説明をしました。 

③次に消火器での模擬消火のあと、２番町と３番町の各１０名

ほどが消火標的に向かっての訓練用”水消火器”数本による消

火訓練を行い、続いて４番町と５番町が同様に消火訓練を行いま

した。 

日頃の生活の中で１１９番通報することやＡＥＤの使用、ある

いは消火器・水バケツなどによる消火の必要があっては困ります

が、平素から身を守るための心構えを持ち、”いざ”と言うとき

のための防災訓練に積極的に参加くださるようお願いします。  

   ４自治会代表 東３番町防災委員 宮 森 

 
 


