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団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

あいさつ運動 
11,18,25 
 (水) 

7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 22（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
13,27（金） 11:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 4,18（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 10（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 27（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 5（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 9（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

東５高齢者サロン 2,16（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  1（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 7（土） 9:30～11:30 市民センター 

みんなのこども映画会  28（土） 10:00～11:40 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 11,18,25（水）  
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 28（土） 10:00～12:00 市民センター 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

（安全防災・防犯委員会） 
 

〈４月度実績〉 
昼９回 

 
●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

 

 

４月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

 

廣木美和子 様（東４）２１回 

篠原 敬一 様（西２）２２回 

森  省蔵 様（東５）１６回 

林  睦雄 様（東３）１０回 

林  基子 様（東３）１０回 

森  恭子 様（東５）２４回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

平成２７年度 会計､資産管理及び業務監査の結果について 
  

 ４月 17 日（日）13:30～15:30、市民センター会議室（小）において
監査委員会の平成２７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 
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。 

 
 

「 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２２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７回青蓮寺・百合が丘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２７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．平成２８年度理事、代議員 等（案）の承認について 
３．生活支援事業「ゆりバス」の寄付金（1 回利用料金及び定期券料金） 

の改正について 
４．生活支援事業「ゆりの花」の配食弁当代の改正について 
５．平成２８年度事業活動方針、事業計画及び予算（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２７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。 

 

防災・防犯コラム 
 

４月中旬、熊本県で大きな地震が起きました。亡くなられた方々に哀悼の
意を表しますとともに、これ以上被害が出ないことを願うばかりです。市民
センターにも救援金の募金箱が設置されています。ご協力いただければと思
います。 
 昔から関西では大きな地震は起きないと言われてきましたが、阪神淡路大
震災では、そうではないことを学びました。同時に、家や家具に押しつぶさ
れないこと、火事を起こさないことの重要さが教訓となりました。さらに東
日本大震災では津波の恐ろしさを学びました。それでは今回の熊本地震では
何を学ぶべきなのでしょうか。 
 現段階で、私は二つの教訓があるのではないかと思います。一つ目は地震
の第一波が本震ではなかったということです。その後の余震だと思ったもの
が第一波よりも大きな本震であったというのはショックでした。第一波に耐
えた建物が安心だとは言えないことになります。また、気を取り直して、い
ち早く家の片づけに行くことが非常に危険だということにもなります。慎重
な行動が求められます。 
 もう一つは、家屋の耐震補強対策や家具の固定がされていなかったと思わ
れることです。先ほど言いましたように、阪神淡路や東日本大震災は我々に
教訓を残しているのです。しかしそれで行動をしなければ、何にもなりませ
ん。その背景には、「まさか、ここでは起きないだろう」という甘い気持ち
があったのではないでしょうか。先人の知恵や記憶も大切ですが、我々が知
りうるのはたかだか数百年ほどのことで、地球は数万年、数十万年の単位で
動いているのです。 
 したがって、その危険性は私たちも全く同じです。当地域の昨年のアンケ
ート調査の結果を見ると、家具を固定している家は２７％、ガラス飛散対策
をしている家は１３％に過ぎませんでした。今こそ、速やかに行動しなけれ
ばなりません。古い家屋は耐震補強をしてください。大きな家具を固定して
ください。それこそがまず我々が最初にすべき「自分の命を守ること」です。 
 

安全防災防犯委員会 岡本 譲 

 
 

 

 
 

 
 

平成２８年度ビジョン推進特別委員会の委員を公募します 
 

 ビジョン推進特別委員会は、生きがいづくりやまちのあり方など

「地域ビジョン」を推進するため議論を行っています。皆さまの意

見や知恵をお借りしたいと思っています。委員になってやろうと思

われる方は、５月１４日（土）までに市民センターに申し出てくだ

さい。    ビジョン推進特別委員会 関元 僚 

配食「ゆりの花」からのお知らせ 
 

 ４月１３日より「ゆりの花」で配食サービスを開始しています。

新たに配食サービスの調理班に男性の調理担当の方が入り、男性の

調理担当が２名となりました。引き続き調理、配達をしていただけ

るボランティアを募集しています。 
 

〈調理班〉月１回 センターでの調理 

（男性・女性どなたでも応募ください） 

〈配達班〉調理された弁当を市民センターから各戸へ配達する 

    （11:00～12:00） 

                問い合わせは市民センター 

☎64-6466 まで 

 

 

    まちじゅう元気 
       第１回 レクリエーション大会開催のご案内 

 

 百合が丘シニアクラブ連合会 主催のレクリ 
エーショ大会を下記の日時に開催します。 

バンド演奏、いろいろなゲーム、また無料でふる
まわれるお餅、焼きそば、ポップコーン、駄菓子や綿菓子（但し、
数に限りがあります）などがあり、子どもから大人まで楽しめる

イベントとなっています。是非、ご参加ください。 
なお、詳細なプログラムは別途、百合が丘 
シニアクラブ便りで各自治会回覧します。 

 
 

【日 時】平成２８年５月２９日（日）  

９：００～１５：００ 

     （雨天の時は ６月５日（日）に順延） 

【場 所】百合が丘市民センター 芝生広場（西５番町１３） 

【問い合わせ】丸岡 様（電話 ６３－９６０７） 

 



 

  
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 

 

【日 時】 ２０１６年 5 月２８日（土） 1０：００～１１：37 

【場 所】 百合が丘市民センター 会議室（小） 

【作 品】  [バグズ・ライフ]ディズニー・ピクサー映画 上映時間 97 分 
             
小さなアリのフリックがアリ達の国を脅かすバッタのホッパー達から仲間を守るた

めに、一人で「用心棒」探しの旅に出た。しかしフリックか連れて帰って来た「用心
棒」はサーカスの団員で国を救ってくれるような勇者ではなかった。一発逆転の大作
戦を決行してアリ達の国を守るフリックの活躍をお楽しみ下さい。 
 

※とても楽しくて可愛い作品です。ご家族・ご近所お誘い合せのうえ、たくさんの
ご来場お待ちしております。 

※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 
 

 

みなさん「スクエアステップ」に参加しましょう 
 

 毎月曜日 朝１０:００～１１:００は「ゆこゆこ」 

でやっている好評の運動です。 

マットの上でステップ(歩く)を踏みます。 

効果は、転倒予防、認知症の予防、生活習慣病の予 

防に役立ちます。誰でも気楽にでき、高齢者の運動 

として人気のあるものです。指導のボランティアも 

資格を取り一緒に笑ってやっています。 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」  

 

 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 

 青蓮寺自治会長の任期は、１期２ケ年となっ

ており継続させていただきますので本年度もよ

ろしくお願い致します。只今、テレビのニュー

スで熊本市を中心として大地震による被害状況

が刻々と報じられています。幸いにも名張市で

は近年、大きな地震災害はありませんが、いつ

発生するのか解らないのが災害であると思いま

す。この報道を通じて「安全・安心な地域づく

り」が、いかに重要であるかを痛切に感じてい

る所であります。 
 

青蓮寺自治会長 福田 廣二 

 

 「もっとこうしたら良かった・・・」 

昨年度は後悔ばかりで皆様にご迷惑をお掛

けした１年だったように思います。 

幸いにも沢山の方々から、もう１年頑張って

みないかとのお誘いを受け、本年度も重責を

担わせて頂く事になりました。 

私のような若輩者ではありますが、昨年度の

経験、知識を活かし、更なる問題解決・住み

良い街づくりを目指し努力して参る所存で

すので、住民の皆様、各自治会長様、協議会

の皆様のご助力を賜りたく存じます。 
 

東１番町自治会長 秋山 純 

 

 

 百合が丘の入居が始まって３３年が経

ち、当「東３番町」は自治会則を制定さ

れ２０年になりました。少子高齢化が進

み自治会の活動も少しずつ変化してきま

した。 

自治会では諸先輩の皆様方が築き上げて

頂きました財産を継承し、他の地区の模

範となって誰もが安心して暮らせる街づ

くりを目指し、又会則の目的として揚げ

た「その運営活動を通じて住民の親睦を

深めるとともに、百合が丘の発展と住み

よい街づくりを図ること」を目指しより

充実させていきたいと思います。皆様よ

ろしくお願いいたします。 
 

東３番町自治会長 石山 元吉 

 

 

 百合が丘に住を構えて数年の、若輩者の

私が東 5 番町自治会長を仰せつかり、勉強

不足のためまだまだわからないことも多

く、不安でいっぱいですが、副会長さんを

はじめ、各班長さんのご支援ご協力のもと、

地域の皆様が健やかに過ごしていただける

よう努めていきたいと思います。 

未熟なこともあり、行き届かない点もある

と思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 
 

東 5 番町自治会長 松岡 万由子 

 

 平成２７年度に引き続き２８年度も

継続して自治会長を務めさせていただ

く事となりました。自治会活動に関して

は、自治会員の皆様が参加しやすく、わ

かりやすい事が大切かと思いますので、

簡明簡素な運営を目指していこうと思

います。安心・安全な街、人にやさしい

街、美しい街づくりを目標に、自治会員

の皆様の力をお借りしながら今年１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 

 

 

 平成２８年度百合が丘東８番町の会長を務め

させていただきます中嶋孝一と申します。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。 

本年度は、単に行政からの情報伝達だけでな

く、地域の人達がお互い笑顔で挨拶を交わし明る

く助け合いながら生活できる、そして「安全・安

心・きれいな」東８番町を作ることを原点に活動

してまいります。 

至らない点も多いかと思いますが、皆様お気づき

の点はどんどんご指摘いただきますよう、お願い

申し上げます。 
 

東８番町自治会長 中嶋 孝一 

 

 

 

昨年自治会長になり、「あれよあれよで早

一年」が実感です。 

その中でも、行政と関わる取り組みの多

いことに驚く一年でありました。率直に言

って、自治会と行政とが関わる「境界線」「物

差し」があいまいになっているのではの思

いも強く感じる一年でもありました。 

『どこまでできるのか、とにかく前向きに

頑張ります』が前期の決意でした。今期も

同じ思いで頑張ります。 
 

東９番町自治会長 木寺 正仁 

 

 

 住居数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、これが西１番町の特異性、即ち個

性です。 

この現実は、チームワークに優れてい

る一方で、役員に過大な負担を強いると

いうデメリットも合わせ持ち、自治活動

のネックとなっています。 

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、日々背骨を軋ませて

います。 
 

西 1 番町自治会長 南出 恭孝 

 

 

 不慣れではありますが、任された以上は一生

懸命頑張っていきますのでどうぞよろしくお願

い致します。 

今年の 2・5 番町のスローガンは【ご近所と声

を掛け合う明るい町づくり】です。 

明るく思いやりの心を持って地域を笑顔にでき

るように、班長一同チカラを合わせて、一年間活

動してまいりますのでよろしくお願い致します。 
 

西 2・5 番町自治会長  坂本 佳彦 

 

 

 今年度自治会長と言う大任を務めさせて

いただく事になりました。 

今から１年間いろいろの行事、又イベント

など各会員の皆様方のお力、又協力をお願

いいたしまして、百合が丘の為にコミュニ

ケーションを大切にし、少しでもお役に立

てればと自分なりに精一杯務めさせていた

だく所存でございます。よろしくお願いい

たします。 
 

西 4 番町自治会長 高松 一夫 

 

 

名張アマチュア無線クラブ主催 
日本南極地域観測隊 参加体験談  

講演会 開催 
 
 

 名張アマチュア無線クラブの主催で第 

５５次日本南極地域観測隊の越冬隊に参加された久保

田 様をお迎えして南極の自然及び南極観測等で越冬し

た際の体験談を下記の日時にで開催します。興味深いお

話が聞けると思いますのでお気軽にご参加ください。 
 

 【日 時】 平成２８年５月２８日（土曜日）  

午後１時３０分から午後３時３０分 

 【場 所】 百合が丘市民センター 大会議室 

 【内 容】 南極ってどんなところ？ 

（日本南極地域観測隊に参加して） 

 【講 師】 第５５次日本南極地域観測隊  

久保田 氏 

 【主 催】 名張アマチュア無線クラブ 
（社団法人日本アマチュア無線連盟公認クラブ） 

【問い合わせ】 田中 様 

（電話 ０９０－２６１４－８２２４） 
 

 平成２８年度東４番町自治会長の本壮です。 

これまでの諸先輩方が築き上げてきた伝統と歴

史を継承するという重責に身が引き締まる思い

で就任させていただきました。 

 今年度につきましても、各種事業及び行事等を

通して、住民の皆様により一層の親睦深めるとと

もに、これまでと同様の明るく住みよい環境作り

に尽力していく所存でありますので、皆様方のこ

れまでと変わらないご協力、ご支援を宜しくお願

いいたします。 
 

東 4 番町自治会長 本壮 比呂氏 

 

今回掲載できなかった自治会につきましては、 
6 月号にて掲載します。 


