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ゆりがおか 

掲示板 ＜201６年 8 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 ※夏休み 百合小校門前 

クリーンゆり 28（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
26（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 3,17（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 22（月） 13:30～ 東第１集会所 

さわやかサロン 4,18（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン ※８月はお休み 西第 2 集会所 

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

東５高齢者サロン ※８月はお休み 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 20（土）～21（土） 市民センター 

みんなのこども映画会  ※８月はお休み 
 

配食サービス(ゆりの花) ※８月はお休み 
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 ※８月はお休み 

 

百合小校区 

防犯パトロール隊 
 

（安全防災・防犯委員会） 
 

〈７月度実績〉 
昼 10 回 

●各巡回とも特に異常なし 

 

協力者を募集中です！ 

 

７月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

  

森川 三男 様（東３）６１回 

廣木 美和子様（東４）２２回 

篠原 敬一 様（西２）２３回 

吉田 満津江様（西３）２６回 

安川 和子 様（西２）４０回 

古川 敏弘 様（東３）３１回 

古川 八重子様（東３）２０回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

 緊急時家族連絡簿の更新と 

     防災アンケートへのお願い 
 

 今年も「緊急時家族連絡簿」の更新時期となりま 

した。これは、各ご家庭の緊急時連絡先を自治会と 

協議会に予め登録していただき、ご家庭で何か非常

事態があった場合に、その連絡に役立てようというものです。用紙

を配布しますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

 併せて「防災アンケート」を実施します。こちらも恒例ですが、

皆様方の災害への備えと意識をお知らせいただくことで現状を知

り、近い将来に発生すると言われている大災害に向けた防災活動の

指針を作成するための大切なものです。必ずご記入、ご提出をお願

い致します。なお、今年の防災訓練は 11 月 19 日（土）の午前に

『名張市総合防災訓練』と同時に行われますので、こちらへのご協

力も重ねてお願い致します。 

               安全防災防犯委員会 

 

暑中お見舞い申し上げます 
 

暑中お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが皆様に於かれま

しては益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。 

日頃は、何かと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２８年も後半に入り地域づくり協議会の諸々の事

業も順調に進んできております。今後共皆様のご協力を頂きながら、より良い

協議会になるよう一層の努力を重ねて行きたいと思いますのでよろしくお願

い致します。時節がらご自愛くださる様お祈りいたします。 

           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 
 

青蓮寺・百合が丘地域にお住まいの皆さま、お変わりありませんか。 

暑中お見舞い申し上げます。 

８月以降、とりわけ百合が丘地域にお住いの皆さまに関わる重要な取り組み

が待っています。それは、高齢化社会を控えた中での将来への街づくり『用途

地域』と『地区計画』指定実施の取り組みです。 

 何よりも、百合が丘住民の皆さますべての結束・団結で、お互いが納得でき

る取り組みにしなくてはなりません。 

 あらためて、皆さまのご理解・ご協力賜わりますようよろしく願い申し上げ

ます。 

副会長 木寺 正仁 
 

「かも知れない」のススメ 

自動車運転免許の更新に行くと教官から「かも知れない運転」をしてくださ

いとススメられる、路地から子どもが飛び出してくるかも知れない、このスピ

ードだと前の車が急ブレーキを懸けたら当たってしまうかも知れない、と常に

考えて運転していれば妨げる事故もあると教えられる。このフレーズは生活全

般に応用できるように思う。 

毎年のことであるが夏は海・山・川で事故に遭う人が多い、夏休みに入って家

族で自然を楽しむ機会が増えると思うが山では足を滑らせるかも知れない、

海・川では深みにはまるかもしれないという意識を持って防げる事故に遭わな

いように元気で夏を乗り切りましょう。 

副会長 西村 四郎 

 

 

 

会計監査報告 
 

  今年度の会計監査は年２回から４回実施と 

なり、７月２４日（日）に第１回の会計監査が 

実施されました。監査委員からの指摘はありま 

せんでした。なお、各部会の業務監査は従来通 

り年２回 実施され、次回は会計・業務監査と 

して１０月の予定です。 

 

 

青色防犯パトロール講習会が開催されました 
 青色防犯パトロールは地域の安全を確保する目的で、ボランティアの方が学

校の下校時に合わせて、青色のパトロールランプを回転させた車で地域を巡回

しています。７月２４日（日）に名張警察署 生活安全課の竹本さんをお迎え 

して青色防犯パトロールのボランティアの 

方を対象にパトロ 

ールの方法、注意事 

項などについての 

講演をしていただ 

きました。 

防犯パトロール隊 

 

地域便り 南百合が丘自治会の紹介  

クリーンデイお疲れさまでした！！６月１２日のクリーンデイ参加協力あ

りがとうございます、１５２戸のうち１４０戸の参加で９２％の参加率、総

勢１９８名でした。 

まちがいなく名張地 

域では№１参加率で 

す。三重県でも№１ 

かもしれません。 

これからも、改善で 

きる点は、工夫改善 

をする中で楽しく協 

力し、頑張っていき 

ましょう。ひとりひとりが、少し気 

をつけることで、町は変わる！！ 

 ①ゴミは捨てずに持ち帰る。 

 ②ゴミを見つけたら、思い切って 

(勇気を出して)ひろう！！ 

常に美しいことにより、団地の評価 

は高くなる。販売表は他と比べて高 

くなる(不動産評価論) 

これからも、よろしくお願いいたします。 

南百合が丘自治会長 西谷 松男 



 
 

「百合小こどもクラブ」通信 
 

第４回“思いっきり濡れて気分爽快!”  
 

２日(土)今回の「百合小こどもクラブ」のプログラムは、こども達がお待ちか

ねの[思いっきり水を使ったゲーム大会]です。 

朝からジリジリと太陽が照りつけて、水遊びには持って来いの好天気です。 

ゲームは５種目で、用意された内容はどれも濡れるために考えたものです。  

こども達はゲームが始まる前から「今日は思いっきり濡れてやる!」とやる気

満々。水風船でキャッチボールをしたり、ビショビショに水を含ませたスポンジ

のフライングディスクをキャッチしたりと暑さを忘れて大はしゃぎしました。 

ゲーム終了後は恒例の水かけ合戦も行われ、こども達だけじゃ無くサポーターも

頭の先からつま先までずぶ濡れになって夏を楽しみました。 

解散後には、みんなで７月７日の七夕の短冊に願い事を書いて笹に吊りました。 

願いが叶いますように・・・ 

 

  

 

 

 

 

 
 

第５回“名張市役所・名張消防と防災センター・名張警察探訪”  
 

 ７月２５日(月)夏休み恒例の見学会を行いました。 

今回は社会科のお勉強で、「名張市役所」・「名張消防署名張防災センター」・「名

張警察署」の３施設を見学しました。「名張市役所」では、議会室・市長室・屋

上を見学。「名張消防署と防災センター」では、地震体験・けむり体験をさせて

頂きました。 

この日はタイミングよく、明日行われる大会に向けてのレスキュー隊の練習を見

せて頂く事ができて、こども達は大喜びでした。「名張警察署」では、事件発生

時の警察のお仕事を映像で見せて頂いたり、パトカー・白バイにも乗せて頂きま

した。実際にパトカーのパトライトを回したり、車載されているマイクに触れた

りと興味深々です。ピストルは見せてもらえなかったけれど手錠や警棒・警察手

帳・防弾の楯・刺又などを見せてもらったりして、なかには「警察官ってかっこ

いい❤」って思った子もいたみたいです。この３施設の見学は、こども達にとっ

て教科書で学ぶ以上の学習になったと思います。 

今回の見学会で学んだ経験を今後に活かせてもらえたら・・・楽しみです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       「百合小こどもクラブ」コーディネーター   畑 行子 

 

防災コラム 
 

防災活動には保険のような面があります。近い未来に起こる可

能性がある災害に対して、あらかじめ対策を立てておくというも

のだからです。しかし、それだけではありません。計画と準備の   

大切さ、想像力を養うこと、他人をおもいやる 

ということ、協力し合うことの重要性を教えて 

くれるという面もあります。無関心ではなく、 

  受け身になることもなく、少し積極的に参 

加してみませんか。 
 

安全防災防犯委員会 委員長 岡本 譲 

 

 

「せいわの里 まめや」訪問記 

                  

 三重県の多気町という在所に「まめや」という民家風のレストランがありま

す。地元で採れる大豆を主に、穀物、野菜だけで作った田舎料理をふるまう店

です。このレストランは今から１０年前に地元の１人の女性が中心になって始

めたもので、今や年商１億に手が届くほどに成長しております。そんな「まめ

や」に７月２０日（水）１５名で視察に行ってきました。 

 「まめや」の事業を立ち上げた北川代表からは当時の苦労話やこの１０年間

に生起した様々な出来事について話をしていただきました。 

人口減少と高齢化に悩む地方で見事成功させた村おこし事業の話は含蓄（がん

ちく）に富、皆吸い込まれるように耳を傾けました。 

アイデアの一つ一つは合理性に裏打ちされ、打つ手のどれもが納得のいくこと。 

感心することしきりの話でした。地域の事業を考える時、参考になる点があり

充実した視察でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

檜作憲二 

 
 

 

 

豊岡市研修「先進地名張市に学ぶ会」参加報告 
 

豊岡市では、平成 29 年度に地区公民館をコミミュニティセンタ

ーに移行するにあたり、市内全域で新しいコミュニティ組織を立

ち上げられます。そこで、7 月 22 日(金)に先進地事例の研究とし

て、名張市地域経営室が説明、青蓮寺・百合が丘地域づくり協議

会、錦生自治協議会が、活動事例を発表。当日、豊岡市の市職員、

議員、各地域役員など 100 名が参加されました。 
 

 

百合が丘総合スポーツクラブの設立準備委員会 

創設のお知らせと会員募集 
 

 百合が丘総合スポーツクラブは、子どもから高齢者まで、それ

ぞれの年齢、体力、興味、目的に合わせてスポーツに親しみ、元

気な生活を送れるような生涯スポーツ社会の実現を目指したク

ラブです。また、このクラブは、会員が会費を納め主体的に運営

するクラブを目指しています。そして、青蓮寺・百合が丘地域づ

くり協議会とも連携して、日常生活の中にスポーツ活動が溶け込

み地域の多くの仲間と生きがいある健康で楽しい環境づくりを

目指したいと考えています。 

 以上のような趣旨で、今年度は設立準備委員会を創設し、次の

種目を中心に活動しますので、何卒多くの地域住民の方にご参加

していただきたく会員募集を行います。詳細な募集要項につきま

しては以下の問い合わせ先に連絡をお願いします。 

□年会費：高校生以上 1,000 円  小・中学生 500 円 

□今年度活動予定種目 

※ テニス教室(小・中学生、一般) 

※ ドッジボール(小学生) 

※ 小学生スポーツ体験教室 

（バレーボール、卓球、スポンジテニス等） 

 ※ こども和太鼓隊 

□次年度以降活動予定種目 

※ ニュースポーツ体験教室 

（ノルディックウォーク、ペタンク、吹き矢等） 

※ 地域スポーツフェスタ（全世帯対象） 
 

＜問い合わせ先＞百合が丘総合スポーツクラブ設立準備委員会 

（百合が丘市民センター内） 担当 畑、松田 

電話 64-6466 FAX 64-6467 
 

 

夏休み勉強会 
現代版「寺子屋」を開催 NPO 法人知恵のＷＡ（代表 齋藤公

太郎さん）と百合小ボランティアほめほめ隊は「夏休み宿題応援

教室」として、「地蔵院・青蓮寺」「市民センター」「ゆこゆこ」

の３箇所で「宿題応援教室」を開きました。 

 

 

 

 

 

 

地蔵院・青蓮寺にて 
 


