
 
 
 

                                          

 ゆりがおか 

掲示板 ＜201６年９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 7,14,21,28（水） 百合小校門前 

クリーンゆり 25（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
9,23,30 
（金） 

10:00～12:00 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 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 ※９月はお休み 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 ※９月はお休み 次回は１０/１（土） 

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) 21,28（水） 
,  ,, 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 25（日） 14:00～ 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） 

〈８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！ 

 

８月の目標達成者 

（毎月 ２５日締切） 
 

森川 三男 様（東３）６２回 

高橋 重子 様（西２）３６回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 

第３０回青蓮寺・百合が丘地域夏祭り 御礼 
 

今年で 30 回目を迎えた夏祭りも、関係各位のご協力のおかげをもちまして

盛況のうちに無事終わることができました。厚く御礼申し上げます。 

節目ということもあり、プログラムも工夫し地域に関係する“クイズ大会“や

景品の数を増やすなど、住民の皆様に楽しんで頂ける内容で実施しました。子

ども御輿も参加１２子ども会すべてに「賞」が行き渡る形に改めました。年々、

１０代・２０代の方の来場が増えて来ていて幅広い年齢層に浸透していること

を実感しました。来年も更に工夫をこらして皆様にお楽しみいただける夏祭り

にしたいと考えておりますので、夏祭りに関しての、ご意見・ご要望・出演希

望・等が御座いましたら「百合が丘市民センター内ふれあい・交流部会」まで

お寄せください。 

 猛暑の中、前山公園の草刈をして頂きました「クリーンゆり前山」、準備・ 

片付けにご協力頂きました各理事、子ども会、ふれあい・交流部会員、団体関 

係者、出演者の方々、駐車場を 

提供頂きましたほりいクリニ 

ック様に改めて御礼申し上げ 

ます。有難う御座いました。 

 

ふれあい・交流部会 部会長  

田中 幹夫 

 

 

赤目中学校 男子バレーボール部 

全国中学校総合体育大会へ出場 

  

 赤目中学校男子バレーボール部は、７月２８日～ 

３１日に開催された三重県中学校総合体育大会に出 

場し優勝、東海中学校総合体育大会では準優勝しま 

した。 

 そして、富山県黒部市で行われた全国中学校体育 

大会に出場しました。 

地元の中学校から全国大会出場というれしいニュースです。 

全国大会の結果は赤目中学校、学校便りをご覧ください。 

 ― 地域便り ― 東 1番町自治会の紹介 
 

「今年度も自治会長を務めさせて頂きますので、宜しくお願い致します。」 

前年度の総会であらためて身を引き締める想いで挨拶をし、今年度も微力な

がら会長職に努力させて頂いております。班の数は１３ですが、百合が丘で

は古くからの自治会ということもあり、高齢化が進み班長をお願いできるご

家庭が少なくなっているというのが現状です。 

前年度の総会ではまた班の統合があり、班長は１１人と住民の負担は増加傾

向にあります。 

高齢化に伴う対策として自治会では『東１ガーデン』という憩いの場を造り

ました。 

季節毎の花を植え、東屋を建ててお年寄りだけではなく、青峰高校の生徒さ

んや小学生の会話の場所として多くの方々にご利用頂いております。 

現在は数名の方に管理頂いておりますが、これからは自治会、そして住民の

皆様と共に草花を大切に育て、ガーデンを盛り上げて行きたいと考えており

ます。皆さんも是非、一度ご利用頂ければと思います。 

東１番町自治会長 秋山 純 
 

 

― 地域便り ― 西 4番町自治会の紹介 
 

 西４番町は２１班の会員で成り立っております。安心・安全のコミュニ

ティを大切にしております。 

各班の班長さんは与えられた役目に少しでも皆様の役にたてればと皆一

丸となって来年の任期終了までガンバっています。（班長会議第３日曜日、

クリーンデー第３日曜日行っております） 

 今年１番の大きな夏祭りのイベントが盛大に終わりました。９月には合

同敬老会が有ります。４番町の敬老会は（アットホームな感じの会です） 

10 月には、青蓮寺でぶどう狩そしてレストランで食事そして入浴。日ご

ろ知合わない方たちと交流し楽しく過ごして思い出に残ればとレクリエ

ーションの予定です。 

西４番町自治会長 高松 一夫 

 

「夏祭り 子ども御輿」 
 

 今年の子ども御輿は、事情により１２子ども会の参加となりましたが、オリ

ンピックをテーマにしたもの、三重県をイメージしたもの、アニメをモチーフ

にしたもの、新たに作り直した子ども会など、様々なアイディアを出し合い、

子ども達はもちろん、学生やお年寄りまで協力し作成していただき、元気で楽

しい練り歩きになりました。 

また、皆様から頂きましたご意見を反映させて頂き、“１等、２等”という表

彰の仕方を改め、参加して頂きましたすべての子ども会に 

「賞」が行き渡るように致しました。 

 子ども御輿は、練り歩きで祭りを盛り上げる目的もあり 

ますが、作成に当たり自治会や子ども会の中で互いの交流 

を深め、顔見知りになる機会を設ける、という目的もあり 

ますので、来年以降もご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 

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 
E-mail  yurigaoka- ko@emachi-nabari .jp 

 

日本拳法の全国選手権へ 

小中学生２名が名張市を表敬 
 

9 月に大阪市で開かれる全国大会 

「日本拳法総合選手権大会」に出場 

する、赤目中 2 年の上岡珠子さん 

（13）が 8 月 4 日、名張市役所の 

亀井利克市長を表敬訪問しました。 

【構えを取る上岡さん＝名張市鴻之 

台で】(2016 年 8 月 4 日 18:24)  

伊賀タウン情報誌 YOU引用 

 

夏祭りの忘れ物について 
 

 ８月６日の夏祭りの忘れ物を預かっています。 

お心当たりのある方は、１０月末まで に市民センターまで 

お越しください。 



 

「百合小こどもクラブ」通信 

１泊２日合宿で“思い出いっぱい！” 

 今回の「百合小こどもクラブ」の活動は、夏休みの思い出づくりとして８月２０日・２１日に１泊２日の合宿を行いました。 

今年の合宿は、協力することの大切さや仲間を思いやる優しさを養ってもらいたいと「こども達の共同生活」がテーマです。 

こども達のリーダーとして、名張市 Kids サポータークラブのメンバーと「百合小こどもクラブ」卒業生の Jr.リーダーにお手伝い頂きながら、先ず

は自分たちの宿泊テントの設営です。１０人用の大きなテントが組み上がると、早速中に入って居心地の確認！暑いけれどとっても満足気でした。 

 夕食作りの時は、薪の組み方・火の付け方・竹飯ごうの使い方・カレーの作り方と野外炊さんの基礎もしっかり勉強しました。 

初めてのことばかりだったけれど、みんなで考えながら協力して作ったカレーライスの味は格別だったみたいです。陽が沈むと、お待ちかねのキャン

プファイヤー♪大きな火を囲み、みんなで歌ったり・おどったり楽しいゲームで盛り上がりました。 

 ２日目は、眠い目を擦りながら朝の集いからスタートです。山に向かって「おはよー♡」ラジオ体操を終えて朝の散歩を済ませた頃には、お腹はペ

コペコ。今日の朝ごはんは、なが～い流しそうめんです。流れて来るのはそうめんだけじゃ無く、トマトやきゅうりも混ざっていてこども達は大喜び 

でした。スタッフのちょっとした遊び心がこども達には大受けしたみたいです。朝食が終わったら、一晩お世話になったテントを撤収。 

この頃になると、こども達は進んで仕事を見つけるようになって来て、設営した時の逆の手順で上手に片付ける事が出来ました。 

その後はグランドで汗を流しながらゲーム 

を楽しみ、最後まで全力で１泊２日を堪能し 

ました。 

    今回の合宿は、楽しい中にチョッピリ厳し 

 さも交えて、野外活動の教育として活動させ 

 て頂きました。保護者のみなさん、名張市 

Kids サポータークラブのメンバーと「百合 

小こどもクラブ」卒業生の Jr.リーダーのみ 

なさん、そして心強いサポーターのみなさん 

のご協力に感謝しています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

百合が丘総合スポーツクラブ活動報告 
 

現在次の教室が活動中です！百合が丘総合スポーツクラブは、子どもから高齢者ま

で、だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツ活動に参加できる

環境をめざし、スポーツ・文化・レクリェーション活動に関する事業を通して、健康

で活力ある地域づくりに寄与することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 
 

詳しくは、百合が丘総合スポーツクラブ準備委員会事務局までお問い合わせください。 

〈担当〉百合が丘市民センター内 松田・畑 

 

 

 

 
 

 

ロコモ検診のお知らせ 
 

ロコモとは、ロコモティブシンドロームの略で、からだの運

動器の機能が低下した状態をいいます。筋肉や関節、骨等の機

能が衰えると、日常生活に不自由が生じるようになります。 

皆様はいかがでしょうか？ 
 

〈日時〉 10 月 21 日（金）午前 10 時より 

〈場所〉 ふれあいサロン「ゆこゆこ」 
 

ロコモ検診では 8 項目のテストをします。 

詳細については別途ご案内いたします。 
 

〈問い合わせ先〉ふれあいサロンゆこゆこ☎６２－７３６６ 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ９月２４日（土）１０：００～１１：１５ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】  猫の恩返し スタジオ・ジブリ映画 上映時間７５分  
    

☆１７歳の主人公ハルが、１日ゴロゴロして、美味しい物を食べて、お昼寝を

している猫を見て「猫になっても、いいんじゃないッ？」と猫の国を訪ねて「猫」

になろうとした物語。 

※「となりのトトロ」でお馴染のスタジオ・ジブリの作品です。「猫の国」の

不思議な物語を是非ご覧下さい。 ご家族・ご近所お誘い合わせのうえ、た

くさんのご参加を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  

★小・中学生硬式テニス教室 
〈日 時〉毎週日曜日 14 時～16 時 

〈場 所〉百合が丘テニスコート 

〈活動会費〉￥2,000/月 
 

★小学生ドッジボール教室 
〈日 時〉毎週火曜日 

 17 時半～19 時半 

〈場 所〉百合が丘小学校体育館 

〈活動会費〉￥500/月 

★一般硬式テニス教室 
(初心者向対象) 

 

 月曜日コース 

〈日 時〉毎週月曜日 14 時～16 時 

〈場 所〉百合が丘テニスコート 

〈活動会費〉￥3,000/月 
 

 水曜日コース 

〈日 時〉毎週水曜日 10 時～12 時 

〈場 所〉百合が丘テニスコート 

〈活動会費〉3,000/月 
 

今後の活動開始予定 

★小学生各種スポーツ体験コース 
(卓球・バレーボール・バスケットボー

ルなど検討中) 

★シニアニュースポーツ体験コース 

(ペタンク・吹き矢・フリーテニス 

など検討中) 

★野外活動リーダー養成コース 
（小中学生対象） 

 

次回(10/1)の「百合小こどもクラ

ブ」の活動は、ひだまりの中にあるチ

ャイルドファームで「芋掘り」をして

収穫した芋を調理していただきます。

(食育の一環として行います。) 

飛び入り参加歓迎ですよ。                

「百合小こどもクラブ」 

コーディネーター 畑 行子 

 

流しそうめん 

キャンプファイヤー 

宿泊テント設営 


