
 
 
 

                                        

 
 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年１０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 登校日 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 22（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
13,27（金） 10:00～14:00 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 23（月） 13:30～ 東第１集会所 

さわやかサロン 5,19（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 13（金） 10:00～ 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 
（東 4 老人クラブ会員のみ）  17（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン  
（東 5 老人クラブ会員のみ）  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～ 市民センター 

みんなのこども映画会  28（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 4,11,18,25（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 20（金） 10:00～ 市民センター前 
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第 31回青蓮寺湖駅伝競走大会 
地域から「ブルーリリーズ」と「百合小ティーチャーズ」が出場 

 
 

今年の青蓮寺湖駅伝が、2 月 26 日(日)10 時 30 分スタートで行われる。 
今年も地域を代表する 2 チームが参加。 
恒例となった百合が丘こども和太鼓隊も 
応援参加する。ぜひ一緒に、会場で応援 
しましょう。 
 

【出場予定選手】 
― ブルーリリーズ ― 
①池田(西 3)②上栗(東 9)③小泉(東 1)④金藤(西 4)⑤岡田(東 9) 

― 百合小ティーチャーズ ー 
①小谷伸幸②氏家裕香③寺嶋哲司④日口愛⑤森本歩  
補欠/糸賀(西 3)・松田(西 3) 

 

「敬老の日に」に当たって 
  

高齢者の皆様、ご長寿まことにおめでとうございます。と言う私も７０歳
を迎えまして皆様と同じ高齢者の仲間です。 
現在、当地域内には 65 歳以上の方が 1,914 人、75 歳以上の方が 782 人
おられます。又 100 歳以上の方が 3 名おいでです。70 歳はまだまだヒヨッ
コの部類ではと思われます。 
色々な本を読んだり、元気なお年寄りの話を聞きますと元気に年を取る秘訣
は毎日のキョウイク（今日行く所を創る事）、キョウヨウ（今日の用事を創る
事）が大事な事だそうです。色々な地域の行事やサークル活動に参加され益々
お元気にお過ごしいただきたいと願っております。今後も高齢者の皆様が生
きがいや、やりがいを感じて貰える地域にしていきたいと考えております。
高齢者の皆様くれぐれもお体をご自愛頂きまして、自治会や協議会のご指導
ご鞭撻をよろしくお願い致します。                

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 

 

 

 

 

2017青蓮寺・百合が丘地域フェスタ 
（市民センター祭り）開催 

 

<日時> １１月４日(土) 9 時３０分～１６時 

<場所> 百合が丘市民センター 
 

※地域フェスタの詳細は１０月中旬に 

プログラの各戸配布を予定しています 

 

ゆりバスの走行ルート変更のお知らせ 
 

９月中旬にマックスバリュー名張西店開業（予定）に伴い、１０月より 
「ゆりバス」の走行ルートを変更します。詳細な走行ルート及び発着 
時刻等の詳細は市民センターまでお問い合わせください。 

＜変更前＞ 
百合が丘 → 市立病院 → 万代・ビバホーム → イオン 
＜変更後＞ 
百合が丘 → 市立病院 → マックスバリュー名張西店 → 万代・ビバホーム 
 

 

 

平成２９年度名張市市議会の議会報告会開催 
平成 29 年度名張市議会の報告会が下記の要領で実施されます。 

住民の皆様方万障繰り合わせの上是非ご参加下さいます様お願い

致します。普段一般住民は議会傍聴の機会が有りませんので、 

これを機会に大いに関心を持っていただけるよう願っています。 
 

<日  時> １１月１２日(日) １４時～ 

<場  所> 教育センター 
<出席議員> 現在調整中 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 

 

 

 

 

【日 時】 １０月２８日(土) １０：００～１１：２０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 
【作 品】  [ナイトメアー・ビフォア・クリスマス] 

上映時間７６分          
 

 今回は１０月３１日に収穫祭として行われているハロウィンに
ちなんだ作品をお送りいたします。“こんなにも不思議で、こんな
にも楽しい映像世界に出逢ったことがありますか？”のキャッチ
フレーズ通りのチョッピリ怖くて、面白・楽しい作品です。 
ご家族・ご近所お誘い合わせの上、是非、ご参加下さい。   

※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 

 
 

 

防災コラム「防災意識」 
 

 秋らしい気候になるとともに名張市総合防災訓練（11/18）が近づいてき
ました。皆さんの防災意識と対策は昨年と比べて、進展しているでしょうか。
各個人、各家庭、各自治会によって対応状況は様々です。現在、今年の防災
アンケートの回収中です。昨年のアンケートでは、食料と水の備蓄日数を「1
日から 7 日以上」の範囲で尋ねました。今年は念のために、同じ質問を「0
日から 7 日以上」で尋ねました。すると、「０日」と回答された方が少なか
らず居られたことに驚いています。もし大災害が起こり、自治体からの支援
が開始されるまでに 3 日を要したとしたら、その方はどう過ごされるのでし
ょう。知り合いに頼んで分けてもらうというお積りでしょうか。誰かが助け
てくれるはずだと思われているのでしょうか。私は、人は困ったときには助
け合うものだと信じています。しかし、かといって平和なときに、備えを怠
っていて良いのでしょうか。「アリとキリギリス」の童話を思い出します。 
               安全防災防犯委員会 委員長 岡 本 譲 

 
 

 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」ロコモ健診の実施について 
  

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。 
 

<日 時>１０月３１日（火）１０:００～１１:３０ 

<場 所>ふれあいサロン「ゆこゆこ」 

<持ち物>飲物、運動靴（運動できる服装） 

※詳細については別途ご案内いたします。 

<お問い合せ>ふれあいサロン「ゆこゆこ」☎62-7366 

百合が丘地域づくり協議会・自治会長会からのお知らせです 
 

 

 

 

 

 

 
主催者を除いて第１回は 19 名、第２回は３０名の皆さんにご参加いただ
きました。説明後、さまざまなご意見・ご要望などもお聞かせいただきま
した。地域づくり協議会からの説明に、あらためての反対意見もなく、全
員とも言える方々から、地域づくり協議会の提案にご賛同をいただけたよ
うに思います。 
 
ご意見やご要望、10 名の方々からのご感想文の抜粋です。 
『子育てしやすい街にしてほしい』『固定資産税への直接の影響がないこと
が分かりました』『今後とも時代のニーズにあわせた住みやすい街に』『今
検討されている案に賛成します。不具合が発生したらその都度修正すれば
良いのでは』『何事にもメリット・デメリットがあるものです。前向きに検
討を』『これはエンドレスのテーマで、 
私も協力しなくてはと強く感じました』 
『あらためて聞いて良かったです。 
よく分かりました』などなど、このよ 
うなご意見・ご要望・ご感想をいただ 
きました。ありがとうございました。 
  

必ずご参加ください！ 
 

 

大変大事な取り組みです。 

百合が丘地域の未来を見すえた『新建築ルール』説明会 

に必ずご参加ください！ 

 
9 月 23 日(土)・28 日（木）、市民センターで 

『第 1 回、第２回新建築ルール説明会』を開催 

 

《10 月の開催予定》 
●10 月 15 日(日)午前 10 時開会：市民センター・ホール 
●10 月 15 日(日)午後 2 時開会：百合が丘小学校・さくらホール 
●10 月 21 日(土)午後 2 時開会：百合が丘小学校・さくらホール 
●10 月 26 日(木)午後 7 時開会：市民センター・ホール 
 



 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜９月度実績＞ 
通常パトロール 昼 12 回 

●各巡回とも特に異常なし 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

９月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

森  省蔵 様 (東５) １９回 

安川 和子 様 (西２) ７回 

森川 三男 様 (東３) ７０回 
 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

「百合小こどもクラブ」通信  

夏休みも後少し“1 泊 2日合宿”で締めくくり!! 
 

 8 月 26 日(土)・27 日(日)夏休みの最後を飾る“1 泊 2 日合宿”を行い
ました。(今年の参加児童数は 96 名と昨年を大幅アップ。) 
この日は朝方に雷が鳴り、大雨!! どうなるのかと心配しましたが、さすが「百
合小こどもクラブ」お天気は急激に回復し合宿日和になりました。 
1 日目、市民センターに 11 基のテントを張り合宿のスタートです。 
今日の夕飯は“こども祭り”と称し、サポーターが用意したでメニューをビ
ュッフェスタイルで頂きました。真っ赤に染まった夕焼けを見ながらの食事
は格別で、お腹がパンパン!! 子供たちは信じられない程、よく食べます。
(笑)食後は、合宿名物のキャンプファイヤーです。火を囲んでゲーム・ソン
グを楽しみました。 
2 日目、朝の集いでスタートです。ラジオ体操とお散歩をした後は、朝食自
炊をしました。メニューはご飯と味噌汁・お漬物。 
ご飯は竹飯ごうと空き缶で炊きます。飯ごうを使わなくてもお米が炊ける!
を体験! (これもまた勉強です。)その後、テントを撤収しハンドクラフト
“鳥笛作り”をしました。合宿のお土産になったことでしょう。 
※今回の合宿に「百合小こどもクラブ」の卒業生(中学生)が 15 名参加して
くれました。彼らは、今年 4 月から勉強会を設け「百合小こどもクラブ」
のサポートと地域ボランティアに参加し活動を行っています。(成長が楽し
みです。)     

「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  –９月度理事会の議題の報告- 
 

９月の理事会の議題を報告します。なお、理事会の議題、議事録は別途自治
会内で回覧されます。なお、理事会の参加状況は理事総数 27 名の内 26 名出
席、1 名欠席でした。 

 

【日時】９月９日（土） 午後７時３０分～午後９時 
【場所】市民センター 多目的ホール 
【議題】 
(1)教育委員会から説明 

「市民センター多目的広場の国体フィールドホッケー 
会場としての使用についての改修要望」 

(2)三重県最低賃金改定に伴う職員の時給改定について 
(3)議会報告会の開催日程 
 １１月１２日（日）１４:００～ こどもセンター２階研修室 
(4)自治会長からの報告・ゆり坂清掃受託の件・法人自治会費の件 
(5)専門部会他 報告 

 
 

 

 

西３・６番町、西４番町合同敬老会 
 

９月１８日（祝日・月曜日）百合が丘市民センタ 
          ー多目的ホールにて西３・６番町、西４番町合同敬 

会が開催されました。当日はお天気にも恵まれて５ 
０名の方が参加していただきました。アコーディオ 
ン演奏、民謡を披露していただき、楽しい時間を過 
ごすことができました。 

  皆様のお元気なお顔を拝見することができまし 
た。今の社会、そしてこの美しい百合が丘のまちを 
築き上げてこられたことを深く感謝し敬意を表しま 
すとともに、これからもまちの活性化のためみなさ 
まのお知恵を拝借し、よりよいまちとなるように盛 

り上げて頂きたいと思います。 
 当日、会場の準備等でご支援し 

ていただいた関係者のみなさま 
にお礼を申し上げます。 

 

西３・６番町 自治会長 下山 
                    西 ４ 番 町 自治会長 吉田   

 

お詫びと修正 
 

９月号掲載の「地蔵盆祭り」の記事の中で表題とお名前に誤りがありま
したので修正させていただきます。関係者の皆様、大変申し訳ございませ
んでした。 

-表題-                   -お名前- 
（誤）子どもの健ありやかな成長を願って      （誤）柚木 
（正）子どもの健やかな成長を願って          （正）袖木 

 

滋賀県湖南市「地域まちづくりフォーラム」参加報告 
 

 ９月１０日（日）に湖南市より青蓮寺・ 
百合が丘地域のまちづくり事例を紹介して 
欲しいとの依頼があり、湖南市の「地域ま 
ちづくりフォーラム」にて地域まちづくり 
事例の発表と「まち協の新たな取組を考え 
る」と題したパネルディカションに参加を 
しました。地域づくりからは会長を含めて 
３名、名張市から２名が参加して、湖南市 
の地域の方とディスカションを行いました。 
 
 

♫ 第８回吹奏楽の調べ ♫を開催！  
 

教育文化部会主催で、名張青峰高等学校と赤目中学校の協力を得
て、♫ 第８回吹奏楽の調べ ♫ 合同演奏会を開催しました。 
今年は天候にも恵まれ、約 180 名の大勢の方に集まっていただき
ました。 
今年から名張西高校部員(３年のみ)は部活卒業で出演なしで、名張
青峰高校部員(１・２年)のみでの初めての出演となりました。 
１部は、赤目中学 1 年から 3 年までの 32 名で、特に１年生部員は
経験が半年も満たない中、｢キューティハニー｣ほか２曲を緊張しな
がらも一生懸命取り組んでいました。 
２部は、名張青峰高校１・２年生 50 名の大所帯による演奏で「デ
ィズニーメドレー」など３曲を会場の皆さんの手拍子も手伝って和
気あいあいの雰囲気で演奏されました。 
３部は、名張青峰高校と赤目中学校の 70 名による合同演奏で「銀
河鉄道９９９」を赤目中学 10 名によるダンスも加わり、楽しい演
奏会となりました。 
最後に、会場の皆さんからアンコールの大拍手があり、星野源の「恋」
を演奏して終わりとなりました。 
名張西高校・名張桔梗丘高校・名張高校３校と赤目中学で始まった
この演奏会も少子化の中で名張西高校 
および名張桔梗丘高校が来年３月で廃 
校になります。昨今、どの地域でも小 
学校、中学校はもちろん高校も以前に 
も増して学校と地域との繋がりが重要 
視され、地域の活性化が図られている 
と思います。その代表的イベントがこ 
の“吹奏楽の調べ” 
だと自負しています。 

今後も地域の絆・ 
活性化にも繋がるこ 
の演奏会を継続して 
行きたいと思います。 
教育文化部会長  

橋本 健 
 

「西４番町クリーンデーを終えて」 
 

９月２４日朝８時から秋晴れのも 
と、台風で一週間順延したにもかか 
わらず６０名近くの住民の皆様にご 
参加頂き、ねむの木公園の夏の間に 
伸びていた草と、外周道路の西５バ 
ス停付近の草刈を実施ました。ねむ 
の木公園で、自主的にご自宅から草 
刈り機を持ち込んで頂き、当初無理 
かと思っていた広場の草も綺麗に刈 
ることができ、子ども達も安心して 
遊ぶことが出来るようになりました。 
外周道路では、バス停を利用される 
方や散歩される皆様が通り易くなり 
ました。 
自治会の恒例行事になっているクリ 
ーンデーですが、赤ちゃんをおぶさ 
れたお母さまやご高齢の方々まで、 
西４番町住民各位の結束力とご協力 
に心から感謝申し上げます。 

西４番町自治会長 吉田幸子 
 

 

 各戸配布でもご案内させて頂きましたが… 
古紙回収業者大信リサイクル様より、１０月の回収より 

ペットボトルの回収ができなくなりましたと連絡が入りました。 
ご理解の程よろしくお願い致します。 

ご理解の程よろしくお願い致します。 


