
 
 
 

                                       

 
 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年１１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 

ゆり坂清掃 19（日） 8:30～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
10,24（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 1,15(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 14（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 24（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 2,16（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 13（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 21（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）  6,20（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  5（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 11（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  25（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 1,8,15,22（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 24（金） 10:00～ 市民センター前 

 

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 

 

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) 

 

 
防災訓練への積極的な参加を！ 

 
 11 月 18 日（土）の防災訓練が近づいてきました。 

今年も「安否の確認」が重点ポイントです。積極的に参加し、訓練を充実さ

せて災害への対応力をアップさせましょう。 

 防災訓練は、実際に災害が発生したときに役立つものでなければなりませ

ん。スムーズな訓練が良い訓練ではなく、実際の状況に即した内容であるこ

と。また、それを通じて現在足りないことが明らかになるのが良い訓練です。 

 一次避難地へ集合することから訓練が始まるのではありません。普段の家

庭の状況で「突然に災害が起きた」というつもりになって、ご自分の家の中

から訓練を開始してください。テーブルの下に入って揺れを耐え、揺れが収

まったことを想定してから、火を消しましょう。 

 時々、「自分は運命を受け入れるから何も対応はしない。放っておいてほし

い」という方があります。そうではありません。あなたがいくら覚悟をして 

いても、被災した方は救助しなければなりません。 

あなたが被害に遭うことは、周りにも迷惑を掛ける 

のです。 

 周囲の皆さんと力を合わせて、被害を受けないため 

の工夫と努力をしてください。18 日の防災訓練を、 

改めてそのスタートにしましょう。 

安全防災防犯委員会  委員長 岡本 譲 

 

 

 

 

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 

プログラムの各戸配布をしています。 

 

 

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> 川合議員、細矢議員、森脇議員、 

豊岡議員、柏議員 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 

 

 

 

 

【日 時】１１月２５日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [リロアンドスティッチ] ディズニー映画  

上映時間 86 分          

 ハワイのカウアイ島に暮らすリロとエイリアンのスティッチ

の、愛と感動の物語です。この物語に引き込まれるうちに、あな

たの本当に大切なものがきっと見つかるはずです。ご家族・ご近

所お誘いのうえ、是非ご参加ください。 
  
※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 

地域から 6回目の出場を目指して 

第 32回青蓮寺湖駅伝出場ランナー､大募集！！ 
 

来年２月 25 日(日)の「第 32 回青蓮寺湖駅伝競走大会」に地域の出場希
望者でチームを組み出場します。男女混成の５名のチームで 13.06 ㎞を楽
しく走り、完走を目指す 2 組のチームを予定しています。どうしようかな
迷っている方もお気軽にお問い合せ下さい。たすきをつなぐ喜びをチーム
員、地域応援団と一緒に味わいましょう。百合が丘小学校先生チームの出場
も予定しています。百合小こども太鼓隊も応援参加します。乞うご期待！  
 

〔条件〕青蓮寺・百合が丘に在住、または勤務、 

通学の高校生以上の男女、 

〔申込みの締切〕11 月 26 日(日) 

〔申込み・お問い合せ〕市民センター 

☎64-6466 畑まで 
 

 
百合が丘第１駐車場の空き公募します 

 
 西３番町（百合が丘西３番町６５番地）の百合が丘第１駐車場 

に数台の空きがありますので公募いたします。 

希望される方は百合が丘市民センター（☎64-6466）まで 

お問合せください。 

なお、賃料は月額 ３，０００円（内税）です。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

 

 

 

 

6回の『新建築ルール＝「用途地域」と「地区計画」案』 

説明会を終えて 
 

 日ごろは、地域づくり協議会ならびに自治会長会の取り組み『新建築ルー

ル』導入に向け、ご理解ご協力賜り誠にありがとうございます。 

住民の皆さんの合意に向け、これからも頑張っていく所存でございます。 

さて、9 月 23 日から 10 月 26 日までの期間、『新建築ルール＝「用途

地域」と「地区計画」案』説明会を 6 回開催させていただきました。 

関係者を除き、トータルで１５７人の皆さんにご参加いただきました。 

ご参加いただいた皆さんに、あらためて厚くお礼申し上げます。 

６回の説明会を通して思ったことはどの会場も、参加者の皆さんほとんどが

地域づくり協議会・自治会長会の具体的提案に対し、好意的に受け止められ、

若干の部分的修正のご提案はありましたが、正面から反対の意を述べられる

方は全くおられなかったように思います。 

ここでの紙面に制約もあり、また、６回の説明会が終わったばかりで、そ

れぞれの会場のそれぞれのご意見やご感想を集約・分析するのはまだこれか

らで、申し訳ありませんが、皆さんにご報告するに至っておりません。 

新建築ルール特別委員会として責任を持って、１１月に予定されています

『住民投票的取り組み』で大いに活用させていただきたいと考えています。

端追ったご報告になり誠に恐縮に存じます。 

ご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 自治会長会 

 

 

２０１７年１０月２８日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 自治会長会 

 

 

 

 

ユリの坂一斉清掃にご協力ください 
 

【実施日時】 11 月 19 日（日）8：3０～10：30頃まで 
※当日雨天の場合は次週に順延し、各自治会長には、 

緊急連絡網で午前 7 時までに事前連絡を行います。 
 

【集合場所】 前山公園 ※8:30集合 
 

【作業内容】 歩道植栽内の除草清掃作業 
（今回は剪定は行いません） 

 

ユリの坂をご支援していただくボランティアを募集しています。 

問い合わせは市民センターまで☎６４-６４６６ 

 

第 31 回大会 スタート時の模様 

 



 

百合小校区 
防犯パトロール隊 
＜10 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！ 

 
 

10 月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

齋藤公太郎 様 (西３) ２０回 

古川 敏弘 様 (東３) ３７回 

古川八重子 様 (東３) 25回 
 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

「百合小こどもクラブ」通信  

伝統武術に挑戦!! 

   10 月 7 日(土)、市民センターでサークル活動をされている“優雅

健康太極拳”の皆さんにご指導を頂き、中国の皇帝も身につけていた

と言う「歴史と伝統のある武術」に挑戦しました。「気」と技で戦う

拳法なので、体格的に不利なこども達にとっても最適な護身術と言え

るでしょう。今回は、太極拳の中で動作が早い長拳を教えて頂きまし

た。こども達のきびきびとした動作と気合には、たくましさを感じる

程でした。体験終了後は、まるで自分が強くなったかのように技を披

露してくれたりして･･･(笑) これを機会に、自分の身を守るすべを学

んで欲しいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

 

 

  

 

 

「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  –10月度理事会の議題の報告- 
 

１０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】１０月１４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．決議事項 

（1）法人会費改定の件 
（2）東 6・7 理事交代の件 
 

 

 

 

ハロウィンナイト開催 

「トリック オア トリート」と叫びながら練り歩き 
 

10 月 31 日（土）１７時に市民センターをスタート。「トリック オア ト

リート（お菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ！）」と叫びながら、地域内

を一周練り歩きました。 

まちのあちこちでお菓子を用意し 

てお待ち頂き子ども達のもつ袋は 

あふれんばかり。おおはしゃぎの 

ひと時でした。ご協力頂いたサー 

クルＫ様をはじめ地域の皆様に心 

からお礼申上げます。 
   

 

 

犬等を散歩されるときは 

ご注意ください！！ 
 

 公園、道路に犬の糞が放置され

ていることが多くなっています。

犬等の動物を散歩するときは必

ず、リードをつけるともに動物の

排泄物は必ず持ち帰るようにし 

てください。 

公園は小さい子供が 

遊んでいます。 

ご注意ください。 
 

「8・3運動推進」地域内のぼり設置 
小・中生登下校の安全・安心を地域全住民の意識と行動で！ 

 

組織活動ではなく、皆さん一人一人の思いやりの心です。 
地域のみんなが安心して暮らせるように、みんなで行動し 
ましょう。 
 ８･３運動とは…普段の生活のなかで小学生の登下校時刻 
である午前８時頃と午後３時頃に散歩の時間を合わせる、 
あるいは外の用事を行いながら子どもたちを見守るなどの 
活動です。  

例えば 
・家の前に出て児童を見送る、出迎える」。 
・「おはよう」「いってらっしゃい」「おかえり」のあいさつ 

を交わす。 
・散歩・ジョギング・ウォーキング・犬の散歩 
・玄関先の掃除・庭の散水・庭の手入れ等 
 
 

 

 

百合が丘シニアクラブ連合会 
〔第２回レクリエーション大会〕開催される 

 

平成２９年９月３０日（土）百合が丘小学校に於いて「第２回 レクリ
エーション大会」が催されました。参加者延べ３５０名（当会員約１７０

名）という賑わいで、皆様の笑顔が絶えない一日でした。 
 午後９時からの開会式セレモニーでは亀井名張市長より「外に出て皆で
交流し、元気になっていただきたい」と励ましの言葉をいただき、このた

びの大会において参加者（会員のみ）の平均年齢が「81.3 才」と言う事
に対して「第６号 あれっこわい認定書」が授与されました。この事は当
クラブ会員にとって大変名誉な事で、謹んでお受け致しました。 

 午前中は「絆」「結」さんの太鼓で始まり、その後各自ゲームや軽いス
ポーツに挑戦。参加者最高齢９７才（西２）の女性達が車椅子でゲームに
参加され、皆に元気を与えてくれました。最後に今回の一番の盛り上がり

は「仮装行列」でした。各単位クラブの個性ある扮装や演技に会場では大
歓声が沸きあがり、興奮冷めやらずのうちに閉会となりました。 
 この度の開催については関係各位の皆様や、携わって下さった全ての

方々のお力の賜物と深く感謝申し上げます。来年も一層の努力を重ね、会
員の皆様に楽しんでいただけるよう、充実した企画を立案して参ります。
何卒、今後もご協力とご支援を賜りますよう、 

心よりお願い申し上げます。 
平成２９年１０月吉日 

会 長 丸岡 秀通   役員一同 

 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。 

 

亀山市神辺小学校ＣＳ説明会 
 

亀山市神辺小学校より百合が丘小学校におけるコミュニティ・スク

ール（ＣＳ）の取り組みについて発表して欲しいとの神辺小学校 校

長先生より依頼があり、１０月２０日（金）１９：００に実施しまし

た。今回の発表には神辺小学校の教員、地域代表、ＰＴＡの方が参加

され、熱心に説明を聞いていただきました。 

なお、コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の皆さん

がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒 

に協働しながら子供たちの豊かな成 

長を支え「地域とともにある学校づ 

くり」を進める法律（地教行法第 47 

条の 6）に基づいた仕組みです。 

百合が丘小学校は平成３０年度から 

開始しますが、今 活動している内容 

がそのままコミュニティ・スクール 

に移行することができます。 

 
 

泥棒、盗難が 

多発しています 

ご注意ください 
 

 車の盗難、泥棒、洗濯物

の盗難が多発しています。

泥棒に関しては日中に発

生していますのでご注意

ください。不審者を見かけ

たら警察に 

通報をして 

ください。 
 

 

 
 

   

 

 

 

 次回の 
「百合小こどもクラブ」の活動は 
11/11(土)チャイルドファーム
で育てた「さつま芋」を使って 

[芋あんパン]を作ります。 
 

２．報告事項  
（1）コミュニティ広場整備の件 
（2）新建築ルール説明会の報告 
（3）８・３運動のぼり設置の件 
（4）地域フェスタ自治会協力の件 
（5）専門部会・委員会 報告 


