
 
 
 

                                         

 

 
百合小学校支援ボランティア活動 

文部科学大臣表彰受賞報告と活動内容説明会開催 
 

１月２９日午後、地域住民のほか市長、教育長、教委、各地域づくり関係者、学校

関係者など 50 名が参加して行われた。奥本百合小学習支援コーディネーターから受

賞の報告、畑センター館長から学校支援の現状と課題の説明。13 年前に挨拶運動か

ら始められた濱野完司さん、7 年前学習支援が始まった当時の元校長手塚倫生さんか

ら当時の思いや苦労の話、米作り体験学習と授業に入る学習支援の活動を支え続けた

齋藤公太郎さん等が話し、ご苦労の積み重ねで現在の活動があることを実感した。ま

た、ぶどう学習を 23 年間続けている青蓮寺の山口繁一さんは、地域の方にとにかく

参加して楽しんでほしいと語った。最後に百合小寺嶋校長から「百合小の自慢」とい

うこの地域に住む喜びと感謝にあ 

ふれる児童の作文が披露され、こ 

の活動の大切さを再認識し、地域 

住民に生きがいあるこの活動への 

協力参加を呼びかけた。 

 

ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年２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 1,8,15,22（水） 百合小校門前 

クリーンゆり 26（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
10,24（金） 10:00～12:00 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 27（月） 13:30～ 東第 1 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 

ユリの木サロン（東 4） 21（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 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 4（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  18（日） 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 お休み 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） 

 

 

＜１月度実績＞ 昼9 回 ●各巡回とも特に異常なし 
 

パトロールは、犯罪の抑止効果を目的と 

しています。事件、事故に遭遇、発見し 

ても警察に通報するのみで危険を伴う活 

動ではありません。 

協力者を募集中です！ 

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 

１月度一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
理事会の議題の報告 

 
 

１月１４日に開催されました理事会の議題を報告します。 
なお、理事会の議事録は別途自治会内で回覧されます。 

    

日 時 1 月 1４日（土）19:30～21:00 

場 所 百合が丘市民センター多目的ホール 

議 題 (1)各専門部会・委員会からの報告 

(2) H29 年度各自治会役員選出状況について 

(3)第 8 回総会までの日程について 

(4)各専門部会・委員会 各事業の 

H29 年度活動計画と予算作成 

(5)「ゆこゆこ」の事業会計報告 

(6)学校支援ボランティア活動報告会のご案内 

(7)地域力アンケート（18 歳以上）の件 

 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 

 
 

【日 時】 ２月１８日(土)１０：００～１１：３２ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】  [トイストーリー２]ディズニー・ 

ピクサー映画 ９２分 
          
☆おもちゃのコレクターが喉から手が出るほどの超プレミ

アム人形のウッディーが盗まれた!! バズ達おもちゃ仲

間はウッディーを助け出すために決死の覚悟で外の世界

に飛び出した。あらゆる試練を乗り越えて、やっとの思

いでウッディーに会えたのに・・・ 

 ※楽しさ、感動、映像、アクション!! 今回の[トイ２]はも

っとすごいです。こどもも大人も楽しんで頂けると思い

ますので、ご家族揃って是非ご参加下さい。 

 3 月には、“トイストーリー３”を上映予定です。 

※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 
 

 

防災コラム  「防災アンケート」 
 

 自治会からの提出が出揃い、今年度の防災アンケート集計ができました。防災アン
ケートは何のために行うのでしょうか。最大の目的は、当然、現状の把握です。現状
がどうなのかが分からなければ、防災への取り組み方も決まりません。また、現状に
は昨年度との比較も含まれます。それが、どう変化しているのかも重要だからです。
そのために質問の多くは例年同じ内容を繰り返すことになります。さらにアンケート
には、もう一つの意味があると思います。それは、防災についてどう取り組んでほし
いかが設問に含まれていることです。質問を読めば作成者の意図が読み取れます。 

今回のアンケートの詳細については、各自治会を通じてお知らせしますが、今年度
の傾向を一言で言うなら、「災害への不安は増大しているが、具体的な対策は進んでい
ない」ということです。不安は行動への要因とは言えますが、実際の行動を起こさな
ければ、何ら前進はありません。住民の皆さんには心して取り組んでいただきたいと
思います。根気を持って取り組める方に担当していただきたいと願っています。     

                                             安全防災・防犯委員会 
 
 

 

 
「地域功労者表彰」の公募について 

 

 この制度は、広く百合が丘地域を支える、ボランティア活動や地域社会に貢

献する活動を通して、他の模範となる善行を積まれた功労者を表彰するもので

す。この対象は、概ね 5 年以上にわたり、公道・公園・集会所など公共の場の

清掃活動や、青少年の育成、見守り、また安全防災活動等を実践され地域の活

力づくりに貢献された、個人又は団体を対象として一般公募致します。 

 地域自治会長からの推薦書が必要です。 

 「推薦書」は、市民センターにありますのでお問い合せください。 

（公募締切期間は３月末まで）        地域づくり協議会 

 ＜公共の場所・施設のゴミについて＞ 
 

地域内の公共の場所、施設等にゴミ（ペ

ットボトル、お弁当の殻等）、動物のフン

が捨てられていることがあります（不法投

棄となり罰せられることになりますので

ご注意ください）。ゴミは必ず持ち帰って

いただくようお願いします。また、道路に

タバコの吸い殻が捨ててある光景も見受   

けられます。 

公共の場所・施設 

          を含めて街をきれ 

いするようにお願 

いします。 

＜路上駐車について＞ 
 

最近、路上に車が長時間駐車

されていることが見受けられま

す。路上に車を長時間駐車され

ますと、交通障害が発生したり、

歩行者に迷惑をかけることにな

り事故の危険性が高くなりま

す、また、救急車または災害時    

の。急車両の通行に支障が出て 

きますので、極 

力長時間の駐車 

は避けるように 

お願いします。 

 
 

 

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) 

 

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) 

 

 



 

 

投 稿 『私の生活と健康』     東 3 森川三男  ８９歳 

高齢社会とはいえ自分が 100歳まで生きるというのは、あまり想像がつきません。この正月で「歩こう会」の

カード 64枚(3,200日)を達成しました。 

先ず、健康について食生活が大事と思います。100 歳以上の多くの方はいわゆるボケを発症しており心身とも

に元気な方は一割。健康長寿のカギの一つは食事にあります。100歳までボケないために「何をどうするか」が

大切なのです。きちんと朝食を摂ること、朝食を抜いて昼食を食べると血糖値が一気に上がり、これが習慣にな

ると肥満になりやすい。100歳以上で糖尿病の方はごく少数。肥満や糖尿病は健康長寿の大敵なのです。老化を

おくらせるには、体の酸化を防ぐ必要があり抗酸化作用のあるものを食べることです。おすすめは魚のサケ。サ

ケの身の抗酸化力は抜群です。魚と肉は一日ごとにとるようにしています。野菜ではブロッコリー、野菜には抗

酸化作用や、がん細胞を増やさない抗腫瘍作用があり、またトマトなどの他の野菜もよいのでサラダは多種類を

食べています。私は朝、食パンにチーズ、キャベツ、バナナ、卵 昼は納豆、玉ねぎをスライス(生)水にさらさ

ない 12～30 分で辛みが取れる。生わかめ、ジャコ。夕食は小松菜(カルシュームが多い)タマネギ、人参、しい

たけ、ごぼう、ブタとの相性は抜群です。または、焼魚(シシャモ、サケ)等キャベツ、納豆。 

もう一つ健康維持のためには運動が大切です。足は第 2の心臓といわれるように足を活発に動かすことは全身

の血流を良くしますウォーキングは最近、身近で手軽にできる運動です。メタリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防の他、最近では脳の神経細

胞を活性化する効果もあるといわれています。私はさわやかに晴れた朝は何とも言われないほど心地よい、早朝にノルディックウォーキングで一周

して「ゆこゆこ」の駐車場でラジオ体操を行っています。寒い中 20数名参加されています。 

また、月曜日は 6時 40分頃よりノルディックに参加、体の 90％の筋肉を動かすことで通常のウォーキングよりカロリーを燃焼することができま

す。両足首に腰、膝、足首や関節等にかかる負担は軽減でき楽に感じるのがノルディックウォーキングの最大の特徴です。また 10 時からはスクエ

ァステップに参加し認知症予防にもなります。運動と頭を使うことで快活になり笑いも出ます。もう２年目にもなり頭の回転も少し動くようになり

皆についていけるようになりました。現在も私は適正体重を維持しています。血圧 70～120正常です。毎日万歩計で 8,000歩以上目標にしています。     

 

 

 

 

― 地域便り ― 東 6・7番町自治会 
 

 東 6・7 番町は 6 番町が 5 班、7 番町が 11 班の計１６班で構成

されており、３００を超える世帯数は百合が丘の中でも最大となっ
ています。また、児童の数も多いですが高齢者の数も年々増加傾向
であり、７０歳以上の方は１００人に達しています。防災訓練を始

めとした全体行事への参加人数も多く、住民の皆様からのご協力に
感謝しています。これからも常日頃のご近所付き合いを大切にし、
さらに住み良いまちを目指していきます。 

東 6・7 番町 自治会長 三輪 芳揮 

 

  

 

 

 

「百合小こどもクラブ」通信 
 

寒さなんかへっちゃらだい!!  

 1 月 14 日(土)今年初めての活動をしました。 

今回は「寒さに負けない体力作り」をテーマに[寒中ミニ運動会]を行いまし

た。種目は 5 種類で 8 チームの対抗戦です。ロケットボール投げ・二人三

脚・チーム対抗リレーの 3 種目は 風の強い、とても寒いグランドで・・・

本気で寒かったけれど、いざ競技が始まると寒さなんかなんのその、みん

な必死で競技に取り組んでいるので、体がポカポカになって来て寒さが気

持ちいいくらいでした。 

 その後、風がさらに強くなってきたので満員電車・パン食い競争の 2 種

目は市民センターの多目的ホールに会場を移して行うことにしました。今

回の[寒中ミニ運動会]で優勝したチームには金メダルが授与され、「寒かっ

たけど、チームで作戦を練って頑張った!!」と喜びを伝えてくれました。 

 縦割りのチーム編成に生まれる仲間意識って大切なものです。いつまで

もその気持を忘れないで・・・ 

 

   

 

 

 
 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、2 月の季節行事[なが～い巻き

ずし作り]を行います。今年は昨年の 43m をはるかに超す 50m に挑戦。

自称名張ギネスを更新したいと思っていますのでご期待ください。[なが～

い巻きずし]を成功させるためには、たくさんの人手が必要です。お手伝い

願えたら助かります。２月４日(土)9:30 百合が丘小学校で行いますので、

ご参加・ご協力の程、宜しくお願い致します。 
「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子 

 

 

百合が丘総合スポーツクラブ活動通信 
 

百合が丘総合スポーツクラブでは、1 月より「やさしいヨー 

ガ教室」を開講しました。ヨーガは誰でもいつでも始められ、 

やさしく無理なく、そして体も心も健康になります。是非ご参加ください。 
 

【日時】毎週木曜日 午前 11 時～12 時  【場所】百合が丘市民センター   

【会費】月額 4,000 円( 1 回 1,000 円)  【講師】パドマ会認定講師 
 

また、次に示す３種目を実施しており、どの教室も募集中です。 

もっと多くの方に健康づくりや人とのふれあいを感じていただくために活

動しています。 

・小中学生硬式テニス教室(日)１８名参加 

・一般硬式テニス教室(月・水)９名 

・小学生ドッジボール教室(火)２５名参加 
 

 また、次の種目を３月より行う予定にしていますので、皆さんの参加を

お待ちしています。 

●「親子でバドミントン＆スポンジテニス」《毎週交互に実施》 

●「親子で卓球」《月３回程度市民センターで土曜日に実施》 

●「ちびっ子スポーツ広場(小学生低学年向けの陸上教室)」《3 月 11 日(土)》 

●ペタンク体験教室《3 月毎週金曜日 9 時～11 時》 

※問合せ先は、百合が丘市民センター内 松田・畑まで 

 

東 6・7番町年末夜回り 
 

 東 6・7 番町では歳末夜回りが恒例の行事となっており、寒い時

期ではありますが子どもと大人が一緒になって番町内を練り歩きま

した。『ひのよ～じん！』。最初は、恥ずかしさのせいか子どもの

声も小さくまばらでしたが、大人の方の声につられて次に大きな声   

が出てくると、自分から積極的に声掛けを始めてくれました。 

夜回り終了後は、集会所で豚汁やおにぎ 

りを食べながら、みんなでわいわいと懇親 

を深めることができました。 
 

東 6・7 番町 自治会長 三輪 芳揮 

 
 

西 3・6番町年末夜回り 
 

12 月 28 日(木)29 日(金)の 2 日 

間、恒例の年末夜回りを行いました。自治会・山麓会(敬 

山麓会（老人会)・こども会が合同で 

行う今年最後の行事です。集合時に 

「寒い!寒い!」と言っていたこども達 

も、いざスタートとなると元気よく 

しっかりとした足取りで「火の用心!!」と大きな声を出して最後まで

歩くことが出来ました。途中で「暑い!暑い!」と言って上着を脱ぐ子

や走り出す子もいて、「こどもは元気だなぁ~♪」と感じました。 

普段出歩かない時間帯の活動ということもあり、最初は参加するこ

とに緊張していたみたいですが、一緒に回って下さった大人の方々

に親切にサポートして頂き、とても楽しかったみたいです。 

様々な事情で行事などが削減されていく中こども達にとって、とて

も良い経験をさせて頂いたと喜んでいます。今後も長く続けて欲し

いと思いました。本当にありがとうございました。         

西 3・6 番町子ども会  会長 池田 亜加利 

 

 

１月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 
 

 

安川 和子 様（西２） ４回 

齋藤公太郎 様（西３）１７回 

齋藤美代子 様（西３）３３回 

森川 三男 様（東３）６５回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

東 3番町年末夜回り  恒例の夜回りで〝火の用心〟 
 

昨年 12 月 23 日（祝）17 時から名張消防署の協力を得て、防災

ビデオ学習行い、班長を含む役員、老人クラブ会員、子ども会員ら

５０名が東３番町を〝火の用心〟を呼びかけながら夜回りしまし

た。その後、全員でぜんざいをいただき冷えた体を温めました。主

催をしたのは、「東 3 番町女性防火クラブ」でメンバーは役員の妻

や女性班長です。自治会内の防火啓発や市の消防フェスタの協力な

どを行っています。百合が丘では、唯一の女性防火クラブとなって

います。ぜひ皆さん自治会でも火災から自治会を守る、女性防火ク

ラブの結成を検討してみてください。      東３番町自治会 


