
 
 
 

                                         

 

 

ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年３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」 
10,24,31
（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 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 

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（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  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 19 日（日） 10:00～ 市民センター前 

 

百合小校区防犯パトロール隊 
（安全防災・防犯委員会） 

 

＜２月度実績＞ 昼１０回  
●各巡回とも特に異常なし 
 

パトロールは、月に 2 回、都合の悪い 
ときはいつでも休めます。地域の安全には女性目線で
の観察が肝要です。危険な活動ではありません。 
2～3 人のグループで参加されては如何でしょうか。 
 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 

２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 

 

２月１１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 ２月 1１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)名張市生活安全推進協議会各部会の 

部会員の選出について 
(3)各自治会長の選任状況について 

(4)Ｈ29 年度のビジョン委員会について 
(5)用途地域指定の委員会について 
(6)Ｈ29 年度の行事予定について 
(7)コミュニティ広場管理受託について 
(8)地域功労者推薦について 

 

 
 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 
 

【日 時】３月２５日(土) １０：００～１１：４５ 

【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３] 103 分 
 
☆17 歳になったアンディは、大学へ行く準 

備を始めた。予期せぬ別れにおもちゃ達が戸 

惑っていたある日、手違いで保育園に寄付されてしまい

ます。おもちゃ達は新しい生活を楽しんで、アンディの

元へ帰ろうと訴えるウッディの話に耳を貸そうとはし

ません。ひとりで脱出に成功したウッディでしたが、仲

間達に危機が迫っていることを知り再び保育園に・・・

居場所の無くなったウッディたち。そんなおもちゃ達に

思いもよらぬ運命が待ち受けていた! 
 

※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 

地域を代表する２チーム、タスキつなぎ完走 
 

２月２6 日(日)第 31 回青蓮寺湖駅伝競走大会が、92 チームの参加で開催された。 

当地域を代表する出場 5 回目「ブルーリリーズ」と 2 回目の「百合小ティーチャーズ」

に応援に駆け付けた多くの地域住民が声援を送った。 

さらに、百合が丘こども和太鼓隊も太鼓演奏で選手を 

激励、会場を一層盛り上げた。順位は次の通り。 

混成の部参加 32 チーム中、【ブルーリリーズ(池田－ 

金藤－小泉―上栗－岡田)】5 位、【百合小ティーチャ 

ーズ(小谷－氏家－寺嶋－日口－森本)】24 位でした。 

 

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) 

 

 
ふれあいサロン「ゆこゆこ」職員募集 

気さくで、明るい方を待っています。 
 

【募集人数】1 名（６５歳まで） 青蓮寺・南百合が丘・百合が丘在住の方 

【職種・条件】簡単な事務・パソコンができる方/車の運転できる方/土曜日出勤できる方 

【採用日】平成２９年４月１日 

【勤務時間】９:3０～１６:３０（1 日６時間勤務）※シフト制になっています。 

【勤務場所】ふれあいサロン「ゆこゆこ」百合が丘西３-18 ☎62-7366 

【 時 給 】７８０円（健康保険はありません。労災・雇用保険はあります。） 

【応募方法】電話連絡の上、履歴書（写真添付）を市民センター窓口まで 

ご持参ください。（締切り３月１５日）面接日は後日ご連絡いたします。 

【お問合せ】百合が丘市民センター ☎64-6466 
 
 

資源ごみは地域回収へご協力お願いします 
収益は防犯灯、集会所の運営費等に活かされています 

 
 

古新聞・アルミ缶・雑誌・段ボール・牛乳パック・ペットボトル・古着タオル 

―回収日― ※雨でも回収しますのでご自宅前にお出しください。 

毎月第２・第３土曜日  南百合が丘・百合が丘西 1～6・東 1・9 

毎月第２・第４日曜日  百合が丘東 2～8 

 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」祭りを開催します 
 

平素は、ふれあいサロン「ゆこゆこ」の運営 

にご協力頂きまして誠にありがとうございます。 

時の経つのは早いもので「ゆこゆこ」が開設さ 

れて早や２年になろうとしています。このたび 

「ゆこゆこ」祭りを企画しましたので多数ご参 

加くださいますようご案内申し上げます。 
 

【開催日】4 月 15 日（土）10：00～14：00 
 

【場 所】「ゆこゆこ」駐車場 ※詳細は、「ゆこゆこ」便り 4 月号でご案内いたします。 

 

 

＜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緊急車両の通行 

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。 

 また、前山公園の駐車場にも長時間駐車さ 

れていることが見受けられます。公園・郵便 

局等のご利用以外の駐車はご遠慮ください。 

 



 

 
防災コラム 

 まもなく年度末を迎えます。自治会、協議会でも多くの役員が交代されます。役員を務めるのは大変です。

何よりも時間を取られますし、それなりの知識や経験も必要となります。しかし、さほどの人物でなくても

務められるのも事実です。それに、やってみれば人とのつながりもでき、やりがいが得られて、楽しいこと

もあります。「普通の人」が役員を務められることも地域活動の一つの理想だと思います。 

 安全防災防犯委員会が対象としているのは主に大きな災害です。いつ起こるか分かりません。少なくとも

年度替りとは何の関係もありません。安全防災防犯委員の方には複数年度の就任をお願いしています。担当

してみて初めて分かることもあり、知識や経験が役立つことも多いからです。一時的な情熱がこの役目に向

いているとは思えません。普段からの、地道で持続可能な活動が必要なのでしょう。静かな熱意と確かな責

任、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 

 

 

 

百合小４年生が心を込めて 
卒業式・入学式の花道を飾ります。 

 
 

百合が丘小学校の４年生が昨年１０ 

月２７日にデモルホセカの花の種を植 

え、ハウスの中で育てたお花を２月２ 

３日に「ひだまり」のボランティアの 

方の支援を受けてプランターに移植し 

ました。このお花は３月の卒業式に飾 

られます。 

 

 

 

「百合小こどもクラブ」通信 
〖あれっこわい認定書〗第 1 号を頂きました✌  

 2 月 4 日(土)百合が丘小学校を会場として、節分の恒例行事[なが～い巻

きずし作り]を行いました。 

今年は昨年の 43m を超す 50m に挑戦です。 

巻きずし作りに用意したすし米は何と 32kg!  

具材 310 本分!これらを 310 枚の焼きのりを 

使って 1 本に巻き上げると言った大仕事を、 

こども達 120 人と保護者・地域の皆さんの 

ご協力を頂き、見事に達成することが出来ま 

した。記録は 50m 越えの 53.65m!! 

名張市の亀井市長さんも応援に駆けつけ巻き 

ずし作りのお手伝い(^^♪ その場で記録達成 

を確認して頂きました。〖あれっこわい認定 

書〗第 1 号は、以前から“自称 名張ギネス 

に挑戦”とこども達と頑張って、やっと手に 

入れた宝物です。みんなの夢が叶いました。 

こども達と来年は 55m って約束したのに、 

テレビ・新聞の報道で“60mに挑戦”と延長されていました。 

ご期待にお答えして60mに挑戦します(笑) 記録更新を楽しみにしていて

下さいね。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、3 月 4 日(土)9:30 から市民セ

ンターで行います。28 年度最後のプログラムは体力測定・修了式・皆勤賞

の授与です。プログラム終了後は[交通安全]の紙芝居と人形劇をご用意して

おりますので、是非、ご参加下さい。 

「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 
 

４月より次の種目を開講します。その前に開講種目の無料体験教室を実施
しますので気軽に参加してください。各種目とも定員は１５名程度です。  
１．「バドミントン＆スポンジテニス」 
（１）日 時 ：３月２４日(金) 午後７時３０分より 
（２）場 所 ：名張西（名張青峰）高校体育館 
（３）対象者 ：小学生以上（親子で参加可） 
（４）持ち物 ：体育館シューズのみ 
 
２．「卓球」 
（１）日 時 ：３月２５日(土) 午後４時３０分より 
（２）場 所 ：百合が丘市民センター 多目的ホール 
（３）対象者 ：小学生以上（親子で参加可） 
（４）持ち物 ：体育館シューズのみ 
３．「ペタンク」簡単な競技で、どなたでも出来ます。 
（１）日 時 ：３月 17 日(金)、24 日（金)  9 時～11 時 
（２）場 所 ：百合が丘市民センター 芝生広場 
●やさしいヨーガ教室 
百合が丘市民センターで毎週木曜日 11 時～継続教室 
ヨーガ教室は継続して開催中途中入会も大歓迎です。 
 
 

 
【問合せ先】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 松田・畑 
電話 ６４－６４６６、FAX ６４－６４６７ 

 
 

2 月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 
 

 

篠原 敬一 様（西２） ２５回 

森  恭子 様（東５） ２６回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

学校支援ボランティア「ありがとう集会」 
 

２月１５日に百合が丘小学校でありがとう集会が開催されまし

た。日頃 ほめほめ隊、クラブ等で地域 

の人々がボランティアとして入っている 

ことに対する児童の感謝の集会でした。 

小学校の体育館で学年毎、各クラブがボ 

ランティアの方々にお礼の歌、ダンス等 

を披露していただきました。集会の最後 

には児童がボランティアの方にお花とメ 

ッセージを書いた首飾りをいただき、ボ 

ランティアの方々が感激していました。 

 
各部会活動状況報告 

―教育文化部―         部会長 糸賀 保 
日頃より地域の皆様にご協力いただき感謝しております。 

２月には、毎年恒例のこどもクラブによる長い巻き寿司に挑戦し、

昨年の記録を更新し53.65メーターもの長い巻き寿司を作ることが

出来 名張市（あれっこわい認定）第一号に表彰していただけまし

た。これからも子供達といろんな物に挑戦し楽しみたいと思ってお

ります。 

学習支援活動では、百合が丘小学校と連携しほめほめ隊の日頃の活

動が認められ文部科学大臣表彰をいただけサポーターの皆さんの励

みにもなっております。 

まだまだたくさんのイベントを行っておりますので、地域の皆様と

共によりいっそう学校・家庭・地域の和を深めて生きましょう。 
 

―福祉健康部会―       部会長 倉坂 洋子 

 高齢者サロン（さわやか・お茶べり・シネマ）は、毎月多くの参

加が有り内容に苦慮していますが、ボランティアさんの協力のもと

順調に進めています。 

子育てサロン（つどいの広場・キキプチ・スキップ）においては、

独自のサロンとしてそれぞれ協力し合いながら楽しく実施していま

す。配食サービス“ゆりの花”事業は、4 班とも 12 人前後の方た

ちに協力を頂いております。各サロンともに、今後は更なる利用者

の拡大が課題のように感じています。 
 

―生活環境部会―       部会長 西村 四郎 

 ２年前、地域のまちづくりはもとより環境整備に身も心も捧げて

くださった一人の篤志家が「綺麗な街から美しい街へ」という言葉

を残して天国へ旅立たれました。その「志」はクリーンゆりの活動

として受け継がれています。 

 生活環境部会は、クリーンゆりの皆さんと一体となって６月と１

１月の「ゆりの坂清掃」及び第４日曜日の各自治会の外周道路の清

掃と年末年始の地域の清掃を行ないました。 

しかしながら各地区の公園のあり方については初夏の草刈りと秋の

草刈の間に成長する草が子供たちやお年寄りの憩いの場として良い

状態を欠いているというご意見をいただきました。 

確かに常に快適な公園を保てていないように思います。今後の課題

として改善したいと思います。 
 

―安全防災・防犯委員会―    委員長 岡本 譲 

安全防災・防犯委員会では、2 月 5 日の定例委員会の中で「災害

想像ゲーム（DIG）」を実施しました。DIG は図上防災訓練の一つで

すが、世間にはあまり普及しておらず、実施に当たっては三重県の

防災技術指導員の方に指導していただきました。当日は 24 名の委

員のほか名張市危機管理室、梅が丘からの体験希望者の参加もあり

ました。実施に当たっては、一般的な手法の体験ではなく、この地

域の実際の地図の上に、活断層・河川・避難所・消防水利などを書

き込んでいきながら、災害時の行動を新たな視点から考えることが

できました。参加者からは「防災への理解が進んだ」「通信手段の重

要性に気付いた」「防災マップを我々で作るべきだと思った」などの

声がありました。今後は委員会の活動の一つとして定着させ、防災

活動のレベル向上に役立てたいと考えています。 

 


