
 
 
 

                                         

 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年４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 
12,19,26
（水） 

7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 23（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
14,28（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 5,19(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 11（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 24（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 6,20（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 10（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン（東 4） 18（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 3,17（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  2（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ お休み 市民センター 

みんなのこども映画会  22（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 5,12,19,26（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ初心者講習会  16 日（日） 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) 

 

平成 28年度の自治会長会の取り組みを振り返って 
 

 自治会員の皆さま。日ごろは自治会活動へのご理解ご協力を賜り誠にあ

りがとうございます。 

 自治会長会会長をさせていただいて早一年。その中で、特に集中して取

り組ませていただいたのは、百合が丘地域に於ける『“新しい建築ルール”

「用途地域」「地区計画」』の導入の取り組みでした。 

 地域づくり協議会『検討委員会』での 2 回に渡るアンケート調査など

のご苦労による到達点を全面的に引き継ぎ、地域でより一層のご理解とご

協力を賜るために、全班長を対象にした勉強会を開催し、220 名中 120

名のご参加をいただきました。 

 平成 29 年度は、新建築ルール導入の目的達成を念頭に、そのためのよ

り一層の“住民合意形成”に向けて、地域づくり協議会と自治会長会協働

の『新建築ルール特別委員会』を中心に、名張市とも協力協働しながら、

でき得れば 6 月からあらためて、全自治会員を対象にした『説明会』『勉

強会』などを皮切りに取り組んでまいりたいと考えています。 

 自治会員の皆さまには、より一層のご理解ご協力を賜りますよう重ねて

よろしくお願い申し上げます。 

 

2017 年 3 月吉日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 自治会長会 会長 木寺 正仁  

 
＜平成２９年度集会所管理人＞ 

 

名  称 氏  名 住  所 

東第１集会所  宮森 重満 東３-８４ 

東第２集会所  竹永 有里 東４-２２６ 

東第３集会所  
(上期)山中  哲 

(下期)山下 邦子 

東８-１２２ 

東８-２６１ 

西第１集会所  南出 恭孝 西１-１７２ 

西第２集会所  坂本 佳彦 西２-８８ 

南百合が丘集会所 山 内  勲 南百合が丘39 
 

４月からの一年間、よろしくお願い致します。 

 

 
「親子サロン」を始めます 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」 
 

 

子育て中の皆さん、いろいろな世代の地域の皆さん 

子どもを中心に楽しく交流しませんか？ 
 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」では、４月より乳幼児の親子と

地域の方が自由に集えるサロンを開催します。 

地域の民生委員さん、ボランティアさんを始め、名張市子育

て支援室、まちの保健室、こども支援センターかがやきのスタ

ッフのサポートで開催します。お話をしたり一緒に歌ったり楽

しいひと時を過ごしませんか？ 
 

【開 催 日】4 月 7 日（金）21 日（金）5 月 19 日（金）  

【開催時間】10 時～11 時 30 分 

【開催場所】ふれあいサロン「ゆこゆこ」 

【対  象】子育て中の親子・地域のみなさん 

【問合せ先】ふれあいサロン「ゆこゆこ」☎６２-７３６６ 

 

 

 

育児サークル「キキプチ」で一緒に遊びませんか？ 
 

 未就園児の親子が集まって、親子でホットケーキ作りや焼きそばづくり、夏に

はビニールプールで水遊び、冬にはクリスマス会など、いろいろなイベントをし

たり、いい天気の日は外で散歩や公園で遊んだりと楽しく過ごしています。 

お昼はお弁当やパンなど各自持ち寄り、一緒に食べたり、ママ同士で育児の情報

交換をしています。興味を持っていただけたらいつでも気軽にのぞいてみて下さ

い！！メンバー募集しています。 
 

【活 動 日】毎月第１・第３水曜日（変更の場合あり） 

【活動時間】１０:３０～１３:３０ 

【活動場所】百合が丘東第３集会所 
 

※この広場は運営資金として、 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会、 

名張社会協議会などから補助を受けております。 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 

 

 

【日 時】４月２２日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [ターザン] ディズニー映画 ８８分           
☆ゴリラのカーラに育てられた人間の赤ちゃんターザン。こどもの頃は、森の仲

間たちに姿・かたちのちがいから仲間はずれにされていました。そんなターザン

でしたが、成長をするにつれて森の中で生きるすべを身につけて、仲間達に認め

られるようになっていきます。ある日、初めて自分にそっくりな生き物に出会い、

自分の知らなかった世界があったことに驚きます。自分が生きる本当の世界を求

めるターザンの心の冒険をお楽しみ下さい。 

 ※アニメーションだから実現できた息をのむスピード感と迫力！心を揺さぶる

音楽と共にお楽しみ頂けたらと思います。ご家族揃って是非ご参加下さい。 

※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 
 

平成 28年度ふれあい交流部会を振り返って 
 

青蓮寺・百合が丘地域の夏の風物詩として定着している、ふれあい交流部会のメ

イン行事であります。 

「地域夏祭り」も、諸先輩方のご尽力のおかげを持ちまして昨年は第 30 回とい

う節目の開催となり、大勢の住民の皆様にご来場頂き、盛大に開催することがで

きました。 開催に当たりご協力を賜りました自治会、子ども会、シニアクラブ、

各種団体、出演者、地域づくり協議会、の皆様に心より感謝を申し上げます。  

平成 29 年度も新しい企画を取り入れ、幼児からシニアの方まで地域の皆様にお

楽しみ頂ける夏祭りの開催を予定しておりますので、今後とも地域づくり協議会、

ふれあい交流部会の活動にご理解とご協力を賜ります様、お願い申し上げます。 

ふれあい交流部会長 田中 幹夫 

 
広報部からのお願い 

 

自治会でイベント等の活動がありましたら、

広報に掲載しますので市民センターまでご連

絡いただければ取材に伺います。 



 

 
防災コラム「防災無線」 

 
 安全防災防犯委員会では防災無線の管理と訓練を 

行っています。年度初めに前担当者からの引継ぎと 

操作説明などを行い、その後は自宅で月 1 回の防災 

無線テストに参加していただいています。多少の無 

線機に関する知識と、無線通話の基本ルールを身に 

付けていただくことが目的で、無線テストでは機器の作動テストも兼

ねています。従来より、テストは毎月第一日曜日の夜 9 時から実施し

ています。これが忘れてしまいやすいのです。防災無線は担当の方が

SW をオンにしなければ始められません。そこが常時電源が投入され

ている携帯電話（スマホ）との大きな違いです。本来の目的からする

と実に奇妙なことなのですが、防災無線の担当者には、この月 1 回の

テスト日時を覚えていることが第一条件となっているのです。そのた

めに防災無線に担当された方には、メールアドレスを登録して事前に

予告メールを受けることをお奨めしています。 

安全防災防犯委員会委員長 岡本 譲 

 

 

 

 

百合小校区防犯パトロール隊 
（安全防災・防犯委員会） 

 
 

＜３月度実績＞ 
通常パトロール    昼 7 回 
特別下校時パトロール６回 

  
●各巡回とも特に異常なし 

 

２月末 青蓮寺地区において空き巣強盗事案が発生しま
した。児童の安全確保のため、百合小からの要請に応じ、
特別班を２班編成し登校時刻及び下校時刻に合わせ、青
蓮寺区及び東７番町・南百合が丘・赤目中学校まで緊急
巡回コースを設定し 2/1 ～ 2/4 の間重点巡回を実施
しましたが特に異常がなく、特別巡回班は解散し通常巡
回に戻しました。すぐそこ迄 春が来ています!! 心が緩
む気候になります、各御家庭の出入り口は常日ごろから
必ず施錠するよう防犯対策をして下さい。 
 協力者を募集中です！ 

  
一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  

３月度理事会の議題の報告     
３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】３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)次年度自治会長、専門部会長、委員長選任状況 

(３)協議会２９年度総会までのスケジュールについて 

(４)４月の臨時理事会について 

(５)各集会所管理人の選出状況と引継説明会の開催 

(６)専門部会、委員会の本年度事業評価シート提出と 

次年度の事業予定と予算について 

(７)駐車場事業について・料金設定について(議決事項) 

(８)ビジョン推進特別委員会の休会について(議決事項) 
 

      
 

  
「百合小こどもクラブ」通信  

〝平成 28年度「百合小こどもクラブ」終了しました。〟 
 

 ３月４日(土)は平成 28 年度「百合小こどもクラブ」最後の活動日です。 

今年度は 174 名の児童たちが登録をして、毎回の参加平均が 100 名超

えと言う大家族になり楽しい思い出をい 

っぱい作る事ができました。 

 最終回のプログラムは、恒例の[楽しい 

体力測定]で 1 年間の成長を確認です。 

10 種の測定を毎年〖個人カルテ〗に記入 

し、6 年間の成長を記録保存しています。 

成長している自分の記録を、落とさずに 

伸ばして行こうと頑張っている姿が頼も 

しいです。 

体力測定終了後は、 

今期全ての活動に参加 

した児童たちに皆勤賞 

を授与しました。 

今回の皆勤賞を授与 

された児童は 40 名。 

毎年増えていく受賞者 

数が“楽しいのバロメーター”だと感じています。来期も、もっともっと

楽しい「こどもクラブ」を目指してサポーターさんと一丸になって頑張っ

て行きたいと思っていますので、暖かい目で見守って下さい。 

 

 

 

 

 

     

 「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子 

3 月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 
 

古川  敏弘 様(東３） ３３回 

森川  三男 様（東３） ６６回 

森   省蔵 様（東５） １８回 

吉田 満津江 様（西３） ２８回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 
名張西高等学校 卒業式 

 
名張西高校の卒業式が３月１日 

に行われ、29 期生 191 名が卒 

業されました。 

卒業式にあわせて、毎年バス停の 

土手に地域のボランティアの方が 

卒業のお祝いメッセージを作成し 

ていただいています。 
 

 
百合が丘小学校 卒業式 

 
百合が丘小学校の第２５回 卒業式が３月１７日（金）

に行われました。寺嶋校長先生から卒業証書が手渡された

後、一人ひとりが将来の抱負や感謝の言葉を述べて７６名

が巣立ちました。 

 
 

 今年も、KAPLA（カプラ）コンテストを開催！！ 
 
「KAPLA（カプラ）ブロック」は、「ワンサイズの板」を積み重ねるだけで、

建物や乗り物、動物まで作れるフランス生まれの木製ブロックです。 

作る楽しさはもちろん、崩すことも楽しめます。 

小さなものも、大きなものも自由自在に作って楽しみましょう！ 

大人も夢中になりますよ♪ 
 

 〈日 時〉 ５月３日（水） 

      ５月４日（木）       

        ９:0０～２０:００ 
  

 〈場 所〉 市民センター 

多目的ホール 

  

 

 
朝のラジオ体操は新年度も続いています 

 
名張市が進めている「まちじゅう元気」は当地域でも、心・体・栄

養等、元気のためにいろいろ進められています。 

朝のラジオ体操もその一つで、新年度もこれまで通り自主的に、西

地区ではゆこゆこの駐車場、東地区では白樺公園で雨が降らない日は

毎日行っています。会場への往復を歩くことも運動です。どなたでも

参加できます。顔見知りになりお話をすることも、元気の源です。朝

の６時半にお会いしましょう。      

 (まちじゅう元気リーダーの一人 西 3 の齋藤より) 

 

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 

 
4 月「百合小こどもクラブ」の活動はお休みです。 

平成 29 年度最初の活動は 5 月 13 日(土)です。 

[入会式]と[桜もち作り]を行いますので、 

宜しければご参加・ご協力お願いします。 

詳細な年間予定表を 

各戸配布させて頂いています 


