
 
 
 

                                         

 

 
百合小校区防犯パトロール隊 

 

＜４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 

 

新一年生の「下校時見守り活動」に思う 
 先般千葉県我孫子市において、低学年女児の拉致殺害事件が発生し

ました。百合小では預かる児童の安全確保の必要性を重んじ、校長先

生より登下校時の安全確保の観点から地域づくり協議会に、新１・２

年生の低学年児童の「下校時見守り活動」の協力要請を受け、協議会

の安全防犯実践部門である百合小校区防犯パトロール隊に常々地域

の宝と考えている当地域児童の子育て安全対策として、「下校時見守

り活動」をぜひ立ち上げ百合小からの要請に応じたいとのことでる。

防犯パトロール隊としては緊急を要する事案と判断し、隊員全体で協

議することもなく防犯パトロール隊長と副隊長が相談し、協議会会長

に即体制を確立するので、校長先生に協力させて頂く事を伝えて頂き

ました。 

 早速、百合小校区防犯パトロール隊では全隊員宅に緊急招集分を配

達し、隊員の皆さんのご都合の良い日に「下校時見守り活動」を 

一活動日７名を目標に参加協力要請を行い、１日平均９名ものご参

加を頂き、４月の第２と第３週の月・火・木曜日に見守り活動を実践

しました。 

結果、大変重要なところに手落ちの有ることに気づき、現在早急に

改善すべき協議を行っております。 

この活動は生半可な考えでは意味がない、定められたメーンの通学

路は多くの児童が連なって下校しますが途中から各御家庭に分散し

て帰宅します。 

この時以降、児童は最悪単身で帰宅することに成り、見守り隊員が

全ての児童たちを見守ることは出来ないのです。 

 このことから、地域の宝は地域全体で育てる送る人（パトロール隊

）と受ける人（各地区の住民さん）達でネットワークを組み、新学期

から当地域で始めた８・３運動と重ね合わせ、更に住み良い地域力の

構築を願っています。          安全防災・防犯委員会 

ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年５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 
10,17,24
31（水） 

7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 28（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
12,26（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 17,31(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 9（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 26（金） 13:30～ 西第２集会所 

さわやかサロン 
4（木） 

18 日はお休み 
10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 8（月） 10:30～ 西第 2 集会所 

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

東５高齢者サロン 1,15（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  7（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 13（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  27（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 10,17,24（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 19（金）  10:00～ 市民センター前 

 

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 
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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) 

 

 

地域で支える子育てサロン百合が丘「つどいの広場」 
 

 

未就学園児とその保護者が集い、情報交換できる「ひろば」です。 

気軽にほっとできる「親子の居場所」を一緒に作っていきましょう。 

お子様がいる方はもちろんのこと近いうちに赤ちゃんをお迎えする方も 

ぜひどうぞ力強いサポートもあります。お気軽にお越しください。 

お待ちしています。晴れた日は敷地内の公園でも遊べます♪ 
 

 

 

【開催日】毎月第２･４･５金曜日(月により例外あり) 

【開催時間】１０:００～１４:００ 

【開催場所】百合が丘東第３集会所 

【参加費】無料 
 

 

   
      ※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、 

名張市社会福祉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】５月２７日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [ピノキオ] ディズニー映画  上映時間８８分          
 

☆心優しい人形作りのゼベットが心から願っているのは、木造りの操り人
形ピノキオが本当の人間になり自分の息子として育てることです。ある

夜、妖精が現れ「命は吹き込むが、正直で勇気ある優しい心をもたなけ
れば、人間にはなれない!」と告げます。命を授かって嬉しくてたまらな
いピノキオは、そんな約束をわすれて好き勝手なことばかり。ゼベット

の愛情の大きさを知った時、ピノキオに人間の心が試される試練が・・・ 
 ※こどもの頃に見た[ピノキオ]。大人になってゆっくりと見てみたら、

心温まるストーリー・音楽に感動。「願いは必ず叶う！」このことにも

改めて気付かされました。こども達だけじゃなくて、大人の方にも、
もう一度見て頂きたい作品です。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 
 

平成２８年度 会計、資産管理及び業務監査の結果について 
４月 1６日（日）13:30～1６:30、市民センター会議室（小）において監
査委員会の平成２８年度末監査を受けました。監査結果は次のとおりです。 
1. 主な監査提出資料は… 

①期末決算・現金出納帳及び預貯金残高などの帳票 ②資産管理台帳 
③専門部会等の業務評価シートです。 

 
2. 監査結果 
① 会計処理については、適正に処理されている。 ② 資産管理について

は、適正に管理されている。 ③ 業務活動については、活動計画に基づいて
概ね予定どおり行われている。との監査結果でした。 

 
 

第 31回夏祭り 出演者大募集！ 
 

開催日：８月５日（土） 
青蓮寺・百合が丘地区に在住の個人や団体で、夏祭りの 

ステージで演奏や演舞等で出演を希望の方は、百合が丘市民 
センターで申込書に必要事項をご記入頂き、申し込んで下さい。 
審査の上、出演の可否をご連絡させて頂きます。 

ふれあい交流部会 

 

 

「青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会総会」の開催について 
５月２１日（日）午前９時から百合が丘市民センター多目的ホールにおい

て、第８回青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会総会を開催いたします｡主な
議題は、次のとおりです。 

 
１．平成２８年度事業活動報告、決算報告、会計・資産管理・業務監査の 

結果報告について  
２．平成２９年度理事、代議員 等（案）の承認について 
３．平成２９年度事業活動方針、事業計画及び予算（案）について 
  
この総会は、代議員制を採用しています。すでにご案内のとおり、旧（平

成２８年度）代議員、理事、監事の皆様におかれましては、ぜひ、出席のほ
どお願いいたします。 

 
 

シニアクラブよりベンチ寄贈いただきました 
 

シニアクラブより市民センターの玄関前と芝生広場にベンチを寄贈して

いただきました。以前からグランドで使用していたベンチが壊れたので新

しくして欲しいとの要望があり、今回 寄贈していただきました。本当に

ありがとうござい 

ました。 

大切に使用させ 

ていただきます。 
 

 時間内出入り自由です。 

お子さんのペースに合わせてご参加 

いただけます。ランチ持参ＯＫ♪ 

昼食もみんなで楽しめます。 

 



 

 

 

 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会   
―４月度理事会の議題の報告―    

４月８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】４月８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)新理事候補の紹介 

(２)平成２８年度決算(案)について 

(３)平成２９年度予算(案)について 

(４)駐車場新規事業に関して 

(５)専門部会報告 
 

 
 

―４月度臨時理事会の議題の報告― 
 

【日時】４月２５日（火）19:30～ 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】(１)平成２９年度第８回総会議案書について 

(２)シニアクラブ連合会への助成金及び 

レクリエーション大会の共催の可否について 

 
 

４月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 
 

林  基子 様(東３）１４回 

林  睦雄 様（東３）１４回 

高橋 重子 様（西２）３８回 

齋藤公太郎 様（西３）１８回 

齋藤美代子 様（西３）３４回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

平成 29年度の自治会長会会長として 
 

 青蓮寺・百合が丘地域にお住いの自治会員の皆さま。 

平成 28 年度での自治会活動にご理解ご協力賜り誠にありがとうございました。 

さて、今期平成 29 年度は、百合が丘地域に於いて、『“新建築ルール”「用途地域」「地区計

画」』導入に向け、本格的に取り組まなくてはなりません。そのためには、何にも増して大切

で不可欠な住民合意に向け、今まで以上の努力が求められています。 

円熟期を迎えようとする街百合が丘、その街にふさわしいより確かなルール（法律）で裏打

ちされた街、そのバックボーンとなる『“新建築ルール”「用途地域」「地区計画」』導入に向け、

6 月からの本格的な取り組みに、皆様のご理解ご協力賜りますよう重ねてよろしくお願い申し

上げます。 

2017 年５月吉日 青蓮寺・百合が丘自治会長会 会 長 木寺 正仁 

 

新自治会長さんからの 

自己紹介や抱負などメッセージ 

昨年９月に越してきたばかりいきなり任命

された大役、正直戸惑いと不安しかありませ

んでした。隣近所しか面識がない生活でした

が、最近では色んな人が訪ねてきたり、こち

らから出向いたりと、住民の方と接するいい

きかっけにもなりました。 

今は引き継ぎや与えられた仕事をこなす事

で精一杯ですが今後は地域の為に何が必要

か、何ができるのか、ゆっくり考えながら取

り組んでいきたいなと思っていますので今年

１年間よろしくお願いします。 
 

東１番町自治長 渡辺 宏行 
 

 
今年度、自治会長を務めさせていただく事

になりましした。百合が丘に居を構えたのが

２０数年前。十数年前に副会長をやらせて頂

いた時とは違う事が多く、戸惑っています。 

また、現在勤務地は奈良であり、朝６時前

に家を出て、夜は遅くに帰宅するという日々

が続き、仕事と自治会長との両立は、かなり

不安です。しかし、例年の活動の実行と総会

や引き継ぎで聞かせてもらった課題を少しで

も解決できるように、本年度の自治会役員（班

長）とともに頑張りたいと思っています。み

なさんのご支援、ご協力をよろしくお願い致

します。 
 

東２番町自治会長 川邊 博 

 

当自治会は、29年1月現在、225世帯578

名で構成されています。その内 70 歳以上の方

が 100 名を越え、１人暮らしの高齢世帯も増

えています。 

自治会では、困ったときは、お互い様を合

言葉に活動を展開し、安心して暮らし続けら

れるまちづくりを目指して参ります。 
 

東３番町自治会長 奥村 和子 

９年振りに５度目の自治会長を引き受ける

ことになりました。高齢になった今、私が願う

ことは地区住民同士の深いつながりです。昔で

言う「向こう三軒両隣」という言葉を思い出し

ます。 

 まず、日頃からの各班での見守り活動、災害

時の安否確認の徹底、次に地域住民の親睦を図

るための日帰りバス旅行を計画しています。三

番目に住宅内の「用途地域」の解決、環境整備、

公園、道路、宅地草刈り、交通安全等の活動を

住民こぞっての参加をお願いし絆を深めてい

きたいと思います。東四番町に住んで良かった

と言われるように会員の皆様とご一緒に自治

会活動を進めていきたいと思います。 
 

東４番町自治会長 谷口 侃 
 

私のような新参者が大役を仰せつかって大

丈夫だろうかと不安もよぎりましたが、微力

ながらでも自治会の運営に貢献できればと思

いお受けいたしました。 

ゆきとどかない点もあるかとは思いますが一

生懸命務めさせていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 
 

東 5 番町自治会長  林  好美 

はじめまして。東８番町にＨ27 年 8 月に引

越して来て一年半、まだまだ自治会について何

も知らない中、妻がくじ引きで自治会長を引当

て、断るような身勝手も出来ずお引き受けさせ

て頂いた西森です。幸いにも班長さんに恵まれ

助けられながら、東８番町を少しでも住み良い

環境になればと頑張ります！先日班長さんと

自治会費のお願いに伺った時、賛同してもらえ

ず『お前』呼ばわりされた上、『自治会は何も

していない！』と罵声まで浴びせられました。

こういう人達が増えていく百合が丘にはした

くない、否してはいけないと心に決め、『自治

会は何もしていない！』と簡単に言われないよ

う自治会必要性に理解の無い人にも判る形で

自治会運営をしていきたいと思います。東８番

町はゆりの坂一斉清掃や防災訓練等の行事参

加率が低いと名指しで言われていますが、私が

知る限り面白く感じの良い人達が特に集まっ

ている番地だと思いますので、東 8 番町の良さ

が百合が丘全体にわかっていただける事も目

標の一つとし頑張っていきたいと思います。 

皆様宜しくお願いします。 
 

百合が丘東８番町自治会長 西森 隆司 
 

わたしたち西 3・6 自治会は、月に１

度のクリーンデー、年に２度の公園清掃

を行っており、環境の美化に努めるとと

もに自治会員の親睦を図ってまいりま

した。 

また、自主防災隊を発足させ、自治会

防災活動の在り方を形にしようと模索

を続けているところです。高齢化が進む

中、皆様がご負担に感じられることも多

くなってまいりましたが、だからこそ一

層のご協力無くしては運営は難しいと

考えております。わたしも初めて自治会

長を務めさせていただくということで、

何をどうしたら良いか、手探りの状態か

らのスタートです。未熟者ではあります

が、精いっぱい務めさせていただきます

ので、皆様どうぞご協力のほどお願い申

し上げます。 
 

西 3・6 自治会長 下山 晃子 
 

緑のきれいな百合が丘に移り住んで

２５年が経過しました。 

昨年、残り福で副会長が大当たりとな

り、続いて本年は会長にめでたく就任し

ました。 

自治会班長を務めること４回、従来は同

じ町内に住んでいてもお付き合いのな

い方々との出会いが多々あり、たくさん

の知り合いやお友達ができました。 

今年は、会長として班長さん及び町内の

会員の皆様の間でいろいろな事柄につ

いてより活発な議論ができるようにし

てまいりたいと考えております。 

特に、年間行事につきましては、計画に

かかわった人だけでなくみんなが参加

したいと思えるような趣向を凝らした

いと考えます。皆様方の議論への参加を

お待ちいたします。 
 

西４番町自治会長 吉田 幸子 
 

 
 

第２回ゆこゆこまつり開催しました 
 

４月１５日（土）に 

「第２回ゆこゆこまつ 

り」を開催しました。 

子どもからおじいちゃ 

んおばあちゃんまで、 

多くの来場者でまつり 

の会場は賑わいました。和太鼓の演奏やフラダンスでおお

いに盛り上がる一方、こども達は射的や輪投げに興じ、綿

菓子を片手にニンマリ。 

途中で降り始めた無慈悲な雨のせいで、残念なことにまつ

りは切り上げになりました。楽しみにしていた名張西、名

張青峰両高校の吹奏楽部による、野外コンサートは聴けず

仕舞い。ほとほといやな雨でした。 

今回のまつりも準備段階から多くの方々に応援を頂 

きました。ありがとうございました。 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」 

     


