
 
 
 

                                         

 
 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年７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 

クリーンゆり 23（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
14,28（金） 10:00～14:00 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 28（金） 13:30～ 西第２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（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 1（土） 9:30～ 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（水）  ※7/19～9/13 夏休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 14,21(金) 7:00～ 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２９年度 新理事執行役員紹介 

続私の思い 
 
 

 前期の『私の思い』で次のように述べさせていただきました。 

『行政と自治会・地域づくり協議会との関係』と『自治会と地域づくり協

議会との関係』はどうあるべきなのか。 

 私は両者のどちらの関係も、言わば家族のようなもの、大事なことはお

互いの分をわきまえながら、どちらが上だとか、どちらが下と言う関係で

はなく、お互いが双方向型で相談を密にし、その上で協力し合うこと。そ

のような関係であるべきではないかと考えています。こうとも述べました。 

 言葉として不適当で言い過ぎかもしれませんが、自治会・地域づくり協

議会が、行政の下請けであったり、手足であったり、あるいは自治会が、

地域づくり協議会の下請けであったり、手足であったり、そのような関係

になっていないか、常に意識して取り組むようにすることが大事だと考え

ています。その共通する『物差し』は、理想論かも知れませんが、すべて

の自治会住民の目線から見て、納得していただけるのかどうかだと思いま

す。私は、そうありたいと願っています。今期もこの思いで引き続き頑張

ります。よろしくお願い申し上げます。 
 

201７年６月 1８日  地域づくり協議会副会長 木寺 正仁 

 

いつも地域の目線で 
 

市民センター館長として、理事会執行役員を本年度も務めさせて頂きま

す。あくまで、地域にとってどうあるべきか。判断は、好きか嫌いかでは

なく、正しいか間違っているかを基準に、「住み続けたいまち、子育てをし

たくなるまち、思い出をいっぱい作れるまち」を目指したいと思っていま

す。 
 

百合が丘市民センター館長  畑 和伸 

 

 

平成２９年度 執行役員決定のお知らせ 
 

 ６月１０日の理事会において、次に示す執行役員が決定しました。なお、

本決定は「一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 規程集（協

議会定款） 第２１、２２号に基づき理事会で選出する」との規程の基づき

決定しています。 

 なお、会長 山田 睦郎氏は５月２１日の理事会にて決定しています。 
 

 ・会長  山田 睦郎（前協議会会長） 

 ・副会長 木寺 正仁（前副会長、東９番町自治会長、自治会長会会長） 

 ・副会長 西村 四郎（前副会長、生活環境部会長） 

 ・会計  南出 恭孝 （前会計、西１番町 自治会長） 

 ・市民センター館長 畑 和伸 

執行役員の皆さん１年間よろしくお願いします 

 

  

 

 
 
 
 
 

犬の散歩でご近所に迷惑をかけていませんか？ 
愛犬は、散歩を楽しみにしています。 

しかし、犬の散歩には、常識的なルールやマナーがあります。 

糞やおしっこで、ご近所に迷惑をかけていることはありませんか？ 

散歩に出る時は、処理用の袋、ティッシュ、水の入れたペットボトルを

持参して下さい。 
 
 

路上駐車で、ご近所に迷惑かけていませんか？ 
最近、住宅内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、長時間の駐車は避けるように 

お願いします。 

 

 

  
 

  
みんな 笑顔がはじける 夏祭り 

 

第３１回《青蓮寺・百合が丘夏祭り》のご案内  
 

【開催日時】平成２９年８月５日（土）午後５時スタート 

雨天の場合８月６日（日）に順延（悪天候の場合は中止）  

【開催場所】百合が丘 前山公園 
 
【主 催 者】一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
 

今年の夏祭りも盛大に開催いたします。 

プログラムも工夫し、来場者の皆様に遊びながらお楽しみ頂けるような「ス

ペシャルタイム」を企画しております。みんなで作り、みんなでかつぐ子ど

も御輿の練り歩き、和太鼓演奏、各種ダンスや演舞、ローカルヒーローショ

ー、みんなでおどる盆おどり、毎年楽しみな抽選会等、幅広い年齢層の方々

に楽しんで頂けるプログラムと景品をご用意しております。 

また、例年通り各自治会や団体による夜店の出店も実施します。 

青蓮寺・百合が丘地域の住民の皆様が協力して作 

り上げる「夏祭り」！旧友との再会、小・中・高 

のプチ同窓会、ご家族団らんの時間、仲間との集 

いの場、として自由にお楽しみいただけるよう、」 

スタッフ一同皆様のご来場をお待ちしております。 

ふれあい交流部会 

継続にあたって 
 

後任をお願いしていた人に事情が出来て継続することになり

ました。一年間「らしい」こともして来なかったように思います

が協議会は沢山の人達のボランティアに支えられていると思い

ます。そのことを認識できただけでも私の成長だと思います。で

きるだけ多く奉仕の精神を発揮したいと思います。    
 

地域づくり協議会副会長  西村 四郎 

 

継続にあたって 
 

 昨年度に引き続き、執行役員を努めさせていただくことになり

ました。もとより私には、役員としての資質が欠如しており、加

えて会計という最も不得手な職種であったため、安易に引き受け

て昨年度は全く厳しい思いも致しました。しかし、仲間の皆様方

のご指導のおかげで何かと乗り越えることができました。 

 力不足であったお詫びと、お力添えのお礼をして、本年度も勉

強させていただくことを決意しました。引き続き指導のほどよろ

しくお願いします。 
 

地域づくり協議会 会計執行役員  南出 恭孝 

 



 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 

＜6 月度実績＞ 
通常パトロール 

昼１１回 
●各巡回とも特に異常なし 

 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

６月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 

 
 

久保 良子 様(東９）１５回 

森川 三男 様（東３）６８回 

古川 敏弘 様（東３）３４回 

古川八重子 様（東３）２３回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 

 

【日 時】7 月２２日(土) １０：００～１１：２０ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [ドラえもん・のび太の恐竜]  上映時間８０分          
 

☆スネ夫のパパがアメリカのお土産に買ってきた「数億年前の恐竜のツメの

化石」を見せてもらえなかった事に腹を立てたのび太は、対抗して「ぼく

なら恐竜をまるごと発掘出来る」と宣言してしまいます。さあ大変! 本を

調べたり、 庭を掘ってみたり…ついに、化石の出る条件にピッタリの場

所で、恐竜のタマゴを発見することが出来ました。ところが、このタマゴ

から出てきた恐竜の赤ちゃんをめぐって様々な事件が起こり、のび太達の

原始世界への冒険が始まります。 
 

 ※[ドラえもん ザ・ムービーBOX1980-1988]に収録されたものです。

画像はその当時に上映されたものなので、古く感じますが、声優さんが

昔のままで、「ドラえもん」で育ったお父さん・お母さんも懐かしく見

て頂けると思います。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 
 

 
  

「百合小こどもクラブ」通信  

“今年も頑張りました!!" 
 

６月３日(土)「百合小こどもクラブ」の活動は、体力が勝負の恒例オリエ

ンテーリング大会です。 

梅雨時期なので雨の心配が絶えないのですが、なんと今回もセーフ!  

チョッピリ涼しくて薄曇り、ほんとオリエンテーリング日和です。 

今回は 118 名の児童たちが 20 グループに分かれて競技を行いました。 

百合が丘地域内に 7 人のゲーム係(ポストといいます。)が居て、ゲームの勝

ち数を競います。 

タイムトライアルなので、気持が焦りどうしても走りがちになってしまいが

ちなので、今回は、走ったら減点のルールを設けて安全性を強化しました。

(サポーターがこども達の走りに付いて行けないのが本音だったりして…笑) 

70 分勝負! こども達は頭脳と体力を両輪にして市民センターに帰ってきま

した。優勝は勿論だけど、勝ち負けよりももっと大切なものを学んでもらえ

たのではないでしょうか? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次回の「こどもクラブ」の活動は７月１日(土)です。 

暑さをふっとばす[水を思いっきり使ったゲーム大会]を行います。一緒に水

遊びをしたいちびっ子の参加 OK ですが、びしょびしょ覚悟でお願いしま

す。(笑) 

         「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子 
 

 

「ユリの坂」一斉清掃ご協力のお礼 
 

 毎年恒例の「ユリの坂」清掃が６月１８日（日曜日）に実施され

ました。当日は天候にめぐまれ清掃には最適な日になりました。こ

どもを含めて約４９０名の方に参加していただきました。 

各自治会の皆様、また、ごみの回収等で支援していただいたボラン

ティアの皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 「ユリの坂」は青蓮寺、南百合が丘、百合が丘の入口にあたる道

です。皆さんに清掃していただいたことで気持ちよく道を通ること

ができています。なお、この一斉清掃は今年で１５年目を迎えるこ

とができました。 

なお、清掃の前に「ユリの坂」の植え込みを「クリーンゆり」の

ボランティアの方々に剪定 

をしていただいています。 

 

防災コラム 「まさか」 
 

 世界でも日本でも大きな地震が起き

ています。あなたは「名張ではまさか起

きないだろう」と思ってはいませんか。

今後 50年経っても大地震は起きていな

いかもしれません。しかし、そうでない

かもしれないのです。研究者には、交通

事故に遭う可能性よりも地震に見舞わ

れる可能性のほうがずっと大きいと言

われる方もあります。あなたは自動車保

険には入っていますよね。地震に対して

は何もしなくても良いのですか？   
         

安全防災防犯委員会委員長 岡本 譲 

 

 

 

 

 

百合が丘地域内の空き地草刈り開始のお知らせ 
 

 ７月より百合が丘地域内の空き地の草刈りを開始します。 

この草刈りは、土地の所有者から依頼を受けて一般社団法人青蓮寺・

百合が丘地域づくり協議会が毎年 実施しています。 

空き地の前に車を駐車されますと作業に支障をきたしますので駐 

車しないようお願いします。 

なお、空き地にゴミ、草、木等を捨てることは 

不法投棄となりますのでご注意ください。 

不明な点がありましたら市民センターまで問い 

合わせください。 

（電話 ６４－６４６６） 生活環境部会 

 

一般社団法人 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  
-６月度理事会の議題の報告-   

 

６月１０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】6 月 10 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)平成 29 年度執行役員について 
(2)平成 28 年度剰余金の 

処分案について（決議事項） 
(3)西２番町駐車場設置に関して 
(4)西５番町自治会内の看板について 
(5)その他 

  

 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
（百合が丘市民センター） 

 
 

― ホームページリニューアルのお知らせ ― 
 

 

ホームページの内容が新しくなって 

いますので一度ご覧ください。 

「広報ゆりがおか」、「市民センター便 

り」サークル一覧、各種事業、フォト 

アルバム等 随時更新しています。 
 

 
 

「青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会」で検索！！ 

URL  http://www.emachi-nabari.jp/syourenji-yurigaoka/  
 

― 名張市ホームページ ―  

  e まちなばり（名張地域づくりポータルサイト）からも 

ご覧になれます。 

訂 正 
 

6 月に掲載しました、地域づくり協議会理事・監事名簿に一部誤り

ありましたので訂正させていただきます。 
 

（誤）                       （正） 

東３番町 西村 四郎     東４番町 西村 四郎 

 

 

http://www.emachi-nabari.jp/syourenji-yurigaoka/

