
 
 

                       

         
 
 

      

ゆりがおか 

掲示板 ＜2018 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 7:50～8:15 百合小校門前 

クリーンゆり 22（日） 8:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 27（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 5,19（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 9（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 10,17,24(火) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町サロン 2（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  1（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 7（土） 9:30～11:30 市民センター 

みんなのこども映画会  28（土） 10:00～11:35 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 4,11（水） ※7/18～9/12 までお休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 ７月はお休み 

 

 

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) 
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団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 10（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
 13,27（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン  6,20（金） 10:00～11:30 ふれあいサロンゆこゆこ  

育児サークル「キキ・プチ」 4,18（水） 10:30～16:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 7 月,8 月はお休み 

プチスマイル 9(月),26(木) 10:30～13:30 東第３集会所 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 【日時】２０１８年７月２８日(土) １０：００～１１：３５ 
 【場所】百合が丘市民センター・小会議室 
 【作品】[シュレック３] 上映時間９３分 

フィオナ姫と幸せな新婚生活を送っていたシュレックに、王位

継承の話が持ち上がった。そんなの“絶対無理‼”ともう一人の

王位継承者のアーサーをさがす旅に出る。王国を乗っ取ろうと企

むチャーミング王子の度重なる襲撃をくぐり抜け、シュレックは

アーサーを探し出し王国をまもる事が出来るのか… 史上空前の

バトルをお楽しみ下さい。 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、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 

「夏だ！祭りだ！チャレンジだ！！」 

第３２回《青蓮寺・百合が丘夏祭り》のご案内 
 

【開催日時】平成３０年８月４日（土）午後５時スタート 

       雨天の場合８月５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 
 

今年の夏祭りは、百合小こどもクラブの卒業生で組織する「ジュニア

キャンプカウンセラー」として地域で活躍している高校生、中学生が企

画段階から参加して皆さんで楽しんでいただける新しい取り組みを入れ

たチャレンジイベントとなっています。具体的には会場のレイアウトの

大幅な変更とグループ対抗のゲーム大会、まっくろくろすけを探そう

等々の来場していただいた方に遊びながらお楽しみいただけるよう企画

していますので、ご期待ください。 

また、毎年お楽しみな抽選会、例年通り各自治会や団体による夜店の

出店もあります。今年の夏祭りはいろいろなことに「チャレンジ！」し

ていきます。なお、夏祭りのゲーム大会、クイズ大会への参加グループ

申請書は 7 月 1 日に。お楽しみ抽選券付プログラムは７月中旬に戸配さ

せていただきます。 

なお、夏祭りに参加すると「名張ケンコー！マイレージ」のポイント

が付与されます。マイレージカードは会場でもお渡しできます。 

スタッフ一同 皆様のご来場をお待ちしています。 

 ふれあい交流部会 

名張ケンコー！マイレージが７月より新しくなりました 
 

このイベントは名張市が一昨年より推進している制度です。 

皆さんが名張市の健康増進につながる取り組みや 

イベントに参加することでポイント（マイレージ）が 

貯まり、特典が受けられる制度です。 

 このポイントは当地域の主催行事や健康イベントに 

参加することでもマイレージを貯めることができます。 

当地域のマイレージ対象事業はつぎの通りです。 

直近では、８月４日に開催する夏祭りに参加すれば本部テントにてマイ

レージポイントをもらえます。なお、マイレージ詳細は名張市のホームペ

ージ（HP）に掲載されています。また、マイレージカードは百合が丘市

民センターでもお渡しできます。 
 

イベント名 開催日 開催時間 開催場所 

地域夏祭り ８月４日(土) 17:00～21:15 前山公園 

地域フェスタ 11 月 3 日(土) 9:30～16:00 市民センター周辺 

クリスマスフェスタ 12月23日(日) 14:00～16:00 市民センター 

市民センター主催 
餅つき大会 1 月 4 日(金) 10:00～13:00 市民センター 

シニアクラブ 
レクリエーション大会 ９月３０日(日) 9:00～14：30 百合が丘小学校 

林みち子先生 

子育て講演会 
9 月 8 日(土) 10:00～12:30 市民センター 

青蓮寺/除夜の

鐘をつこう 
12月31日(月) 10:30～00:30 青蓮寺 

歩こう会の達成者 
(カード満了者) 

100 回達成毎 ― 
カード引き換えは 

市民センター 

青蓮寺ダム見学会 8 月 23 日(木) 10:00～12:00 
市民センター 

⇒青蓮寺湖 
 

※上記以外の対象イベントも計画しています。決定しましたら随時広報等でお知ら

せします。 

「歩こう会」参加者 大募集！ 
 

「歩こう会」は平成１９年度から始まって、約２００名の方が参

加されています。自ら目標を立て自分の都合に合わせて、自分のペ

ースで体力に合わせた距離を歩く会で、いつでも参加することがで

きます。目標が達成すれば自分で記録カードに日付を記入し、記録

カードの回数（１００回、又は５０回）が満了になれば市民センタ 

ー 窓口にご提示いただければ、広報「ゆ 

りがおか」に掲載し紹介させていただき 

ます。   

また、名張市が推進している「名張ケ 

ン         コー！マイレージ制度」の対象活動とな 

っています。１００回達成で記録カード 

交換時にマイレージ１ポイントが付与さ 

れます。 

特典の詳細は名張市のホームページ 

をご覧ください。 

 参加を希望される方は事前に市民セン 

ターの窓口にお申し込みください。ご自 

身の目標設定に合わせ１００回又は５０ 

回の「記録カード」をお渡しします。 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 



 

 

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月の理事会の議題を報告します。なお、理事会の議題、議事録は別
途自治会内で回覧されます。なお、理事会の参加状況は理事総数２９名
の内２６名出席、３名欠席でした。 

 

【日時】６月９日（土） 午後７時３０分～９時 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】   

 報告事項 

（１）平成３０年度 執行役員、理事の自己紹介 

（２）平成３０年度 第１回地域づくり代表者会議で話し合われたこと 

（３）（仮称）会則等検討委員会設置について 

（４）第９回定時社員総会での意見の対応について 

・名張市総合防災訓練実施日とゆりの坂一斉清掃実施日との日程調整の件 

・幹線道路の縁石の修理、街路樹根元の植樹の件 

（５）平成３０年度 顧問委嘱について 

（６）各専門部会等の報告 

（７）その他 
協力者を募集中です！ 

 
 

 
 
 

 

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９回 
●各巡回とも特に異常なし 

百合小こどもクラブ第２回活動報告 

“しんどかったけど、楽しかったよ♡” 
 

6 月 2 日、雨続きで天気予報とにらめっこをしていたけれど… 

やっぱり晴れました。暑い位の好天気です。 

今回は百合が丘全地域を使って恒例のオリエンテーリング大会で

す。参加児童は 132 名、サポーターさん・地域ボランティアさん・

保護者さんと未就学児を合わせると 214 名が参加の大イベントに

なりました。スタートの合図と同時に全員が蜘蛛の子を散らすよう

に大移動！タウン内で見かけた方もおられることでしょう(笑)  

元来、オリエンテーリングは正式なスポーツです。それを「こど

もクラブ風」にアレンジしてゲーム感覚で楽しんでいます。時間内

に獲得するポイントが勝敗を分けるとあって、チームで相談して作

戦を練ったりして挑んでいました。優勝してもしなくても、チーム

の仲間と一緒に汗を流し・協力し・仲間を思いやることの大切さを

学んでもらえたらオリエンテーリング大会は成功だと思っていま

す。暑かったし、しんどかったけど…ホント楽しかった(^^♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、7 月 7 日(土) [おもい

っきり水を使ったゲーム大会]と[七夕飾り]を行います。夏ならでは

の行事です♪ 

市民センターに短冊のご用意しておりますので、みなさまのご参

加もお待ちしております。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

百合が丘地区内のあき宅地及び 

一部の公園の草刈りを開始のお知らせ 
 

７月より百合が丘地区内のあき宅地、及び一部の公園の草刈りを開

始します。この草刈りは土地の所有者から委託を受けたあき地、及び

名張市より委託を受けた公園を協議会が毎年実施しています。 

       あき地、又は公園周辺に車を駐車されますと作業に支

障をきたしますので車の駐車はご遠慮ください。 

また、あき地にごみ、草、木類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。 

      ご不明な点がありましたら市民センターまでお問合せく 

ださい。（☎６４－６４６６） 

 
生活環境部会 

 

 

 

（福祉健康部会） 

６月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

森川 三男 様 (東３) ７５回 

古川 敏弘 様 (東３) ３７回 

髙橋 重子 様 (西２) ４３回 

安川 和子 様 （西２） １０回 

歩こう会 

 ごみの出し方に注意してください！！ 
 

 家庭のごみをごみステーションに廃棄するとき、ごみの分別 

をしないで出される方がおられます。ごみを出すときには定め 

られたルールにしたがって出していただくよう、お願いします。 

 なお、ごみの分け方・出し方は名張市の広報（２０１８年３月１０日号）

に掲載されています。※市民センターにも置いてあります。 

また、ごみの分け方・出し方で不明なことがあれば伊賀南部環境衛生組合

業務室（☎５３－１１２０(代)）までお問合せください。 

防災コラム 

 
 

東京消防庁によると中越地震など近年に起きた７つの地震でけがを

した人の原因は約 30％～50％が家具類の転倒や落下だとされていま

す。 

百合が丘地域では新建築基準法に準拠した住宅のため、ほとんどの家

が震度 6 強でも倒壊の危険は少ないと思われています。しかし、倒壊

家屋の下敷きにならなくても屋内で家具、調度品類の転倒や落下でケガ

をします 

6月18日の大阪北部地震で亡くなった方の一人は倒れてきた本棚の

下敷きになり、もう一人はタンスに挟まれ亡くなっています。 

● 寝室に倒れる恐れのあるものは置かない。 

● 重いものは下に置く。 

● タンスや本棚は L 字型金具などで壁に固定するな 

どの対策をとりましょう。 

家具の移動や固定ができない高齢者世帯の方は、地域 

の高齢者支援組織“ゆりポパイ”をご利用ください。 

市民センター（６４―６４６６）にお電話ください。 

担当者がお伺いします。           安全防災防犯委員会 

「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１７日（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。子どもを含め約

５００名の方に参加して頂きありがとうございました。 

また、各自治会の皆様、ごみの回収等で支援していただいたボランテ

ィアの皆様に心から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出来て

います。この一斉清掃は今年で１７年目 

を迎え当地域の誇れる活動としてしっか 

り根付いています。次回は１１月の予定 

です。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 

ィアの方々に数日かけて剪定をしていた 

だいています。お礼申し上げます。 

 

百合小プール １・２年生の見守り支援に２３名登録 
 

６月下旬に始まった百合が丘小学校のプール授業の見守りにボラン 

ティア支援者を募ったところ、２３名の方からご連絡を頂き、学校から

要請されたプール授業に平均８名の支援者が参加することができまし 

た。ぜひ来年の支援につなげた 

いと思います。 

ありがとうございました。 

百合小学校運営協議会 

 

地震！家具が凶器に！？ 

H３０年度の教育文化部会を開催 
 

Ｈ３０年度の教育文化部会が６月１６日(土) 

１０：００から開催されました。各自治会の教育文 

化担当の方、約３０人が参加され、Ｈ２９年度の活 

動報告(写真及び動画で紹介)とＨ３０年度の年間活 

動計画の説明が行われました。    

教育文化部会 


