
 
 
  

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 11（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
28（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 7,21(金) 10:00～11:30  

育児サークル「キキ・プチ」 5,19（水） 10:30～17:00 東第３集会所 

 21（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 17（月） 10:00～14:00 東第３集会所 

 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 

掲示板 ＜2020 年２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 23（日） 9:00～ 前山公園集合 

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～ 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 18(火),7,21(金)  14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン 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 1(土) 9:30～11:30 百合が丘小学校 

みんなの楽しい映画会  22(土) 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 5,12,19,26(水) 市民センター 

ノルディックウォーキング講習会 ２月はお休み 

 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 20２０年２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】 [ペット]  ユニバーサル映画  上映時間８６分         
 

神経質でチョット頼りない犬のマックスは、飼い主ケイティの 

愛情を独り占め！ケイティが留守の間も仲間たちと楽しく過ごし 

ていた。そんなある日、マックスの元にもう一匹の家族デュークが現れた。 

２匹はケイティの愛情を独占しようと奮闘するうちに町の中で迷子にな

ってしまう。 

果たしてマックスとデュークは町で起こるたくさんのピンチ切り抜け

て、ケイティの帰宅時間までに無事帰ることが出来るのだろうか？ 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご鑑賞下さい。お待ちしております。 

※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 

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 
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ゆりがおか 

 

「子どもを守る家」登録のお礼とご協力のお願い 
 

「子どもを守る家」は平成 10 年度より子どもたちの登 

下校時や地域での生活・あそびの時などで危険な目に遭っ 

た場合に避難させて頂く“緊急避難場所”を確保するため、 

地域のみなさんにご協力をいただいている名張市教育委 

員会が推進している取組です。 

この地域内では、現在 1４0 軒の協力者の方に登録して 

いただきありがとうございます。しかし、この取組は継続 

していく必要があります。子どもたちを守る地域力をさら 

に確かなものにできるよう登録見直しと追加登録を是非 

お願いします。いたる所に子どもたちが駆け込める場所を

確保できることを願っています。必ず抑止力につながります。 

＊お問合せ・お申込は、百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）まで。

案内書と申込書をお渡ししますので是非ご検討ください。 

 

 

８・３運動への参加のお願い 
 

この運動は普段の生活の中で小学校の登校時間であ 

る午前８時頃と下校時間の午後３時頃に少し外に出て 

こどもを見守る運動です。 

こども達が安全に通学できるように、見守りをしてく 

ださい。地域の皆さんが普段の生活をしながら、少しの 

時間こども達を見守っていただきと思います。 
 

 

百合が丘小学校 学校運営協議会 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

安全防災防犯委員会 

 

地域の話題 
青蓮寺湖ぶどう組合が今年 ５０周年 

 

青蓮寺湖ぶどうは昭和４５年８月から「ぶどう狩り」が始まり、同

時に「青蓮寺湖ぶどう組合」が誕生し今年５０周年を迎え、３月には

記念行事が予定されています。 

青蓮寺の山口さんより提供していただいた写真と説明では百合が

丘の住宅団地は４３８年前天正伊賀の乱の歴史を残す「愛宕山」であ

り、その愛宕山が昭和５７年に百合が丘住宅団地の開発で消えた歴

史を持っているとのことでした。 

「青蓮寺湖ぶどう組合」は最初の品種「デラウェア」から始まり、現

在は多くの品種のぶどうを栽培しています。 

 

2019「青蓮寺除夜の鐘をつこう！」 
 

昨年に続き、令和元年の大晦日「青蓮寺の除夜の鐘をつこう」を行い

ました。 

百合が丘市民センターに２３時頃に集合し、甘酒の振る舞いとホッカ

イロで体を温めてから車で青蓮寺公民館まで行きました。 

皆さんの日頃の心がけが良かったのか、昼間荒れていた年末寒波襲来

の冷たい風もピタッと止んでいました。地蔵院への坂を上っていくとひ

ときわ明るく照らされた「地蔵院青蓮寺」のあかりがさらにほっこりし

た気持ちにしてもらえました。 

到着してまもなく、ご住職の撞かれる除夜 

の鐘がシーンと静まり返った周辺に響きまし 

た。地元青蓮寺住民の方々に交わり、参加者 

の年配ご夫婦、三世代家族も除夜の鐘を撞か 

せていただきました。 

本堂では、温かい昆布茶のおもてなしを受けました。その後、１年間

の健康に感謝しつつ家路につきました。 

今年も地域住民の健康寿命を願い活動してまいります。 

福祉健康部会長 吉田 幸子 

まちじゅう元気プロジェクト 

 

第 34回青蓮寺湖駅伝競走大会 

地域を代表する「ブルーリリーズ」が出場！ 
 

今大会は、２月 23 日(日)の１０時３０分にスタートです。今年も地域

を代表するチームが男女混成の部に出場し、密かに 

記録を狙いながら楽しく疾走します。森脇百合小校 

長も参戦。タスキをつなぐ喜びをチームメンバーと 

共に地域応援団として味わい、楽しみませんか。 

今年も、競技中全ランナーに元気を送リ続ける 

「百合が丘こども和太鼓隊“結”」が演奏するダム 

西詰エリアで地域皆さんと応援を致します。現地で我が地 

域応援に参加される方には、名張市ケンコーマイレ 

ージのポイントを付与致します。 

現地で、あなたもワンチームの一員に！ 

【出場エントリーメンバー】 

松山(東 4)、金藤(西 4)、森脇校長(百合小)、小泉(東 1)、岡田(東 9)、海

老原(東 7) 

https://2.bp.blogspot.com/-jDfhQI3Jey8/UgSL5Gu_tDI/AAAAAAAAW24/W0gMOPJWapY/s800/flower_clover.png
https://2.bp.blogspot.com/-jDfhQI3Jey8/UgSL5Gu_tDI/AAAAAAAAW24/W0gMOPJWapY/s800/flower_clover.png


 

 

 
第 11回「百合小こどもクラブ」活動報告 

“今年も元気に“ミニ運動会”でスタート！！” 
 

 2020 年 1 月 11 日(土)新春初の活動は“寒中ミニ運動会”です。 

寒中と言っても、実は･･･小学校の体育館で行いました。(笑) 

今回はこども達のチーム 10 組と保護者＋ 

幼児＋サポーターのチーム 1 組の 11 チーム 

対抗です。そのために競技者が無理なく楽し 

める 6 種の競技を吟味して用意しました。 

優勝すると、ずっしり重い金メダルがもらえ 

るとあって真剣勝負です。 

寒かった体育館もみんなの熱気と歓声でポ 

カポカになりました。最終競技のミニ運動会 

恒例[パン食い競争]では、飛び入り参加の幼 

児のプレーに癒され、校長先生＋サポーター 

男子チームのお茶目なプレーで笑い！寒さを 

吹っ飛ばし楽しい時間を過ごしました。 

また、競技開始前には、百合小５年 

生より体験学習で収穫したお米３０kg 

を「長い巻きずし大会にご使用下さい」 

と同クラブに贈呈がありました。 
 

次回「百合小こどもクラブ」の活動 

は、2 月 1 日(土)百合が丘小学校をお 

借りして、あれっこわい認定 1 号-④を目指し 75m の[なが～い巻きず

し作り]に挑戦します。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子  

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  －1月度理事会の議題の報告－ 

1 月の理事会の議題を報告します。理事会の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２５名の内２４名出席でした。 

【日時】１月１１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）定時社員総会までの日程について 

    （２）令和２年度役員選任状況について 

（３）名張市民ホッケー場の利用状況報告 

（４）ソーラー型防犯灯３基の設置場所選定について 

（５）各部会報告 

（６）その他 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

地域の安全を見守る協力者

募集中です！ 

 

＜１月度実績＞ 

通常パトロール 昼１０回 
●各巡回とも特に異常なし 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 
 

 
 

 

1月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 
 

吉田満津江 様 （西 3） 36 回 

古川 敏弘 様 (東 3) 42 回 

安川 和子 様 (西 2) 16 回 

歩こう会 
（健康づくり部）

会） 

視察報告 
 

当協議会のいろいろな取り組みについて千葉大学からヒヤリングと長

久手市からの視察がありました。 

（１）１月１７日（金）千葉大学の松浦准教授が来館して地域の取組に

ついてヒヤリングをうけました。２００８年に一度ヒヤリングを受けて

おり、その後の取組に対する変化等の内容でした。今回のヒヤリングし

た内容を最終的には本にまとめられるとのことです。 

（２）１月２０日（月）愛知県長久手市の各地域会長及び市職員 ２１

名が視察されました。長久手市では小学校区ごとのまちづくり協議会を

設立するための取組を推進中であり、当地区 

の取組を知りたいとのことで、当協議会のい 

ろいろな取り組みの説明に加えて、当協議会 

の設立にご尽力された幸松議員に参加してい 

ただき、協議会設立の裏話を含めてお話しを 

していただきました。 

また、２月以降 美濃加茂市、東近江市の視察が予定されています。 

協議会事務局 

東第３集会所でロコモ健診を実施 
 

 ロコモ健診はこれまでふれあいサロン「ゆこゆこ」、百合が丘市民セ

ンターで実施してきました。百合が丘東にお住 

まいの方が距離的な問題がありロコモ健診は受 

けられることが少ないとのお話がありましたの 

で、初めて東第３集会所で実施しました。 

 ロコモ健診に１５名の方に参加していただき 

ました。また、各自治会より多くのサポートの 

方に参加していただきスムーズに健診を実施す 

ることができました。 

健診項目の６分間歩行、障害物歩行は前日の 

雨の関係で実施しませんでした。今後、集会所 

で定期的にロコモ健診を受診していただきたい 

と思っています。 

主催 福祉健康部会 まちじゅう元気プロジェクト 

共催 百合が丘市民センター 

百合が丘小学校より 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」へのプレゼント 
 

 １月１４日(火)百合が丘小学校５年生が育 

てた米をふれあいサロン「ゆこゆこ」に来ら 

れる方に食べて欲しいとのことで、新米の寄 

贈がありました。プレゼンされたお米は「ゆ 

こゆこ」に来られた方を招いて食事会を開い 

てふるまわれるとのことです。 

百合が丘小学校５年生の皆さんありがとうございました。 

このお米は５年生が田植えをして大切に育てたお米です。 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」 

有機質堆肥「カントリースーパー名張」普及促進 
一袋 15Kg入り袋を 100円で販売 

 

上比奈知にある有機質汚泥の堆肥化工場[近畿環境サービス]より、

堆肥の普及促進を図るため、農園、家庭菜園、花壇、プランター栽培

の肥料として、当工場で生産している有機質堆肥「カントリースーパ

ー名張」を当協議会にご提供いただきました。そこで地域住民の皆さ

んには、一袋 100 円で販売します。 

★肥料の特徴 

・有機性廃棄物を最高 100 度以上の温度で発酵堆肥化したもの。 

・高温発酵により病原菌や害虫、雑草の種等は死滅しています。 

・堆肥に含まれる栄養分により土壌微生物の活動が活性化され土壌 

中の微生物が増加します。 

・主要成分は、窒素 N：3.12％、リン酸 P：3.70％、カリＫ：1.33 

程度です。他に、石灰 7.52％、酸化マグネシウム 0.75％程度を含 

んでいます。 

★種類 

 耕土にすぐ溶ける即効性の高い粉体と緩効性の 3 ミリペレットが 

あります。 

◎お申し込みは、2 月 5 日(水)より開始、販売は２月１５日(土)より 

開始いたします。 

ご希望の方は、百合が丘市民センター(☏64-6466)までお申し込 

みください。 

また、有機質堆肥を使用した感想を是非お寄せ下さい。 

 

「地域功労者表彰」の公募について 
 

この制度は、青蓮寺・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じて、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、安全防災活動などを実

践されて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お

り、３０年度の一般公募をします。公募は自治会長の推薦が必要です。 

 「推薦書」は市民センターにありますのでお問い合わせください。なお、

公募締切は３月末となっています。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

 

「地域功労者表彰」の公募について 
 

この制度は、青蓮寺・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じて、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、安全防災活動などを

実践されて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

おり、令和元年度の一般公募をします。公募は自治会長の推薦が必要で

す。「推薦書」は市民センターにありますのでお問い合わせください。 

なお、公募締め切りは３月２３日(月)です。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 


