
百合が丘地区にお住いの皆さまへ 

 

「新建築ルール(案)賛否確認票」班長への提出期限は 

2 月 10 日までです 

 

 
 

                                        
 

ゆりがおか 

掲示板 ＜2018 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 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 25（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
9,23（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 7,21(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 13（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 26（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 1,15（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 12（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 20（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン  5,19（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  4（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 3（土） 9:30～ 百合小プール横出入口 

みんなのこども映画会  24（土） 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 7,14,21,28（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 2 月までお休み 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) 

 

 

 

 
 

 

 

すでにお手元には、『「新建築ルール(案)賛否確認票」提出について（お

願い）』が配布されているかと存じます。 

この取り組みは、新しい建築ルールを決めるため、住民の皆さまの賛

否に対する思いや考えを、より正確に把握するための大切な取り組みです。 

＜まだお済でない方は、以下についてご協力ください＞ 

 

※班長の訪問回収にご協力ください。 

※訪問回収のご都合がつかない場合は、 

2 月 10 日までに班長宅ポストにご投函ください。 

  

必ず期限までにご提出いただきますよう重ねてよろしくお願い申し上

げます。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

 
 

第 32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２組が 6回目の出場！ 
 

２月25日(日)１０時３０分スタートで「第32回青蓮寺湖駅伝競走大会」

が開催されます。地域の２チームが、男女 

混成の部に出場、楽しく疾走します。たす 

きをつなぐ喜びをチームメンバーと地域応 

援団で一緒に味わいましょう。今年も、百 

合が丘こども和太鼓隊が青蓮寺ダム西詰め 

スペースで全てのランナーを応援します。 

現地で一緒に声援を送りませんか。 
 

【出場予定メンバー】 

①池田(西 3)、金藤(西 4)、上栗(東 9)、小泉(女)(東 1)、小泉(東 1) 

②堀(東３)、岡本(女)(西 4)、岡本(西 4)、吉川(西１)、水本(東 5) 

 
中間監査が実施されました 

 

  １月 21 日（午後）に中間監査が実施されました。監査は年４

回実施され、今回は第３四半期の監査になります。西本監査委員長

を含む 4 名の監査人により事業内容、会計等 多岐にわたり監査が

実施されました。年度末監査に向けて、改善要件に対し、対応して

参ります。 

 なお、監査結果は２月の理事会で事務局より報告します。 

 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

事務局 

 
 

 

 
  

広報誌に掲載する記事を募集！！ 
 

 広報「ゆりがおか」この地域の話題を住民の方に知って頂く目的

で毎月発行しています。広報誌の記事には協議会、各部会活動内容

の紹介に加えて、各自治会の活動内容も掲載しています。また、ま

ちの話題として地域のイベントも掲載することができます。地域の

イベント等がありましたら、記事の投稿をお願いします。 

 なお、広報「ゆりがおか」は一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地

域づくり協議会のホームページからも閲覧することができます（平

成２４年からの広報誌が閲覧できます）。 

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

問い合わせは一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  

広報部（☎６４－６４６６）まで 

 

 

 

「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、

２９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 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 

 【日時】2018 年２月２４日(土) １０：００～１１：３５ 
 【場所】百合が丘市民センター・小会議室 
 【作品】［モンスターズ・インク］ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ﾋﾟｸｻｰ映画 ９３分 
 

 こども部屋のクローゼットのドアの向こう側にある、モンスター

の世界に、人間の子供が紛れ込んだ‼モンスター達と一人の小さな
女の子(ブー)の出会いから、モンスター界に史上空前の大騒動が巻
き起こる。モンスターとブーの心のふれあいをお楽しみ下さい。 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご参加ください。 

 

※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 
 

内閣府主催 平成２９年度 

「小さな拠点・地方運営組織フォーラム」で事例紹介 
 

１月１６日(火)１３時～１７時東京都港区生涯学習センターで、内閣府主

催の全国フォーラムが開催され、当協議会から山田睦郎会長と畑和伸市民

センター館長が参加。先進事例として当地域の住民ボランティアが活躍す

る福祉健康部会の生活支援関係事業、教育文化部会の「百合小の学校支援   

事業」と「百合小こどもクラブ」、そして地域

で活躍が期待されているジュニアリーダーの

活動内容等を紹介しました。参加者は、全国

から自治体職員や、中間支援組織、地域づく

り組織など１８０名が参加されました。 



 

 

（健康づくり部会） 

「百合小こどもクラブ」通信  

寒さなんかに負けないよ‼ 
 

  1 月 13 日(土)2018 年を迎えて初めての活動です。 

 今回は市民センターを離れて、百合が丘小学校の体育館をお借りして

[ミニ運動会]を行いました。 

 寒中だから、本来ならセンターのコミュニティー広場で行いたかった

のですが･･･毎年、グランドコンディションの悪さに泣かされるので、

今回は体育館を利用しました。 

 [ミニ運動会]は①障害物レース②二人三脚③リレー④人間知恵の輪 

⑤パン食い競争と言った 5 種目の競技を 10 グループ対抗で行いまし

た。[ミニ運動会]とは言え、こども達にとっては一つ一つが真剣勝負！

力の入れ方も半端ないです(笑) チームの優勝を賭けての必死の声援

が飛び交っていました。 

 [ミニ運動会]で優勝をしたチームには《金メダル》が贈られ大喜び！ 

 寒さなんかに負けない暖かい時間を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、2 月 3 日(土)百合が丘小学

校で[なが～い巻きずし作り]を行います。昨年 53.65m の記録で「あ

れっこわい認定 1 号」を頂き、今回はその記録を更新する 60m に挑

戦します。応援して下さいね(^^♪ 
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。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 27 名
の内２５名出席、２名欠席でした。 

 

【日時】１月１３日（土） 午後７時３０分～午後９時 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】・議決事項  

（１）ビジョン委員会規約案 

・報告事項 

（１）東第３集会所の水道料金発生・支払いについて 

（２）ユリの木公園の新設水道栓の利用料金の支払いについて 

（３）30 年度・31 年度の監査委員の選出状況確認 

   （東３、東 6･7、西３･６、西４、南百合） 

（４）平成 30 年４月１５日名張市長選挙投票立会人の選出状況確認 

（東９・西２･５、西４、南百合） 

（５）自治会長会からの提案・報告事項 

   ・各自治会の平成 30 年度役員選出状況確認 

   ・「新建築ルール」取り組み状況確認他 

（６）各部会、委員会からの報告 

（７）その他 

      

 

防災コラム「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）」が実施されました 
 

 １月７日、年明け早々に１月度の安全防災防犯委員会を開催した。そ

の内容は年間計画通りに「避難所運営ゲーム（HUG）」であった。参加

委員のうち、70%の方が初めての参加であった。数年前から安全防災

防犯委員会では、恒例の開催になりつつある。 

 ＨＵＧの内容を簡単に説明すると「避難してくる人々や、次々に起こ

るイベント」がカードで準備されていて、参加者は避難所の運営担当者

になり、カードが示す内容に次々に対応しながら、避難所運営について

の理解を深めるというものである。 

           経験してもらえば分かるが、よくこれほどと思 

うほど様々な事情を抱えた人が避難所を訪れ、 

様々なことが起こり、ゲームとは言いながらも、 

実際のときの大変さを実感できる効果がある。初 

めての参加の人からは「いろいろと考えさせられ 

た」という声が多くあり、複数回参加している人 

からも、「慣れることはなく、数回経験したこと 

で、どんな準備を考えておくべきか分かってき

た」や、「優しさと割り切りの両面が必要だと思った」との声もいただ

いた。 

 当地域で防災アンケートを実施すると、防災意識が高くないことが指

摘されるが、このＨＵＧを自治会で実施していただくことが、意識を高

める有効な手段なのかもしれない。今年度が無理なら、来年度の自治会

防災活動計画に組み入れてはどうですか。 

安全防災防犯委員会 委員長 岡本 譲 

 

 

 

 東 3番町年末夜回り  
 

東 3 番町自治会恒例の「夜回り」を実施しました！ 

さる、12 月 23 日（祝）自治会内の防火活動の一環と 

して、“火の用心”を呼びかけました。夕方 5 時に集会 

所に集合し、名張消防署職員による防火ビデオ学習を行 

い、2 班編成で自治会内を夜回りしました。子ども会や 

さくらクラブのメンバーと班長、役員約４０名が参加し 

ました。百合が丘で唯一の“東 3 番町女性防火クラブ” 

が手作りした温かいぜんざいで冷えた体を温め、交流を 

深めることができました。          東３番町自治会 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

吉田満津江 様 (西３) ３０回 

森川 三男 様 (東３) １６回 

篠原 敬一 様 (西２) ２７回 

齋藤公太郎 様 （西３） ２１回 

安川 和子 様 （西２）  ８回 
 

歩こう会 百合小校区 
防犯パトロール隊 

 
＜１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！ 

 
 

 

西 3・6番町年末夜回り 
 

 12 月 26 日(火)・27 日(水)、恒例の年末夜回りを行いました。 

両日ともに参加者 30 名を超え、山麓会・子供会のご協力のもと 

寒空の中を「火の用心！！」の元気な声が町内にくまなく響き渡りまし

た。3 番町と 6 番町を一周すると寒さは吹き飛び、むしろ暑くなったく    

らいです。 

そして夜回りのあとは集会所でひと息。

大人も子供も一緒に飲み物やお菓子を囲

んで、ちょっとした親睦を図る形になりま

した。 

子供たちの健やかな成長を願い、また山麓

会の皆様はいつまでもお元気で、これから

も自治会行事にご参加いただきたいと思

います。   西 3・6 番町自治会 会長 

 

 
 

 

 

東 6・7番町年末夜回り 
 

火の用心‼マッチ一本火事のもと‼かち‼かち‼ 

10 年来続いている恒例夜回りが年末開催されました。 

年々参加も減りつつありますが銀杏会、子

ども会の協力をうけて自治会行事として、

12 月 27 日に東 6、7 番町の夜回りを 50

人以上こどもさんからお父さんお母さん、お

じいちゃんおばあちゃんがたくさん集まり

夜回り後は集会所でおにぎりとあったかス

ープで楽しく懇親会も開催いたしました。 

核家族化の現代でこのようなふれあい絆を築いて安心して暮らせるま

ちづくりができたら良いですね。     

東６・７番町自治会 会長 

 

 

「まちの話題」 第１１回 美し国三重市町対抗駅伝 
 

 2 月 18 日(日)「第１１回美し国三重市町対抗駅伝」が開催されま

す。この駅伝は三重県庁前(津市)をスタートし伊勢競技場(伊勢市)に

至る 41.695Km を、三重県下全 29 市町の小学生から成人男女の代

表ランナー10 人が 1 本の「たすき」を繋いで走ります。 

名張市では昨年 11 月に 20 人の選手が選抜され、10 名が本大会

に出場します。その中に百合が丘在住の小中学生も選ばれています。

第 2 区間 百合が丘小 6年(初)秋山稟央くん(東 1番町)、第 3 区間 赤

目中 2 年(4)中西優依さん(東 7 番町)、第 4 区間 赤目中 3 年(初)浅

尾大樹くん(東 9 番町)の 3 名の子どもたちです。 

百合が丘のみなさん、子どもたちは地域の想いを背負い懸命に「た

すき」を繋いで走ります。百合が丘代表の子どもたちを一緒に応援し

ましょう。なお、大会は三重テレビで生中継されますのでテレビの前

でも応援してあげてくださいね。 

名張市スポーツ推進委員 中西隆之(東 7) 


