
 
 

                                
 
 

       

ゆりがおか 

掲示板 ＜2018 年４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 22（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 23（月） 13:30～ 東第１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 16（月） 10:00～ 市民センター 

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 2,16（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 お休み  市民センター 

みんなのこども映画会  21（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 4,11,18,25（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 20（金） 10:00～ 市民センター 

 

 

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) 

 

 

          この地域だから、必ずできる！！ 

         みんなでやろう「８・３運動」 
 

 
 

８・３運動とは、普段の生活の中で、小・中学校の登下校 

時刻である午前８時頃と午後３時頃に、散歩の時間を合わ 

せる、あるいは外の用事を行いながら子ども達を見守るな 

どの活動です。 
 

例えば、家の前、まち角で見送る出迎える、挨拶を交わす、 

散歩、ジョギング、ウォーキング、犬の散歩、庭の散水など 

 

 

未就園児から小学生まで、親子で楽しめるイベントを計画開催して

います。 

【活動日時】第１、第３水曜日 １０:３０～１６:００ 

【活動場所】百合が丘東第３集会所 

４/４（水）１１:００～１４:００スイーツ粘土石鹸作り 限定２０個 

参加費:￥６００（通常￥８００） 講師:鳥塚典子さん 

６月 ホットケーキ作り    １２月 クリスマス会   

８月 かき氷＆プール      １月 焼きそば作り 

１０月 サンドイッチ作り     ３月 お別れ会 

１１月 お散歩 

午前中はボランティアの方もいて、親子ともに相談し合える場とな

っています。地元情報交換、子育て相談などができ、親子共に友達が

たくさん増えました。都合の良い日、良い時間に自由に入退出 OK！ 

どうぞ気軽に遊びに来てください。 

午後は降園後の幼稚園児や、小学生も放課後に遊びに来てくださいね。 

集会所を開放していますので、雨の日も遊べます。 

恐れ入りますが、いかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねます

ので予めご了承ください。 

お問い合わせ先 名張市こども支援センターかがやき６７-０２５０ 

 

 この一年、青蓮寺・百合が丘地域にお住いの皆さまには、自治会長会での

取り組みに一方ならぬご理解ご協力賜り誠にありがとうございました。 

さて、自治会長会の今期の主だった取り組みとして、百合が丘地域での『新

建築ルール』導入の取り組み、『法人会費改定』の取り組みなどを重点的に

取り組んでまいりました。 

 おかげさまで、『新建築ルール』導入の取り組みでは、すでに、速報『新

建築ルール(案)賛否確認票回収結果について』でお知らせしていますが、百

合が丘にお住いの皆さまのご理解とご協力、各自治会長ならびに各班長皆さ

まの多大なお力添え、大奮闘のおかげで、目を見張る 88.1％もの高い回収

率を得ることができました。そして、回答者の内『賛同する』が 55.61％、

『委任する』が 35.40％、結果『賛同する＋委任する』が 91.01％と極め

て高い回収率を得ることができました。『賛同できない項目がある』が

8.01％で、165 軒の方々から貴重なご意見を頂戴いたしました。  

 もう一つの主な取り組みとして、自治会長会として、法人会費の規定を簡

略化し、原則減額になる『法人会費改定』について提起させていただきまし

た。すでに、各自治会総会などに於いて議論がなされているものと思います。

ご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。 

これら取り組みの最終結論は、5 月２０日開催予定の『第９回地域づくり

協議会総会』に於いて決議されることになっています。 

最後に、あらためて申し上げます。 

この一年、自治会長会の取り組みにご理解ご協力賜り誠にありがとうござ

いました。 

2018 年 4 月 1 日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

自治会長会 会長 木寺 正仁 

《平成 29年度 自治会長会の取り組みを振り返って》 

 

架空請求ハガキの送り付けが急増中‼ 
    

法務省の関連組織を名乗る架空請求のハガキが届く 

事案が多数報告されています。ハガキが届いても相手 

に連絡してはいけません。 

        

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 
 

TEL６４－６４６６  FAX６４－６４６７ 
E-mail yurigaoka-ko@emachi-nabari.jp 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 
 

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」 20(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 9(月),26(木) 10:00～13:30 東第３集会所 

 

 

地域で支える子育てサロン 百合が丘『つどいの広場』 
 

好きな時間に来て、好きな時間に帰っていただいて OK です！ 

未就園児とその保護者がつどい、情報交換できる「ひろば」です。 

シーズンごとのイベントや、かがやきの先生による出し物などで楽しめます。 

まちの保健室、ボランティアの方もいますので、育児相談や測定、オムツの

ゴミ袋も置いています。 

お気軽にお越しください。お待ちしております♪ 
 

【活動場所】百合が丘東３集会所(イチョウ公園内)駐車スペースあり 

【活 動 日】毎月第２・４・５金曜日(例外あり) 

【活動時間】10:00～14:00 ランチ持参で昼食あり 

【参 加 費】無料 
 

４月１３日 まちの保健室 

４月２７日 かがやきの先生による出し物 
 

※この広場は、運営資金として、百合が丘地域まちづくり協議会、名張市

社会福祉協議会などからの補助金を受けております。 

お問い合わせ先  

名張市こども支援センターかがやき ６７-０２５０ 

「平成 29年度ふれあい交流部会の活動について」 
 

昨年に続き、活動としては「地域夏祭り」のみの活動となりまし

た。あれこれ手を広げるより夏祭りに集中し、住民の皆様がご家族

で楽しんで頂ける場をご提供しようと考え、他の行事は実施しませ

んでした。しかし、盆踊りの参加者が少ないなど、まだまだ改善す

べき点があります。 

部会員の皆様や住民の皆様からご意見を頂戴し、もっと楽しい夏

祭りを企画したいと考えておりますので、今後ともご指導・ご鞭撻

のほど、宜しくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、夏祭り開催に際し、多大なるご協力を頂き

ました各自治会関係者の方々、団体関係者の方々、市民センターの

皆様へ深く御礼申し上げます。  

ふれあい交流部会部会長 田中幹夫 



 

 「百合小こどもクラブ」活動報告  

平成２９年度「百合小こどもクラブ」活動終了!! 
 3 月 3 日(土)「百合小こどもクラブ」の平成 29 年度最後の活動で

す。 

今回は、1 年間のみんなの成長を確認する“楽しい体力測定”を行

いました。この体力測定は、毎年この時期に行いカルテに記録してい

ます。それを 6 年生が卒業する時に【6 年間の歩み】としてプレゼン

トします。10 種目の測定ですが、こども達は自己記録の更新に全力を

注ぎます。何事も前向きで、一生懸命に頑張る姿がとても愛しく「頑

張れ!」の声援が行きかっていました。 

 修了式時には、平成 29 年度の【皆勤賞】の授与も行いました。今

回の対象者は 34 名。1 年間 1 度も休まずに参加してくれた事を称し、

表彰状と記念品を贈呈しました。「こどもクラブ楽しいから、休まれ

へん♪」その言葉、本当にありがとうです。 

 平成 30 年度も、みんなの笑顔が見たいから「百合小こどもクラブ」

頑張ります。 

 

 

 

 

 

 
 

※平成 30 年度「百合小こどもクラブ」第 1 回の活動は 5 月 12 日(土)

に入会式を行います。 

     「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  –３月度理事会の議題の報告- 
 

３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】３月１０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】   

報告事項 

（１）総会開催日程 ５月２０日（日）９:００～ 

（２）２９年度会計監査 ４月１５日（日）１３:３０～１６:００ 

（３）地域功労者表彰対象者の推選依頼 

（４）青パト車両のリース満了における買替えリース車両の契約の件 

（５）４月理事会の開催日程変更の件（新旧合同） 

４月１４日（土）→ ４月２１日（土） 

（６）各集会所管理人の選出状況と引継ぎ説明会の開催 

（７）専門部会・委員会の本年度事業評価シート・会計報告書の提出について 

（８）自治会長会からの提案・報告事項 

（９）各部会・委員会からの報告 

（10）その他 

「東３番町女性防火クラブ」が表彰されました！ 
３月７日東京において「自治体消防 

７０周年記念大会」が開催されました。その 

記念事業の中で、長年の活動が認められ「百 

合が丘東３番町女性防火クラブ」が日本防火 

・防災協会長より、表彰状の贈呈を受けまし 

た。この喜びを１９日に名張市長に報告いた 

しました。 

平成７年に組織を立ち上げ、２３年目にあたる今年栄えある表彰をい

ただくことができ、これまでの先輩方が繋いでくれた活動に感謝すると

ともに、今回の表彰を励みとして、引き続き地域の防火防災活動に努め

ていきたいと存じます。 

東３番町自治会長 菅生 治郎 

 

 
 

 

育児サークル 

つながる食を考える会「こどもとごはん」 
 

 このサークルは、親子で料理をしたり、アレルギーがあっても食べ

られる料理を工夫してみたり、勉強も時々してみたり、子育てに関す

るいろんなことをわいわい話しながら楽しんでいるサークルです。 

 毎月２回活動していて、第１金曜日は国津はぐくみ工房あららぎの

調理室をお借りして、調理実習をしています。 

第３金曜日は百合が丘東第３集会所で、お話し会と持ちよりランチ

をしています。 

なお、この育児サークルは名張市子育てサークル連絡協議会に所属

し、名張市社会福祉協議会の助成を受けています。 
 

【実施時間】毎月第３金曜日 １０:００～１４:００ 

【実施場所】百合が丘東第３集会所 
 
 

 

お問い合わせ  八木 ☎０７０‐５４５５‐５３７９ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

百合小校区 
防犯パトロール隊 
＜３月度実績＞ 

通常パトロール 昼１４回 
●各巡回とも特に異常なし 

 

（健康づくり部会） 

３月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

高橋 重子 様 (西２) ４２回 

古川八重子 様 (東３) ２４回 
 

歩こう会 

≪平成３０年度集会所管理人≫ 
４月からの１年間、よろしくお願いします。 

 

名  称 氏  名 住  所 

東第１集会所  宮森 重満 東３ 

東第２集会所  八木 美由起 東５ 

東第３集会所  
玖村 香織 

片山 俊美 

東８ 

東８ 

西第１集会所  南出 恭孝 西１ 

西第２集会所  津田 貞夫 西４ 

南百合が丘集会所 西谷 松男 南百合が丘 
 

なお、管理人の電話番号は市民センター(☎６４‐６４６６)まで 

お問い合わせください。 

 

「まちの話題」 

百合が丘総合スポーツクラブが正式に設立されました。 
 

平成２８年４月１日に名張市市民スポーツ室の支援を受け、toto の

助成金を得て「百合が丘総合スポーツクラブ設立準備委員会」を立ち上

げ、ドッチボール、テニス、サッカー、ダンススポーツ、バドミントン

など９種目を徐々に増やしながら、会員数は青蓮寺・百合が丘地域を中

心に箕曲、つつじ市内全般で会員数１４０名になり、正式にクラブ化を

することができました。 

３月２１日に市長、教育委員長など多数のご参加をいただき設立総会

を開催し、４月１日より正式に「百合が丘総合スポーツクラブ」として

誕生しました。 

地域住民が主体的に運営する公共性のある会員制のクラブとして、こ

どもから高齢者まで、それぞれの年齢・体力・興味・目的に合わせてス

ポーツを楽しみ、元気な生活を送れるような生涯スポーツ社会を実現目

指していきますので、地域のみなさまのご協力をお願いします。 

なお、当クラブでは種々のスポーツ運動及びイベントに参加される会

員を随時募集しています。 

当クラブに関するお問合せは 

百合が丘市民センター（☎64-6466）までお願いします。 

百合が丘総合スポーツクラブ 代表 橋本 健 「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 【日時】２０１８年４月２１日(土) １０：００～１１：５０ 
 【場所】百合が丘市民センター・小会議室 
 【作品】[カーズ] ディズニー・ピクサー映画 上映時間 116 分 

若き天才レーサーのマックィーンは、「レースで優勝をすることだけ

が人生だ!」と信じて止まない性格の持ち主。そんなある日、彼が迷

い込んだ田舎町での人情あふれる触れ合いによって心に変化が現れ

る。やがて彼はゴールを勝ち取ることよりも、もっと大切な事がある

と気付いていく･･･ 

 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 

  

平成３０年度に実施される「百合小こどもクラブ」の活動に参加を

希望される場合は、４月９日(月)に百合が丘小学校で配布をして頂く

「参加登録申込書」に必要事項を記入の上、4 月 14 日(土)までに、

百合が丘市民センターに FAX 又は持参して頂くことが必要です。 

登録者には各回毎に案内が届きます。 


