
 
 
 
 
 

                        

  
 
 

      
 
 

      

時 間 内 容 

８：００ オープニングセレモニー 

８：３０ 百合が丘市民センター 

８：４３ 第２はなの里 

８：５９ ディサービスそらまめ 

９：１５ 百合が丘小学校 

９：３０ 三重県立名張青峰高校 

９：４８ 名張市立病院 

ゆりがおか 

掲示板 ＜2019 年１０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 27（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 28（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 3,17（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 14（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 15(火),4,18(金) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン 7,21(月) 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト 6（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 5(土) 9:30～11:30 市民センター 

みんなの楽しい映画会  26（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 2,9,16,23(水) 市民センター 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ歩こう会  25(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) 

 

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 

敬老の日のメッセージ 

世代を超えた交流の場づくり 
 

長く暑い夏の日が終わり、朝夕に涼しさを感じるころに今年の敬老の

日を迎えました。１００歳以上の方が７万人を超え、改めて長寿の国で

あることを実感します。長寿の国の社会の誇りと責任は、長い人生で蓄

えられた知識・経験が次の世代へと受け継がれて社会に役立つことだと

思います。 

 喜ばしい長寿の一方で、ひとり暮らしの高齢者世帯が急激に増えてい

ます。ひとりでテレビや新聞・スマホなどからの情報を得るだけでは、

自身が感じる喜怒哀楽の振幅は小さいと思います。離れた家族との新た

なコミュニケーションや地域活動参加により、若い世代や子どもたちと

も直接触れ合うことで、高齢者にとっても新たな情報や価値観を知る機

会となり、日々の生活にも明るさと生きがいが増すものと思います。 

敬老の日を機会に私たちの活動も、高齢の方が気軽に参加できる交

流の場づくりに一層注力していきたいと思います。 

（一社）青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

会長 時枝 民生 

 RUN 伴（RUN TOMO）２０１９MIE 

開催のお知らせと応援のお願い 
 

RUN 伴は、認知症の人や家族、支援者、一般の人があらかじめ設定

したゴールまで当事者や家族、支援者、一般市民がタスキリレーをして一

つのタスキをつなぎゴールを目指す認知症の啓発イベントです。 

 今回、名張市がこのイベントの後援し名張から津までタスキをつな

ぐことになりました。今回、当地域から１チーム（４名）、第２はな

の里から数名及びサポーターが参加して一緒に走ります。 

走るコースは百合が丘市民センターをスタートして、第２はなの

里、ディサービスそらまめ、百合が丘小学校等を経由し名張市立病院

まで走ります。詳細は以下の通りです。 

当日是非、沿道に出て応援をお願いします。その際、オレンジ色の

布等があれば、それを持って応援をお願いします。 
 

１．開催日 ２０１９年１０月２４日（木） 

２．内 容 スタートは百合が丘市民センターです。 

コースの詳細は下記を参照ください。 

（１）８：００ オープニングセレモニー  

（２）８：３０ スタート(詳細はタイムテーブルを参照してください) 

３．コース・タイムテーブル 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 2019 年 10 月 26 日(土) １０：００～１１：５５ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [Mr.インクレディブル]  

ディズニー・ピクサー映画 上映時間１１５分 
 

Mr.インクレディブルことボブと妻のヘレンは、かつて人々を危機か

ら救い出すスーパーヒーローだった。15 年前にスーパーヒーロー制度

廃止を機に、一般市民になって 3 人のこども達と普通の生活を送ろうと

努力していた。しかし、ボブは再びヒーローになる夢を捨てきれない。

そんなある日、ボブの元に謎の手紙が届いた。それは、彼の愛する家族

にとって想像を絶する冒険の始まりでもあった。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 

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 8（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
25(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 4,18(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」 2,16（水） 10:30～17:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 18(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 28（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 

名張市民ホッケー場についてのお知らせ 
 

８月に完成しました名張市民ホッケー場は、１０月より名張市より委

託され一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会が施設の予約等

の管理を行うことになりました。 

詳細な施設予約方法、利用方法・料金等々については百合が丘市民セ

ンター（☎６４－６４６６）までお問い合せください。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

事務局 

２０１９ 青蓮寺・百合が丘地域フェスタ 
第２２回 市民センターまつり開催 

【日 時】１１月２日(土) ９時３０分～１６時 

【場 所】百合が丘市民センター 

２０１３年に地域の方々と一緒に楽しんでいただける場として地域

フェスタ＋市民センターまつりとして形を変え、市民センターを拠点

にして活動している方々の成果を地域の皆さんに発表する場と、この

地域で活動している団体の発表の場として毎年開催しています。今年

もこどもから高齢者まで、ご家族で秋の一日をゆっくり楽しんでいた

だけるよう、スタッフ一同で企画しています。たくさんのご来場をお

待ちしております。 
※詳細については１０月中旬にプログラムの各戸配布を予定しています。 

 

お詫びと訂正 

広報９月号で山田 睦郎氏の訃報のお知らせをしましたが、

死去された日を８月１８日（月）とお伝えしましたが、正し

くは８月１９日（月）です。お詫びとご冥福をお祈りいたし

ます。 

百
合
が
丘 

市
民
セ
ン
タ
ー 
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一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 －９月度理事会の議題の報告－ 

９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２０名出席で

した。 

【日時】９月１４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】 

《審議事項》 

（１）１０月１日からの価格改定について 

   職員給与、テニスコート利用料、ゆりポパイ利用料、ゆりの花配 

食料金 

《報告事項》 

（１）理事の退任と欠員補充について 

   山田事務局長（兼市民センター長）逝去にともなうセンター長の 

募集 

 （２）協議会会則改正案及び規程制定案について 

（３）ゆめづくり協働事業への提案内容について 

（４）ビジョン見直しに関する意見・提案のお願い 

（５）次期５年間の市民センター指定管理料について 

（６）ホッケー場管理・運営について 

（７）その他 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 

＜９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 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 

９月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

竹内 和子 様 （西 3）  1回 

森川 三男 様 (東 3) 84回 

齋藤美代子 様 （西 3） 42 回 

安川 和子 様 （西 2） 16 回 

吉田満津江 様 （西 3） 35回 

春本 幸子 様 （西 3）  2 回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 
 

 
 

 

名張市総合防災訓練の実施について 
 

１１月１６日（土）に名張市総合防災訓練が行われます。当地域でもそ

の日に合わせて防災訓練を実施します。地震災害はいつ発生するか予測す

ることは難しいです。また、豪雨災害に関しては事前に天気予測精度が上

がり予測することができますが、どの程度の災害になるかの予測は難しい

と思います。しかし、日頃から地震災害に対する準備は可能で、災害が発

生したとき冷静に行動できるよう日頃の準備、備えが必要です。 

 １１月１６日（土）の防災訓練はご自宅の防災対策 

ができているか、家族内の安否確認が出来ているか等 

の確認をしていただくとともに、全員参加で防災訓練 

に参加していただくようお願いします。 

なお、詳細な訓練内容については自治会長、安防委員より通知があると

思います。また、１１月の広報でも通知させていただきます。 

「みんなで災害に強いまちづくり」をしたいと思いますので、ご協力をお

願いします。 

安全防災防犯委員長 松田 博美 

 配食サービス及び生活支援サービス（ユリポパイ）の 

価格変更のお知らせ 
 

 １０月より配食サービス及び生活支援サービス（ユリポパイ）の価格を次

に示すように変更させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いします。

また、ボランティアの方を募集しています。百合が丘市民センターまでお問い

合せください。 
 

１．配食サービス 
 高齢者を対象に毎週水曜日に実施しています配食サービスの価格改定させ

ていただきます。 

 

 

 
 

２．生活支援サービス（ユリポパイ） 
生活支援サービス（ユリポパイ）は日常生活をする上で何らかの援助を必 

要とする方の生活支援サービスです。 

区分 作業内容 利用料金 

改定前 

草引き、草刈り等 ８５０円／人・時間 

上記以外 
５００円／人・時間 

但し、３０分未満の時は３００円／人 

改定後 

草引き、草刈り等 ９００円／人・時間 

上記以外 
５００円／人・時間 

但し、３０分未満の時は３００円／人 

 

なお、このサービスを利用するには条件があります。利用条件について

は百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）までお問い合せください。 

福祉健康部会 

 

『敬老の集い』 
 

           西 3・6 番町自治会、民生委員、山麓会協力の 

もと「敬老の集い」を 9 月 15 日(日)に、開催致 

しました。31 名の方が出席され、MOUG(モー 

グ)さんの懐かしい曲中心の演奏が始まると、皆 

さん気持ち良さそうに聞き入っておられました。 

後半は、全員で歌うなど大変盛り上がりました。 

 その後お楽しみゲームを行い、輪投げデームで 

は一人一人のプレーに全員が笑顔で拍手を送った 

り、最後の野菜ビンゴゲームでは好きな景品を選 

んだり、皆さんおおいに楽しまれていました。  

西 3・6 自治会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百合が丘小学校 第 28回運動会 元気いっぱいの開催 
 

 「頑張る児童を見て、感動した！元気がもらえた！」 

9 月 23 日(月・祝)台風の影響で順延された運動会が開催されまし

た。朝からカラット晴れ上がり最高の運動会日より、元気な応援合戦

で始まり、日頃の練習を発揮した短距離走、団体演技が繰り広げられ

ました。真剣そのもの、力いっぱいの演技や競技に、思わず大声で声

援を送っていました。頑張ったみんな、「感動をありがとう！」 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

運営ルール変更に伴うご理解ご協力に感謝いたします！ 

毎年言われ続けている運動会運営に関する問題点、課題を本大会では

解決に向けて、学校、PTA が大変努力され、大きな成果を上げられま

した。しかし、まだまだ課題もあり来年度に向け更なる改善を期待し

ます。地域では可能な限りの支援をさせて頂きますのでご協力下さい。

駐車場への乗り入れ禁止に伴い、保護者、地域の皆様には徒歩でのご

来校にご協力をいただきありがとうございました。 

＜改定前＞ ４５０円／１食 

＜改定後＞ ５００円／１食 

 

 
                 

                   10 月 19 日(土)午前 9:00～10:20 

                会場：百合が丘小学校 体育館 

                地域の方、どなたでもご参加頂けます！ 

                入場無料 

               主催 百合が丘小学校   

                   共催 百合が丘小学校ＰＴＡ 

                          共催 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

                          【まちじゅう元気プロジェクト】 

お問い合せ  

                 百合が丘市民センター ☎64－6466 

 

元気な子ども達を育てるヒントにあふれる映画会

「いただきます」上映会 

百合小体験学習 5 年生稲刈り 
「お米作りはしんどい仕事だと思った！」 

 

9 月 26 日(木)の 5・6 時間目、青蓮寺公民館前の百合小米作り体験田

において 5 年生の稲刈りが、地域支援者 8 名の指導で実施されました。

今年は、獣に荒らされることもなく、ずっしりと頭を垂れた穂をたくさ

ん刈り入れ、60 名弱の 5 年生が力を合わせ 40 分で刈り取ることがで

きました。「しんどかったけど、やったことないので楽しかった。」との

感想。刈り入れ後は、コンバインに掛け脱穀する作業を手伝いました。 


