
　

   爽やかな天候に恵まれた中、春の子供フェスタが開催

された。自治連合会会長小引福夫の挨拶で幕があき、

南中吹奏楽部の演奏が始まった。うしろでミニSLの汽笛

が響き、飲食コーナーでは威勢のいい掛け声が聞こえて

きた。ミニSLは、動輪3つのＣ21。本物の石炭で走ってい

る。おじさん方には懐かしい。子供にも大人気で、客室3

両で煙を吐きながら9人のお客さんを運ぶ。このフェスタ

ではすっかり名物ブースになっている。向こうで子供が大

勢集まっているので近づいてみると大きなオオサンショ

ウウオ。64㎝あるという。滝川生まれ。70年近く生きるら

しい。触っても大丈夫。その横では「火起こし体験コー

ナー」。大きなコマのようなものを廻して、その摩擦熱で

煙りが出てくる。子供も一生懸命に廻している。次は｢唐

揚げ醤油味｣と奈垣からの野菜市が並ぶ。大きな葉付き

大根が100円。タマネギ、小松菜もすべてが100円。瞬く

間に売れていく。｢おれんじ夢リレーチーム｣名張市公益

活動団体は、オレンジ通りを活発にして｢つつじが丘｣を

もっと盛り上げようと様々なイベント続けている。今日は、

手作りの輪投げと射的をひっさげての参戦。射的の乾い

た音が懐かしい。広場では、ＳＳＢグループが演奏と味の

ある歌声を聴かせている。山羊の赤ちゃんも見つけた。

生後8日のかわいい山羊には名前がまだない。授乳タイ

ムには子供達でいっぱいだ。消防士さんや警察官の制

服を着て消防車、パトカー、白バイに乗って記念写真。お

もちゃの病院では「おもちゃのピアノ」や「音を感じて踊る

ネコ」が修理中。「100均でできる防災用品」では、ミニ消

火器型水鉄砲が人気。すぐ横の市民センター入口では、

南中２年の恩智さんが創作し、三重県朝食メニューコン

クールで入賞した（当時1年生）朝食メニューの｢ポーク

ビーンズとホットサンド｣が出品、販売されていた。長蛇の

列だ。その前では、「餅つき」餅を打つ音と相方の掛け声

のバランスが絶妙。広場ではJr.ダンスがリズムに合わせ

て躍動している。白いTシャツが青い空と山にマッチ 

していて実にいい。国津獅子舞いの獅子と笛伊賀琉真

太鼓のエイサー太鼓でフェスタもいよいよクライマックス

を迎えた。彼らの笑顔が最高のパフォーマンスだ。これら

すべてに強い郷土愛を感じた。最後は、消防団の｢アン

シンダーＬ｣。園児に大変な人気。5時間があっという間に

過ぎた。約3,500人の人が訪れ、多くの募金も頂いた。 

春の子供フェスタに3500人 

平成 ３0 年 ５ 月 ３１ 日 

つつじが丘自治連合会 
       会長 小引 福夫２



　　　
　

　「巨大災害にそなえる！地域で行う防災・減殺活動」と題して

　　　三重県・三重大学　みえ防災・減災センター
　　地域・企業支援グループ長（工学研究科 准教授）

　　　　　　　　　川口　淳　　先生
　を講師にお招きして講演会を開催致します。
　　日時　　6月17日（日）１３：００～１４：３０
　　場所　　市民センター　多目的ホール
　多数のご参加をお待ちしております。

南6番町の橋口さんは団塊の世代。庭には

直径40センチ位の壺や味噌樽のような容器

が所狭しと幾つも置かれている。中を覗くと

赤色や白色、中には黒色まで。3年前に中

川に住む妹さんから貰い受けたというメダカ

だ。最初は、数匹だったのが卵を産んで増

え続け、今では200匹ほどいて数えきれない。

筆者も数えようとしたがあまりにも多くて断

念した。エサは市販のものを一日に１～２回

ほどあげれば充分だそうだ。調味料の容器

に入れており、それを軽く振るだけ。冬場の

寒い時は底でじっとしている。そんな時はエ

サを控える。春先になれば浮いてきてエサを

ねだる様になるのでエサを与える。春先から、

一緒に入れてある藻に卵を産み付けるので

孵化するまでに別の容器に移し替える。孵

化した子供をエサと間違えて食べてしまうか

らだ。何度も卵を産むので、毎日気を付けて

観ているという。筆者も目を凝らして観察す

ると、確かに今にも産みそうな大きなお腹の

メダカがいた。仕事を終えて家に帰るとメダ

カを観る。休みの日も観察を忘れない。気持

ちがリフレッシュする瞬間だ。「ほしい方は

持って帰って下さい」との事。筆者も２０匹ほ

ど分けていただいた。観ているだけで楽しく

防災講演会のお知らせ 

団塊世代の紹介No１ 



　危険なサルが出没中
   最近、つつじが丘地域に数匹のサルが頻繁に出没し、通行人や居住者を威嚇、
そして、ついには先日、通学途中の中学生に襲いかかり怪我を負わせました。そ
こで

『サル』を見かけたら下記に電話してください。パ
トロールします。
  名張市環境室　０５９５－６３－７４９２

   皆さんへの注意喚起です
  ①不用意にサルに近づかない。またサルの目を見ない
 ②エサをあげたり、エサになりそうなものを屋外に置かない
 ③大声をあげたり、棒をふりまわしたりサルを興奮させない
 ④追い払うときは一人でやらない
 ⑤威嚇されたら目をそらして後ずさりしてその場を離れ、決して
    走って逃げない
 ⑥噛まれたり、引掻かれたらすぐに病院へ
 ⑦児童は集団で下校する
 ⑧不要な外出は控え、戸締りを励行する

つつじが丘のみなさま　こんにちは！まちの保健室です。
朝夕の寒暖差が激しく、皆さま体調はお変わりありませんか？
日中の暑さに慣れていないこの時期は、「熱中症」にご注意ください。

熱中症患者のおよそ半数は６５歳以上の方です。水分
不足や暑さに対する感覚機能・調整機能が低下してい
るので特に注意が必要です。また、子どもは体温の調
節機能が十分に発達していないので、気を配る必要が
あります。特に車内では、エアコンをつけていても、
日光があたると車内温度はどんどん上昇します。短時
間でも絶対に、子どもを車内に置き去りにしないでく
ださいね。
　　　熱中症予防のポイントは…
　①　 のどの渇きを感じなくても、こまめな水分補給！
　② 　体感だけに頼らず、室温や外気温を確認して、扇風機や
　　　エアコンを使って温度調整！
　③ 　外出時には、日傘や帽子の着用。日陰の利用・こまめな
　　　休憩を！
　熱中症に気を付けて、暑さに負けず元気にお過ごしください。
　　つつじが丘地区「まちの保健室」　☏０５９５・６８・７８００

まちの保健室だより 

https://illpop.com/png_animalhtm/monkey_a18.htm


＊編集だより＊
   6月号から「広報つつじ」を
担当します南6番町の米田と申
します。身近な話題を掲載した
いと考えています。今後とも宜
しくお願い致します。

    ★ 日時　6月24日（日）午前10時～12時
    ★ 場所　つつじが丘市民センター 多目的ホール
    ★ 講師　つつじが丘地区  まちの保健室
    ★ 参加費　無料
    ★ 申し込み期間  5月15日(火)～　6月15日(金)
    ★ 主催　つつじが丘・春日丘自治協議会

       認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気です。正し
    い知識と理解があれば穏やかで、尊厳ある暮らしを守
    ることが可能です。

18日(月) 誕生会・コンサート

19日(火) 茶道教室

21日(木) 参観懇談会（年少）

23日(土) バザー

     サロンカレー亭のご案内
    　　 日時　   6月21日（木）11時～13時
　 　　 場所       つつじが丘北集会所
　 　　 参加費　 100円（スプーン、お皿は持参）
    　　 催し物　  国津園職員さんによる寸劇
               　   多くの方のご参加をお待ちいたします。
   「樹の根の会」交流会のご案内
           日時　6月29日（金）11時30分～13時30分
　　　　場所　　　つつじが丘市民センター　２階
　　　　参加費　　３００円当日徴収
　　　（昼食を囲みながら、楽しく過ごして頂きます）
　  ★ 準備の都合上、参加ご希望の方は６月１５日迄に
　　「樹の根の会」代表、藤原迄にお申し込み下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　☏68－0539
　  ★ 参加資格は独身の方が限定です。同居家族が居ら
         れても結構です。

    12日(火)おじゃまる広場

    26日(火)おじゃまる広場

    ◎ベビースマイル
      ７日（木） 南中
        13：05～13：40
    ◎気になるサロン
　　 8日（金）  北集会所
        10：00～12：00
　    22日（金）南集会所
　　   10：00～12：00

  ✾各種団体への
　　　募金について
「名張市社会福祉協議会」
「赤い羽根共同募金」「日赤
募金」「更生保護」「歳末助
合い募金」への募金協力あり
がとうございました。合計で
1,642,697円になり、適正に
各団体へ配分し、適宜送金致

します。

   ◎認知症サポート養成講座

28日(木) 乗り入れ授業(6年)

27日(水) 校内研修会

29日(金) 人権教室

「振り込め詐欺」の他「確実に値上がりすると称し、価値のない社債や未公
開株を買わせる」「ギャンブル必勝法と称する嘘の情報を提供し、料金を請
求する」「異性との交際をあっせんするとの名目で登録料を請求する」とい
ったあらゆる手口で、犯人はあなたを騙そうとしています。ひとりで判断す

特殊詐欺 撲 滅

  7日(木) 歯科検診  1日(金) 委員会・避難訓練

るのではなく「家族」「知人」「近隣」の人に必ず相談をして下さい。

11日(月) 体操教室・自由参観日  5日(火) プール清掃

25日(月) 期末テスト

12日(火) プール開き

15日(金) 紙芝居

16日(土) 土曜授業・自由参観

18日(月) 研究授業

22日(金) 小中一貫代表者会議

28日(木) 参観懇談会（年長）

26日(火) 参観懇談会（年中）

 6日(水) 合同会議②

 7日(木) 環境奉仕作業(6年)

 ８日(金) クラブ活動

            スポーツテスト

15日(金) 試食会

26日(火) 期末テスト

29日(金) 校内研修会

  2日(土) 名張市大会

  3日(日) 名張市大会

  6日(水) 合同会議②

13日(水) 職場体験学習(3年)

14日(木) 職場体験学習(3年)

15日(金) 職場体験学習(3年)

16日(土) 土曜授業 skype(2年)

18日(月)～27日(水)

             部活動なし

22日(金) 小中一貫代表者会議

27日(水) 期末テスト・校内研修会

28日(木) 乗り入れ授業(6年)

つつじが丘交番だより 

幼稚園だより 小学校だより 南中だより 

おじゃまる広場 

健康福祉部だより 

総務部だより 


