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10/26（土）～10/27（日）と市民センター
で「センターまつり」開催されました。
　文化・芸術の秋にふさわしい作品が並び、
子供達やコーラスグループがパフォーマンス
で舞台を盛り上げました。館長からは「完成
度が非常に高く、ぜひ皆さんに鑑賞して頂き
たい」とのお言葉がありました。（広報部）

センターまつりが盛大に開催されました

10/20（日）市民センターにおきまして、相川康子先生を
お招きしての「秋の防災研修会」が行われました。途中で
「コーヒータイム」や「おしゃべりタイム」があって、優
しい防災等、新しい防災活動の提案があり、参加した方々
は、女性からの視点で活発な意見交換をされていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活安全部）

  令和 元 年１０月 ３０ 日

つつじが丘自治連合会

         会長   小引  福夫



 獣害問題講演会開催について
講演内容

１ 名張A群の猿被害について

　　　　　A群調査　ボランティア　古川高志（つつじが丘南８番町）

２ 皆で取り組む獣害対策について

　　　　　三重県獣害担当者　木村・市川　氏

３ ア　名張市の獣害についての支援策について

　 イ　猿行動情報伝達の受け方について

　　　　　NP法人　　サルドコネットについて～名張市産業部農林資源室

４ 質疑応答

5 開催者　　つつじが丘自治連合会　名張鳥獣害問題連絡会                                              

　　

１１月２３日（日）
１９：００～２１：００
　センター多目的ホール

「ふれあい交流会」

１１月１７日（日） 市民センター多目的ホール

主催　つつじが丘自治連合会

70歳以上 お独り住まいの方

令和元年11月16日（土）午前8時30分に震度6弱の地震が発生した

災害想定訓練開始。
   地面から突き上げるような地響きと瓦が飛んでガチャンガチャンと落ちる音や柱の軋む凄まじい音で叫び声
もかき消されるくらいの激震に襲われる。家具が倒れ、立っていられない状態が続く。ガス管や水道管が破裂
し、ガスの臭いが充満してくる。停電等も発生し、主要なライフラインが停止した。子供も家を出たところだ。
　やっとの思いで表に出ると、道路に亀裂が走り、傾いている家もある。サイレンが鳴り響き、持ち出した避
難バッグのラジオや携帯で「震度６弱の地震発生と震源等」が分かった。まだ余震が続いている。膝の震えが
止まらない。隣近所の人も表に出てきた。家が壊れたりしている。グループリーダーもいない。「取り敢えず
一時避難所に行こう」と誰かが叫んだ。子供の安否が一番気になる。どうしてよいかわからない。

こんな時、あなたはどうしますか？

※　雨天の場合は各番町の役員の指示に従って下さい

１１：４５～１５：００（１１：１５～受付）



つつじが丘の歴史～10月号の内容に少し追加をしています。　　　　～南８番町　古川高志氏　提供

１９８6年（昭和６1年）
　　　 3月　　　　　         名張西高等学校　開校
　　　 4月30日  　　　　　18番町　空地調査　2,870区画（空地）　　　　　　　　

１９８７年（昭和６２年）
         7月　 　　　　　　　名張市立図書館完成（平尾山）
         8月 　　　　　　　　名張市人口　6万人
       12月 　　　　　　　　名張市役所　鴻之台に完成

１９８９年（昭和６４年・平成１年）
　　  ４月１日　　　　　　つつじが丘運動公園　仮オープン　平成６年すべて完成
　　  ６月１日　　　　　　空き地　2,666件　　　
　  １１月　　　　　　　　小学校夜間照明完成
１９９０年  　　　　　　　名張市人口　　9万人突破
１９９１年（平成３年）
　　  ５月15日  　　　　　南中学校　武道館　完成　　　　　　　　

１９９２年（平成４年）
　　  ９月   　　　　　　　名張市防災訓練がつつじが丘小学校にて実施
　　　　  　　　　　　　　つつじが丘自主防災隊結成
　  １１月　　　　　　　　民生委員　　5名から10名に増員

　つつじの事どれくらい知ってます

つつじが丘のみなさま　こんにちは！つつじが丘地区「まちの保健室」です。☏６８・７８００

朝晩の寒暖差が厳しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
毎年、インフルエンザが猛威を振るいます。今年も天候が不安定で、インフルエンザの流行が予
想され、早期からの対策が必要です。インフルエンザの予防には、手洗い・うがい・十分な栄養
と睡眠・適度な運動・マスクの使用が大切です。あわせて予防接種を受けることで、重症化を防
ぐことが出来ます。
下記の対象者はインフルエンザの予防接種を、一部名張市の負担で受けることができます。
☆対象者
・名張市に住民票がある６５歳以上の方…
　　個人負担金：２０００円　（1人1回）です。
　　※６０歳～６５歳の心臓・腎臓・呼吸器機能や免疫機能に著しい障害のある方も対象となる
場合があります。
・名張市に住民票がある生後６か月～小学校就学前の乳幼児は…補助金：１回２０００円（期間
中2回まで）です。
☆実施期間　
　　令和元年１０月１５日(火)～令和２年１月３１日(金)
　公費負担の手続きや実施医療機関など詳しくは健康・子育て支援室
（☏０５９５－６３－６９７０）にお問い合わせ下さい。広報なばり９月後半号にも載っています。
　　　　　　〇インボディ計測会　・1１月１９日（火）９時半～、10時半～　　南集会所



１１月
  

  1日(金)　秋季休業日

　4日(月)　振替休日

　6日(水)  校内研修会

　7日(木)  入学説明会

　　　　　　 就学時検診・4限授業

  8日(金)  委員会自由参観２、３限

　　　　      ふれあい参観（２・6年）

12日(火)  折り紙

13日(水)  グループ研究部会

14日(木)　乗り入れ授業（6年生） 

15日(金)  クラブ活動・紙芝居

16日(土)  土曜授業・市防災訓練

20日(水)  校内委員会

21日(木)　職員会議

26日(火)　小中一貫代表者会議

27日(水)  校内研修会

29日(金)  小中美術展～2日(名張小)

  6日(水)  年少組・2才参観

  7日(木)  年中遠足

11日(月)  年中消防署見学

12日(火)  観劇

13日(水)  なかよし広場

              ぴか１先生（年長）

14日(木)　誕生会

15日(金)　新入園児用品申込み

18日(月)　年長遠足

19日(火)　茶道教室

25日(月)　避難訓練

26日(火)  スイートポテトクッキング

                                       (年長)

28日(木)～29日(金)  南中保育体験

  4日(月) 振替休日

  6日(水) 校内研修会

  7日(木) 名張市小中学校音楽会

　　　　　　（中学校の部）

11日(月)  名張市教育委員会指定

　　　　　　 南中研究発表会

13日(水)  グループ研究部会⑥

14日(木)  乗り入れ授業（６年）

16日(土)  土曜授業④・市防災訓練

18日(月)  第２回進路説明会

20日(水)  期末テスト①・職員会議

21日(木)  期末テスト②

22日(金)  期末テスト③

　　　　　　 名張市ヒューマンライツ

26日(火)  小中一貫代表者会④

28日(木) ～29日(金) 保育実習

29日(金)  小中美術展～2日

防犯カメラの設置

　先般から行方不明になる高齢者

が相次ぎ、対策を講じているところ

であるが、つつじが丘地区の犯罪

や事故を減少させて安全で安心し

て暮らせるまちづくりに寄与するた

めにも、当該住宅のメインになる

住宅地への出入り口道路４ヶ所に

防犯カメラを設置することになった。

詳しくは、各番町役員に確認して

下さい。

◎おじゃまる広場
  　１日(火)   10：00～11：30

  １５日(火) 　10：00～11：30

　２９日(火)   10：00～11：30　

　市民センター多目的ホール

  乳幼児が遊んでいます。ちょっと覗

いてみませんか
　
◎きになるサロン

  　８日（金）北集会所
　２２日（金）南集会所
　　　10：00～12：00

　子育て中の人もそうでない人も

誰でもどうぞ。和室で茶菓子をい

ただきながらまったりと語らいませ

んか　　　（参加費１００円）

投稿先： つつじが丘自治連合会受付

メールは、komerinnko@yahoo.co.jp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所、氏名、年齢、電話番号を明記。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

匿名の場合は、明記して下さい。

番町紹介は、お休みしました。

小 学 校 だ よ り 南 中 だ よ り

おじゃまる広場（11月）

健 康 福 祉 部

○南サロンカレー亭のご案内

日時　１１月２７日(木) １１～１３時

場所　つつじが丘南集会所

　 マジックショー（11時～） の鑑賞

      ※ 順番が変更しています。

　　　参加費　　１００円

      （スプーン、お皿は持参）
11月・12月のどちらか1回限り名張ケンコー！

マイレージポイントカードが利用可

〇スクエア・ステップ

楽しみながら転倒・要介護予防・認

知機能向上・生活習慣予防を目指

す楽しいエクササイズを実施。

（毎月曜日）

・1１月  ４日   　 　南集会所

・1１月１８日　   　北集会所

・1１月１１・2５日 市民センター
  　　 いずれも午前10時～1２時

持参するもの～くつ、飲み物、運動

しやすい服装で参加すること。

〇ず～っと元気教室（第２部）

  ・1１月1４日（木）　南集会所

　・1１月２８日（木） 北集会所

            いずれも １０時～１１時半

　健康運動指導士・下田先生をお

迎えして、簡単にできる体操、筋力

トレーニング、認知症予防体操など

を行います。人数に限りがあります。

　　まち保　☏６８・７８００まで

街灯新規設置運用開始

   住宅内の街灯電球がLEDに変

わり、電気代等の資産を調査した

ところ、当該住宅内の街灯の増設

可能との結果を得た。よって、使用

電気料金については自治連合会

費用から捻出することになったもの。

ただし、設置費用については、各

番町が賄い、境界付近については

当該番町が協議するものとした。

各番町が、申請書を自治連合会に

申請し、最終的に自治連合会の承

認を得るものとなった。詳しくは各

番町役員に確認して下さい。

生活安全部

生活安全部


