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  １０月８日（日）、今回で25回目となる梅が丘南2番町の「ご高齢者親睦会」が梅が丘市民セ

ンターで開催されました。出席者は本親睦会がきっかけで結成された“混声合唱団マンダラー”

の歌声を聞き、皆で唱歌も歌いました。飲食を楽しみながら、軽快な語り口の“マジック

ショー”、“ビンゴゲーム”と盛りだくさんの内容でした。 

 

     

Vol. １５０ 201７.１１月号 

川西・梅が丘地域づくり委員会 

 （梅が丘市民センター内） 

  ☎ ６１－２８５５    

川西・梅が丘地域の行事予定 

12/ 2(土)地域づくり委員会役員会 

                           [地域づくり委員会］ 

12/ 8(金)梅北ゆうゆうサロン   [民生児童委員］ 

12/ 9(土)小学生将棋体験教室   [市民センター］   

12/ 9(土) わいわいこども広場(しめ縄作り) 

                [民生児童委員］ 

12/17(日) 議会報告会     [名張市議会］ 

12/20(水)映画会「家族はつらいよ2」 

                              [市民センター］ 

12/22(金)まちじゅう元気 

            [川西・梅が丘まちじゅう元気］ 

12/23(土)名張の歴史講座       [市民センター］ 

12/23(土)小学生将棋体験教室   [市民センター］   

12/27(水)名張市特定健診結果報告 

             [名張市役所 健康・子育て支援室］ 

 11/12(日)瑞長会文化祭      [瑞長会］ 

 11/16(木)名張市特定検診 

       [名張市役所 健康・子育て支援室］ 

 11/18(土)名張市総合防災訓練 [名張市］ 

 11/24(金)大人の栄養バランス講座 

         [川西・梅が丘まちじゅう元気］ 

 11/25(土)名張の歴史講座       [市民センター］ 

 11/25(土)小学生将棋体験教室   [市民センター］ 

 11/30(木)梅・南茶亭          [民生児童委員］ 

 12/ 1(金)わいわい親子広場(クリスマス会) 

                [地域づくり支援］ 

 12/ 2(土)うめっ子未来クラブ（ケーキ作り） 

                          [地域づくり支援］ 

 12/ 2(土)男の子育て孫育て教室 

            [名張市役所 健康・子育て支援室］ 

 

毎週 月・水 川西・梅が丘グランドゴルフクラブ [地域づくり支援］ 

梅が丘南梅が丘南22番町番町  第第2525回ご高齢者親睦会回ご高齢者親睦会  

12/29～1/3 梅が丘市民センターは休館します。 

※発行日（2017/11/11）の翌日からの予定を掲載しています。 
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役員会議報告 

  

 

平成29年10月22日(日) 梅が丘市民センターにて、梅が丘連合自治会評議員会が開催されました。 
 

議題 

１．上半期各部・委員会の活動報告及び会計報告 

 広報委員会   ：川西・梅が丘だより発行、FACEBOOK更新など報告 

 緑化環境委員会 ：ポイ捨て禁止看板追加設置、短野・下三谷農道の糞掃除など報告 

 実行委員会   ：夏祭り開催（テラス席が好評、名張高校放送部によるMCなど報告） 

 会計局     ：各自治会会計に自治会費納入説明会を実施、月別収支一覧表作成・管理 

 福祉委員会   ：ナウラ運営による老若男女の生きがいと子育て支援の実施 

 事務局     ：北1集会所内に連合自治会資料管理ブースを構築 

          平成29年4月より毎月第2日曜日を事務所休日にした。  

 集会所運営委員会：南３集会所玄関の調整、北１集会所女子トイレの扉鍵部調整等他 

 防犯・防災委員会：川西・梅が丘地区防災訓練実施 、防災だよりの発行他 

 環境美化事業部 ：草刈事業は計画通り1回～2回目作業を実施、 

          梅ちゃん牧場は４頭でスタートし、２頭の子供が誕生   

 総務部     ：街灯LED化への切替が6月上旬に完了。街灯電気代は21万6千円（14％）削減

見込み。リース期間中の6年間はほぼ現行電気代で支払いでき、リース期間

終了後の7年目よりリース支払い費用の約140万円が積立金として計上でき

る見込み。 

          川西・梅が丘地区住民の意識確認の為アンケート調査を実施  

１ｔトラック老朽化のため更新  
 

２．予算執行状況について 

 上半期における予算執行状況は、ほぼ順調に推移しているとの報告がありました。  
 

 

 

 

≪川西・梅が丘地域づくり委員会役員会：１０月９日（月）開催≫ 
・ 第１４回川西・梅が丘フェスタが１１月５日（日）梅が丘市民センター、ナウラで開催され

ます。詳細については、“川西・梅が丘だより１０月号”に掲載されます。 

・ 平成２９年度名張市総合防災訓練が１１月１８日（土）に行われます。梅が丘小学校に避難

されて来られた方から順次訓練をしていただきます。 

・ 三重県の最低賃金が１０月１日より２５円引き上げられ、７９５円/Hから８２０円/Hにな

りました。それに伴い、市民センター職員の時給も８００円から８２０円にすることが、承

認されました。  

・ 川西・梅が丘まちづくりアンケートは、６０.２％の回収が出来ました。 

≪梅が丘連合自治会役員会：１０月２１日（土）開催≫ 

【環境美化事業】 

・ 梅が丘環境美化事業の内容説明が行われました。各町会に課せられた各公園の清掃作業実態

と市への公園清掃業務報告の課題が取り上げられました。 

・ 各町会で、民家そばの大木伐採や空地の状況など、班長会議で情報共有し課題整理していく

ように依頼がありました。   

【防犯・防災委員会】 

・ 名張市防災訓練の“安否確認”として、昨年と同様リボンを利用して行います。「安否確認

用リボンの使い方」チラシとリボンを全戸配布致します。 

【事務局】 

・ ２０１８年度理事（７自治会長）選出選挙日程案が示されました。 

・ ナウラカフェにおける『Ｊ＆ＢＲ(ジーバー)の日』開催が決まり、川西・梅が丘だより１１

月号で案内します。 

・ ナウラ東側階段が老朽化で危険な状態であり、改修の検討を進めて行きます。 

第２回梅が丘連合自治会評議員会 
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１日（水）瑞長会さんとの交流  

１６日（木）就学時健康診断  

１８日（土）土曜授業日  

２９日（水）マラソン大会（予備日：１１月３０日）  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからないことがあっても、となりの子と、またグループの子と話せば少しヒン

トをもらえ、考えられたり、わかるようになったり、そんな「学び合いの授業」が

できると楽しいものです。梅が丘小学校での日々の学習は、みんなで 「学び合い」

を大事に考えて取り組んでいます。  

 と な り の 子 の 話 を し っ か り 聴 け た か な ？  グ ル ー プ で 話 し 合 っ て み た か な ？  

そして、なかまとともに楽しく学び合えたかな？  明日もみんなとともに「学び合

いの授業」をしていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月２０日、名張市内の５年生が集い、名張市小学校音楽会が開催されました。

梅が丘小学校は午後の部に参加しました。  

 ５年生は「うめっ子表現集会」でも、練習 の  

成果を発表したところですが、ＡＤＳホールの  

舞台でも立派に心のこもった歌声で「世界がひ  

とつになるまで」と「栄光の架け橋」の２曲を  

歌いました。すてきな歌声が響きました。  

 学校紹介をする子、ピアノ伴奏をする子、歌  

声を響かせる子、それぞれがこれまで積み重ね  

てきた練習でのことを思い浮かべながらの発表  

であったのではないでしょうか。５年生の皆さ  

ん、本当に素晴らしい歌声をありがとうござい  

ました。みんなが一つのことに向け取り組むこ  

とは本当に値打ちのあることです。  

 

 

１１月号  

〈ひよどりじょうご〉 
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『食べて学ぼう！ワンコイン    ランチ講座』  

日々のお食事、つい麺類だけとか、残り物で済ませたりとか、気がつくと、  

栄養バランス崩れてませんか？でも、バランスのとれたメニューって？ 

栄養士さんをはじめ食のプロの方をお招きして楽しく学びながら、作って 

いただいた美味しいお食事をいただきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成 29 年 11 月 24 日(金)10 時～13 時 

場 所：梅が丘市民センター多目的ホール 

持ち物：お茶・スタンプカード等 

人 数：40 名 （先着順です） 

申 込：梅が丘まちの保健室 📞61-3770 

受付日：11月 13日(月)～20日(月）9時～17時 ※平日のみ 

参加費：500 円  次回は１２/2２（金）です 

駐車場に限りがあるため、無理のない範囲で、出来るだけ徒歩でご参加ください。ご協力お願いします。 

10 月は「ロコモ検診」を実施しました。参加者の皆様、検診結果は後日お渡しします！ 

初めての方も 2 回目の方も、現在の体力を知り、今後の生活に役立てていきましょう！ 

川西・梅が丘地域まちじゅう元気、梅が丘まちの保健室、名張市役所健康・子育て支援室、名張市社会福祉協議会 

連絡先 梅が丘まちの保健室 TEL 61-3770  

 

11 月は 

身体の中から 

元気になりましょう！ 
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【昨年の議会報告会の様子】 

 
 

 平成２９年度名張市議会報告会が下記の日程で開催されます。議員に直接

質問をしたり、意見を言う良い機会です。ぜひご参加ください。 
 

 日  時：平成２９年１２月１７日（日）午前１０：００～１１：３０ 
  

 場  所：梅が丘市民センター 多目的ホール 
  

 出席議員：豊岡千代子、森脇和徳、細矢一宏、川合 滋、柏 元三 
   

 内  容：(第1部) 9月定例会の主な議案の審議状況等について 

          （報告/質疑応答）  

            (第2部) 意見交換会  

 

 

  

 
  

  新会員募集！ 

健康体操 "ひまわり"  
   

新会員を募集しております！ 

  健康な身体を保ちませんか？ 
 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

赤い羽根共同募金箱設置  

 

 梅が丘市民センターに赤い羽根共同

募金箱を置きました。 

 赤い羽根共同募金は募金の70％が市

町村で使われており、高齢者福祉施

設、学童保育、地域防犯活動、障害者

への活動支援などに役立っています。 

 

 ぜひ、募金をお願いします!! 
 
 

 設置場所：梅が丘市民センター 

        事務所 窓口 

 

 

平成２９年度名張市議会報告会開催案内 

昨年度の質問・意見 

 ・議案の市民生活への影響 

 ・地域づくり組織と議員の役割分担 

 ・名張市財政悪化の理由 

 ・名張市の農業振興策 

 ・表S字坂の補修工事の早期履行 

 ・犬の糞害対策 

 ・議会報告会の時期 

☆和気あいあい、楽しく 

  活動しています。 

  一度、見学にお越し  

   下さい。 

 毎月 第二、第四 火曜日 

 時間 ＰＭ １：００～３：００ 

 場所 梅が丘市民センター多目的ホール 

 費用 年間 ３６００円 

 お問い合わせ 小岩幸子  

       TEL ０５９５－６４－０９７５    

 講師：山本先生 

事前申込不要 

主催：名張市議会 連絡先：議会事務局 ６３－７８３４ 
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 10月11日（水）に梅が丘パークで、第13回梅の花老人会グランド

ゴルフ大会が、高齢者学級として開催されました。 
 

 42名の参加者があり、盛大に盛り上がりました。 

 今年の優勝者は大塚一子さん。 

    準優勝は西城輝男さん 

 でした。 
 

         ※写真は昨年（平成28年）の大会の様子です。 

高齢者学級 第1３回梅の花老人会グランドゴルフ大会 

 
 １０月２１日に開催された囲碁クラブ主催のトーナメント大会で、

桔梗が丘にお住いの深田義平さん（90歳）が、みごと優勝しました。

昭和２年生まれ。名張中学で27年、教師として勤め、当時珍しい囲碁

クラブを中学校で立ち上げて、中学生に教えていました。自身が囲碁

を始めたのは25歳のとき。以来65年、強さは継続。「考える事は認知

症予防になります。今からでも遅くないので、どんどん囲碁クラブに

参加してください」との思いで続けています。 

第1５回梅が丘囲碁クラブ大会 

 
 梅が丘南地区の高齢者サロン、梅・南茶亭が9月28日に、梅が丘市民センターで開催されました。

総勢約40名が参加して、健康づくりを楽しんでいただきました。 

次回開催日は11月30日（木）、13時30分からです。参加費は100円。事前申し込みはいりません。  

どなたでもご参加いただけます。 

いつも奇数月の最終木曜日に開催していますので、ぜひ一度ご参加ください。 

梅・南茶亭梅・南茶亭 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 15 日(日)、登録サークル及び川西・梅が丘地域づくり委

委員会理事の方々を始め、利用者の皆様に協力していただ 

き、普段の使用後の清掃ではなかなか行き届かない場所を 

お掃除していただきました。 

 

お忙しい中ご協力いただいた皆様、 

本当にありがとうございました。 

ございました。 
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わ い わ い 親 子 広 場 
 

 

 

10月6日、梅が丘市民センターでわいわい親子広場

がありました。今日はハロウィン。マントを付けて

杖をふるって魔法使いに変身！三角帽子もかぶっ

て、写真を撮りましょ。もちろん、お菓子ももらっ

て楽しく遊びました。 

12月は1日（金）、クリスマス会です。1年で一番

大勢のお友達が集まります。 
 

※わいわい親子広場は毎月第１金曜10時～12時、  

 市民センターにて無料で開催しています。 

 申込は不要です。お気軽にご参加下さい。 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

    

 

平成２９年１１月１日現在 

南４駐車場（消防署予定地） 

   

ご希望の方はお問い合わせ下さい。 

川西・梅が丘地域づくり委員会 

℡61-2855 

12 月の無料映画情報 20 日（水）午後 2 時から 

さぁ、前代未聞の大騒動へ！ 

 家族はつらいよ 2 
 

寅さんシリーズの山田洋次監督による喜劇
映画「家族はつらいよ」のパート 2。年金
暮らしの周造はマイカーでの外出をささや
かな楽しみにしていたが、車に凹み傷が目
立ち始めたことから高齢者の危険運転を心
配した家族は、周造から運転免許を返上さ
せようと画策する。そんなある日、妻の富
子が旅行に出かけることになり、つかの間
の独身貴族を楽しむ周造は、お気に入りの
居酒屋の女将かよを乗せて車を走らせる
が．．．．．．． 
 

 
●出演 
山中崇史 
橋爪功 
吉行和子 
妻夫木聡 
蒼井優 

 

●監督 
山田洋次 

 

ご鑑賞は 

●申込み不要 

●入場無料です 

 

●時間 113分 

 　さかのぼり『名張の歴史』講座

   日時：１１月２５日（土）午前１０時から１２時まで

　場所：梅が丘市民センター　小会議室

　講師：山本進（やまもとすすむ）・・梅が丘南在住（館長）

　内容：中貞夫さん著の『名張の歴史』を現代からさかのぼって

　　　　読んでいきます。

・テキストは講師が準備します。

・毎月第4土曜日開講予定です。

梅が丘市民センター講座ご案内
無料で申込不要です。ご参加お待ちしています。
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 男の子育て孫育て教室男の子育て孫育て教室  
  

平成29年12月2日（土）10:00～12:30 於：梅が丘市民センター 
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10月8日(日)、梅が丘小学校にて“イモ掘り”を行いました。今年は天候も

すぐれずイモの大きさに不安を感じていましたが、雨が成長を促したのか、

大きなイモが大量にとれました。終わった後は恒例の焼き芋とジャガバター

を美味しくいただきました。 

 

 

 

 

10月14日(土)、”魚のカレー“と”かぼちゃプ

リン“を作りました。ニンニクやショウガ、赤

玉ねぎをつぶし、ココナッツパウダー、カレー

粉などから作るカレーは、とても辛くなりまし

た。プリンは、かぼちゃを皮と種をとってつぶ

し裏ごしして作りました。最後はホイップと、

かぼちゃの種で飾り付けて出来上がりです。 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

わいわいこども広場わいわいこども広場  
 （魚のカレーとかぼちゃプリン）（魚のカレーとかぼちゃプリン）           

うめっ子未来クラブうめっ子未来クラブ  イモ掘りイモ掘り  
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OYAJIOYAJIの日の日  

 NAURAA予定   

 うぃずさんのパン販売  11月22日,12月13日（水）12:00から                                       

 事務局 休み      11月12日，12月10日（日） 

 ナウラカフェ休み        11月19日(日) ナウラ貸切のため    

連絡先 
 梅が丘北2番町272番地 
 梅が丘連合自治会事務局 
 TEL & FAX 0595-64-3255 

今月の11月19日(日)はナウラ貸し切りの為

中止します。 

来月の予定 12月17日(日)10：00～12：00  

    

 

 10月15日のOYAJIの日の様子です。 

店内はハロウィンらしい飾り付けがされて

いました。 

    
 

    １０月７日（土）、ハロウィンの飾り物、カボチャのガーランド。 

    モールを使ったクモキャンディー。少し時間がかかる折り紙のオバケカボチャ。 

  と、思い思いの飾りを作りました。 

  ガーランドは切る場所を間違えた

り、折り紙は、途中、リタイアしたり、

大変でしたが、表情豊かな飾りが、出来

ました！ 

ハロウィンの飾り物ハロウィンの飾り物  主催：マザーランド主催：マザーランド  

「コーヒ飲み放題 ＋ トースト付きで300円」でご奉仕！！ 

ショーン ウララ サララ ナウラ 梅吉より

最後のごあいさつ

今年も、まださむい２月にめえめえ牧場より

やってきて、はや９ヵ月がすぎました。

すてきなかんきようですごしましたが

ぼちぼち草も少なくなってきました。

おなごりおしいですが１２月なかごろにはかえります。

会いにきてくれた人ありがとう。

また来年２月に来ます。

梅ちゃん牧場だより梅ちゃん牧場だより  
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 ９月３０日(土)、梅が丘幼稚園で運動会が開催されました。元気よく“かけっこ”や“お遊戯”

をする子供たちの様子をご覧ください。 

 

 

 
 

１０月２１日（土）、梅が丘幼稚園で友愛セールが行われました。雨の中、わたあめ、ミルクせんべ

い、ポップコーン、カレー、輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨー釣りなど色々な模擬店に人が

集まり、バザーも大盛況でした。午後１時には「１１９団アンシンダー」もやって来て、一緒に歌っ

たり踊ったりして楽しいひと時を過ごしました。 

第２６回梅が丘幼稚園運動会第２６回梅が丘幼稚園運動会  

梅が丘幼稚園梅が丘幼稚園  友愛セール友愛セール  


