
 
 
 

                                        

 
 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年８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 夏休みにつきお休み 百合小校門前 

クリーンゆり 27（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
25（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 2,23(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 8（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 28（金） 13:30～ 東第１集会所 

さわやかサロン 3,17（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン お休み 西第 2 集会所 

ゆりの木サロン 
（東 4 老人クラブ会員のみ）  15（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 
（東 5 老人クラブ会員のみ）  お休み 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 26（土）14:30～27（日）12:00 市民センター 

みんなのこども映画会  19（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) ※7/19～9/13 夏休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 ８月はお休み 市民センター前 
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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) 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 
 

 

 

【日 時】８月１９日(土)１０：００～１１：３０ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [マダガスカル]  上映時間８６分          
 

☆ニューヨークセントラルパーク動物園の人気者、ライオンのアレックス・

シマウマのマーティ・キリンのメルマン・カバのグロリアは仲良し４頭組。 

ある日、大自然にあこがれていたマーティはペンギンズの計画にのって、

仲間の３頭を誘い動物園から大脱走! 無事に脱走出来たのはいいけれど、

都会の真ん中で４頭とも人間につかまって船で連れ去られてしまいま

す。しかし船から落ちて、たどり着いたのは…マダガスカル! 大自然の

中で４頭が得る一番大切なものとは!? 
 

 ※ユニークな４頭の大冒険と、都会育ちの動物の心情をお楽しみ頂けると

思います。ご家族・ご近所お誘い合わせの上、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 

 
 

 

いよいよ百合が丘地区『新建築ルール』導入の 

取り組みが開始されます 
 

 すでに、『“新建築ルール”導入までのロードマップ(行程表)』を

百合が丘地区に戸配させていただきました。そこには、来年 5 月

の『新建築ルールの住民合意』に向けての行程が示されています。 

 百合が丘ニュータウンが誕生して３５年、円熟期を迎えた街 百

合が丘。 

『子供たちが、安全でのびのびと遊び・学び・成長できる街』『若

者たちが進んで住みたいと思える街』『高齢者が安心してくらせる

街』まさに、このような街をご一緒に創ろうではありませんか。 

配布しましたロードマップに記載しています 9 月～10 月の百

合が丘地区の全自治会員を対象にした 6 回開催の『新建築ルール

導入に向けての説明会』のいずれかに必ずご参加ください。百合が

丘の街づくりをご一緒に考えるとても大切な取り組みです。 

8 月中旬に『説明会のご案内』を戸配させていただきます。 

説明会へのご参加、かさねてよろしくお願い申し上げます。 
 

2017 年 8 月 

青蓮寺・百合が丘自治会長会・新建築ルール特別委員会 

会長 木寺 正仁 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 
 

地域の皆様、暑中お見舞い申し上げます。毎日蒸し暑い日が続いておりま

すが皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。 

日頃は、地域づくり協議会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。梅雨明けと同時に全国至る所で集中豪雨による被害が発生してお

り、テレビ画面で悲惨な状況を見るたびに憂鬱な気持ちになり、被災地や

亡くなられた方に哀悼の意を表したいと思います。一日も早く元の生活を

取り戻される事を願っております。もうしばらくは暑い日が続くと思われ

ますが、くれぐれもお体をご自愛頂きます様宜しくお願い致します。 

          一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

                         会長 山田 睦郎 

 

  

 

 

今年の夏はいつにもまして暑さがひとしおです。 

お変わりありませんか。 

あらためて暑中お見舞い申し上げます。 

いよいよ『新建築ルール』導入に向けてエンジン始動です。 

百合が丘の街づくりをご一緒に考えるとても大切な取り組みです。 

そのために『住民合意がキーワード』と肝に銘じ取り組んでまいりたいと

考えています。 

9 月～10 月には『新建築ルール導入に向けての説明会』が 6 回開催され

ます。住民合意に向けた大切な取り組みです。いずれかに必ずご参加くだ

さいますようこの機会をお借りし、かさねてよろしくお願い申し上げます。 

副会長 木寺 正仁 

  

 

 

 緊急時家族連絡簿の更新と防災アンケートへのお願い 
 

今年度も「緊急時家族連絡簿」の更新時期となりました。 

これは、各ご家庭の緊急時連絡先を自治会と協議会に予め 

登録していただき、何か非常事態があった場合に、その連 

絡に役立てようというものです。用紙と封筒を配布します 

ので、ご協力をよろしくお願いします。 

 併せて「防災アンケート」を実施します。こちらは、皆様方の災害への備

えと防災意識を調査することで現状を把握し、近い将来に発生すると言われ

ている大災害に向けた防災活動の指針を作成するためのものです。必ずご記

入、ご提出をお願いします。 

 なお、今年の防災訓練は 11 月 1８日（土）に『名張市総合防災訓練』と

同時に行われますので、ご予定いただきますよう重ねてお願い致します。 
 

安全防災防犯委員会 岡本 譲 

平成２９年度  

「巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 

が実施のお知らせ 
 

 

８月１１日（金・祝）午前６：００よりラジオ体操がメイハ

ンフィールド（名張市民陸上競技場）にて開催（午前６時３０

分から NHK テレビとラジオ第１で全国に生中継）されます。 

当地区から８名が体操指導として 

参加します。名張ケンコーマイレージ 

ポイントがつきますので当地区の皆さ 

んふるってご参加ください。 

 

百合が丘地域でも、白樺公園 

やふれあいサロン「ゆこゆこ」 

で毎朝、ラジオ体操を実施して 

います。地域の皆さまもぜひ、 

ご参加ください。 

暑中お見舞い申し上げます 

 皆様には平素から子供たちの見守りに、又より良い生活環境作りのお心配

りをいただきましてありがとうございます。夏休みに入り子供達との接点も

多くなりますが、たくさんの先輩の住民の努力によって、ごく普通にあいさ

つが出来る子供さんが増えています。こちらから声をかける大人になりたい

と思います。 

副会長 西村 四郎 

 



 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 

＜７月度実績＞ 
通常パトロール 

昼１０回 
●各巡回とも特に異常なし 

 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

７月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 

 
 

森  恭子 様(東５）２７回 

岡村 健児 様（東７）１４回 

安川 和子 様（西２） ６回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

  
「百合小こどもクラブ」通信  

びしょびしょに濡れました!! 
 

 

  7 月 1 日(土)天気予報では雨の確立 60％。 

予定していた水遊びを中止しなければならな 

いかと心配していたのですが、さすが「こど 

もクラブ」朝からカンカン照りの好天気!! 

今日は、保護者公認の[思いっきり水を使っ 

てのゲーム大会]。こども達は濡れる気満々 

で着替えを持っての参加です。 

水風船やたっぷり水を含ませたフライング 

ディスクを使ってのゲームを４種類行いま 

した。全て濡れるように考えたゲームです。 

最初は私服が濡れることに抵抗を感じてい 

た子も、水がかかる度に大胆になり、ゲー 

ム大会の最後に行う[全員で水かけ]の頃に 

は、先頭を切ってはしゃいでいました。 

この時期だから出来るプログラムです。 

サポーター皆さんもこども達と一緒に思い 

っきり濡れて楽しみました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、8 月 26 日・27 日に[1 泊 2

日合宿]を行います。26 日の夕刻(19 時 30 分頃)に、キャンプファイヤー

を行いますので、是非、ご参加下さい。 

こども達と夏の夕べを楽しみましょう♪ 

         「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  
-７月度理事会の議題の報告- 

７月８日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 24 名出席、3 名

欠席でした。 

記 

【日時】７月８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】 

（１）百合小１・２年生下校時見守り活動の今後について 

（２）シニアクラブ申し入れについて 

（３）名張ケンコーマイレージのポイント付与事業について 

（４）部会報告 

（５）その他について   
 

名張ケンコー！マイレージのお知らせ 
 

（名張市健康づくりポイント制度） 

 この取り組みは日々の健康行動や健康増進につながる取り

組みやイベントに参加等でポイント（マイレージ）が貯まり、

いろいろな特典がうけられる取り組みです。当地域でも次に示

すイベントに参加すればポイントがもらえ、ポイントを貯めれ

ば「とれたて名張交流館」のお買物券に交換するこができます。 
 

（１）夏まつり（８月５日） 

（２）地域フェスタ（１１月４日） 

（３）定期体力測定会 なお、今年度 2 回を対象とする。 

（４）９月開催予定のシニアクラブイベント 

なお、名張ケンコー！マイレージの詳細、及びポイントカー

ドは次に示すホームページからダンロードすることができま

す。また、市民センターにもポイントカードを置いてあります。

http://www.city.nabari.lg.jp/s033/090/kenkou-mileag

e.html 
 

問い合わせは名張市役所 

健康・子育て支援室（☎６３－６９７０）までお願いします。 

 
 

 

会計監査報告 
 

会計監査は平成２８年度から年 ４回（各部会の業務監査

は２回）実施されています。平成２９年度の第１回会計監査

は７月１６日（日曜日）に開催されました。 

次回会計監査は会計と業務監査を１０月に予定しています。 
 

 

夏休み「子ども修養道場」が開催されました 
 

 今年も７／２１～７／２７に地蔵院 青蓮寺（住職 耕野 一仁氏）にて

「子ども修養道場（子ども学習教室）」が開催されました。１０人の子ども

が参加して、清掃・朝食・講話の後 夏休みの宿題を行いました。講師とし

て百合小 ほめほめ隊から８名（齋藤さん、伊部さん、奥本さん、西村さん、

福富さん、檜作さん、琴野さん、岡田さん）の皆さんがお手伝いをしました。 

 

「ゆりがおか」広報部からのお願い 

地域イベント、自治会イベント等の記事投稿をお願いします。 

広報部に連絡いただければ、取材にも伺いさせていただきます。 
 

 

鈴鹿市 国府地区地域づくり協議会設立準備委員会の 

視察を受けました。 
 

 ７月１５日（日曜日）に鈴鹿市 国府地区地域づくり協議会設立準

備委員会及び国府地区の方々 ２５名よる視察を受けました。 

国府地区も名張市のまちづくりをモデルにしてまちづくりを推進中

であり、当地区のまちづくりのこれまでの経緯と現状を参考にさせ

ていただきたとのことで説明と意見交換を実施しました。 

名張市のまちづくり施策をモデルにする地域が増えてきており、特

に当地区におけるまちづくりに対する取り組みを説明する機会が増 

えています。 
 

なお、今後会 

津若松市、湖南 

市、厚生労働省 

事務次官への説 

明が予定されて 

います。 
 

http://www.city.nabari.lg.jp/s033/090/kenkou-mileage.html
http://www.city.nabari.lg.jp/s033/090/kenkou-mileage.html

