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4 月の目標達成者（毎月 ２５日締切） 
  

篠原 敬一  様（西２）１６回 

森川 三男  様（東３）４５回 

吉田 満津江 様（西３）２０回 

廣木 美和子 様（東４）１９回 

 

歩こう会  
健康部会 

  
１年の活動を振り返って 

 
協議会会長を仰せ付かって早や２期２年が過ぎようとしております。 
ありがたい事にこの２年間、地域にとって大きな負の事案もなく平穏に送らせてい

ただけました事は何事にも代え難く、今期の事業活動もほぼ大過なく終了させていた
だき、これひとえに地域役員諸氏並びに、住民の皆さま方の深いご理解とご協力があ
っての事と感謝しております。 

本年度、当協議会では地域の高齢者対策の一環として、介護予防の啓発活動や、健
康寿命延伸の為の健康講座等も企画し、広報誌等で全戸にご案内し、情報提供に努め
ていますが、極一部の方のご参加しか得られていない現実を返り見たとき、誠に残念
で、これではいかん！より多くの皆さんにご参加いただく為には何が必要か、どの様
に住民周知に努めれば良いのか？思い悩む毎日でございました。  

今後も地域づくりの基本課題は、更に生活弱者に優しい、安全で安心して過ごせる
住み良い生活環境のまちづくりが求められます。    

住民皆さんが主人公なのです。皆さん自身が自己管理の為、健康寿命の延伸講座等
に積極的にご参加いただき、健康で楽しい日々をお過ごし下さるようご祈念申し上げ、
期末の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

（一社）青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 会長 伊部武治

   「地域づくり協議会総会の開催について」 

掲示板 ＜2014 年 5 月＞ まちの保健室は６４－８６００  
   5 月18 日（日）百合が丘市民センターにおいて第5 回協議会総会を開催します。 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 主な議案は、次のとおりです。 

１．平成25 年度事業活動報告、決算報告及び会計・資産管理・業務監査の結果について
あいさつ運動 7,14,21,28(水) 7:45～8:10 百合小校門前 ２．地域づくり協議会会則及び組織図の改正（案）について 

３．平成26 年度理事、代議員等（案）の承認について クリーン・ゆり 
 雨天時は次週日曜日 25（日） 9:00～11:00 前山公園集合 ４．平成26 年度事業活動方針、事業計画及び予算（案）について 

子育てサロン 
「つどいの広場」 9,23,30（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所

平成25 年度（旧年度）の代議員、理事、監事の皆様には、出席方よろしくお願いします。

なお、欠席の方は、必ず委任状の提出方お願いします。 

子育てサロン「キキ・プチ」 7,21（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所
4 月号で一部の地域に不完全な印刷のものが配付されました。お詫びして再掲載します。

Ｓｋｉｐ広場 13（火） 10:00～12:00 市民センター

シネサロン 23（金） 13:30～ 西第 2 集会所

さわやかサロン 1（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所

お茶べりサロン 12（月） 10:30～12:30 西第 2 集会所

さくらサロン 20（火） 東第２集会所
10:00～12:00 

26（月） 東第１集会所

映画会  13（火） 13:30～ 市民センター

防災無線通信テスト 4（日） 21:00～ 市民センター

百合小こどもクラブ  10（土） 9:30～ 市民センター

みんなのこども映画会  17（土） 10:00～ 市民センター

すこやか体操  22（木） 13:30～ 市民センター

配食サービス(ゆりの花) 7 ,14,21,28（水） 

60 才以上のロコモ講座 22(木)単発 14:45～16:15 市民センター

 この度、東１番町の会長という大役をや
らせて頂くことになりました一岡です。
Ｈ１２年に副会長をやらせて頂いたとき
とは違う事が多々あり戸惑ってますが、少
しずつ理解し皆様方に迷惑をかけないよ
うにしていきたいと思っております。ま
た、今まで先輩方が行ってきてくださった
ことを滞りなくこなし、改善できる部分が
あれば改善し地域を良く出来ればと思っ
ております。皆さんが住みやすい町にする
ため、気軽に話し合える自治会にしていき
たいと考えておりますので、どうかよろし
く  お願い致します。 

東１番町自治会長 一岡 重孝

この度、自治会長を引き継ぎその責任の重
大さを痛感しているところです。退職後十余
年。頭の中のコンピューターは「機能不能。」
突然に大量の情報を「インプット」したため
か一時「パニック」状態に陥る…笑。 

２６年度のスローガンは「みんなで創ろ
う幸せなまちづくり!!」を掲げてさせてい
ただきました。前年度からの活動方針を継
承し、課題としてクリーンデ―の草刈や行
事等に対して「参加率向上」「安全防災組
織」の確立等、山積された課題に対しても、
役員の皆様を中心に「意識」を高め、「行
動」をおこし「輪」をひろげる等をモット
ーとして、自治会運営に徴力ではあります
が税意努力して参りたいと考えています。

東５番町自治会長 金子 敏喜

この百合が丘に、引っ越してきて三年余
りで、自治会長という役に就任したものの
判らない事ばかり。自治会長になってか
ら、百合が丘の事が、少しではありますが
解って来ました。 

毎日自治会の事で色んな事を考え、班長
さんや、書記さん会計さん副会長さんに相
談したりの日々です。自治会長になって、
自分に何が出来るかは解りませんが、東4
番町自治会として、1 つずつ課題をクリア
ーしていきたいと思います。まずは、6 月
の草刈、8 月の夏祭りと子供会の法被の件
に向かって進んで行きます。 

 
東4 番町自治会長 諸田 建一 

今年度、自治会長を務めさせてい
ただく事になりました。百合が丘に
移り住み２５年になりますが、自治
会との関わり不足を実感しており
ます私に自治会長が務まるのか正
直不安です。役員の方をはじめ地域
の皆様にお力をお借りしながら、こ
のまちをさらに住みよいまちにす
るため微力ではありますが精一杯
努めさせていただきたいと思って
おりますのでよろしくお願いいた
します。 

 
東２番町自治会長 野村 一三 

お伊勢さんと同じように２０年

ごとに行われる青蓮寺国津神社の

造営行事を２７年春に予定してお

り、あわただしい１年であると思

います。 

１期２年の、２期目の 後の１

年です協議会の各事業や行事には

積極的に参加させて頂き全力で頑

張っていきたいと思います。 

みなさんのご協力をよろしくお

願い致します。 

青蓮寺自治会長 森田 武尚

新自治会長さんからの自己紹介や抱負などのメッセージ 

２年目の自治会長を引き受けます。 
自治会長とは何をする人なのか。我が住
宅地にすむ住民の現在の安全と、将来の
安全とを見極めながら、心地良い生活が
送れるように細かく気配りをするのが職
務か。生活には危険が隣り合わせ。事件
事故を未然に防ぐのも、重要。生命の危
険は待ってはくれない。住民の一人たり
とも、不幸にさせてはいけない。困った
らお互いさま。よいことはどんどん進め
る。３名の住民推薦もある、それに応え
るためにも｢２５会長｣に続き、｢２６会
長｣を務めます。 

南百合が丘自治会長 西谷 松男 

東6・７番町を２年目となります。
目標は、昨年と同様に『有事に備え、
弱者に優しく、さらに美しいまちつく
り』を自治会員様のご協力とご支援を
いただき、昨年の反省を生かすととも
に、今年から防災防犯は自立する運営
元年となります。幸いにも４名の専任
者を得る事ができ一歩を踏み出しま
す。危険は皆に平等です。安全は皆に
不平等です。目標は頑張ったものが手
に入れることが可能です。目標に近づ
く１年をめざします。 

 
東6･7 番町自治会長 諸山 勝雄 

 現役中は仕事が忙しく「地域
とのかかわりは妻任せ」という
生き方を反省し、今までに会長
を務めていただいた方々に感謝
の気持ちをこめて、引き受ける
ことにしました。どうぞよろし
くお願いします。 
 さて、東三番町も高齢者が多
くなってきました。あと１０年
すれば間違いなく超高齢社会に
なるでしょう。大震災の到来が
危惧されています。住民の皆様
と共に、減災に繋がる様々な活
動に取り組んでいきたいと思っ
ています。 
東３番町自治会長 瀬戸 優知

結婚を機に百合が丘に居を構えたのが２０年

前。当時から勤務地は大阪であり、朝６時に家を

出て、夜１０時前後に帰宅するという日々が今で

も続いております。こんな生活ですから、地元の

お付き合いは殆んど家内に任せきりでした。 

百合小校区 防犯パトロール隊２６年度の東９番町自治会長

を務めさせていただくことにな

りました和所と申します。自治

会役員は初めての経験であり、

まだまだ分からないことがたく

さんあります。地域の皆様のご

支援を頂きながら、よりよい地

域づくりに努めていければと考

えています。宜しくお願いいた

します。 

 （安全防災部会） 
 

実績  
4 月度 昼間 １０回 

夜間  ０回 
そんな自分が、自治会長という大役を仰せつか

ることに。不安で一杯ですが、これを機に百合が

丘を理解するとともに、地域活動に参加させてい

ただくことで、少しでも皆様のお役に立てるよう、

本年度の自治会役員（班長）とともに頑張りたい

と思います。 

 
●各巡回とも特に異常なし 

 
 協力者を募集中です！！ 

 よろしくお願い申し上げます。 
東９番町自治会長 和所 秀行 東８番町自治会長 飯降 則彦 
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皆様方におかれましては、ますます 26年度自治会長として再任されま
した。前年度の経験を活かし、皆様と
共に自治会活動に尽力してまいりた
いと思いますので、今後とも宜しくお
願い致します。 

満開の桜が迎えてくれ、青空を気
持ちよく泳ぐ鯉のぼりにも癒れま
した。 

浅学非才ではありますが３年目の

重責を仰せつかる事になりました。ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は自治会活動にご理解ご協力を

西１番町としましては、皆さんが安

心、安全で希望に満ちた日々を送っ

て頂くために、一生懸命に努力する

ことが、この自治会に課せられた大

きな使命です。また、市民一体とな

り交流を図り、親睦を深め安心して

暮らせるまちにしていきたいと思い

ますので、引続きご指導、ご鞭撻の

ほど宜しくお願い致します。 

いただき感謝申し上げます。 活動方針に「元気な明るい支えあ
う町づくり」を目指し私なりの誠意
を持って笑顔で人と接し、今を大切
に精神的にも肉体的にも健康な明
日に繋がるように願って務めたい
と思っています。 

さて、このたび平成２５年度定例総
会決議により、前会長石田博様の後任 スローガン「みんなで築く深い絆の

明るい町」の通り安全安心で明るい町
にしてゆく為に、互いに懇親を深め、
絆づくりが出来るような行事を企画
し、また南海トラフによる巨大地震に
備え自主防災組織を確立し活動して
いきたいと思います。皆様のご協力を
宜しくお願い致します。 

として、平成２６年４月から自治会長
に就任いたしました。本年度は「みん
なで守る安全と安心」をスローガンと
して、防災対策の強化に努める所存で

後になりましたが、解らない事
ばかりでご迷惑をおかけするかと
は思いますが宜しくお願いします。

す。はなはだ未熟者ではございますが、
誠心誠意努めますので、皆さまのご支
援とご協力を賜りますようお願い申し

  上げます。 

今年度から安全防災部会が安全防災・防犯委員会に衣替えします。実際の
活動は代議員総会が終わってからになりますが、より皆さんと密着した実の
ある活動を目指します。 

南海トラフ、名張断層による大地震により、当地域では震度６強の揺れが
予想されているにもかかわらず当地域では、災害が少なく住みよい環境に甘
んじて、防災に対する関心が薄いように見受けられます。繰り返し防災意識
の向上に向けた活動を進めていかなければならないと思っています。 

今年の各地区の役員さん方は地域の安全安心のために忙しくなります。今
まで何にもしなくてもなんとなく安全で安心して暮らしてきたものを、なに
もいまさら騒ぐこともないと思う方もいるでしょう。しかし、何もしなくも
よかったのは“何かをしてくれる人が居たから”ではないでしょうか？ 

今年は何かをする人の順番が回ってきたと思ってご協力をお願いします。
今年は、避難所開設、運営訓練をそれぞれの避難所ごとに関係自治会で計

画を立て、避難所に関する情報はすべての住民が共有できるようにして、訓
練を実施したいと思います。自分たちが利用する避難所は自分たちでつくり
あげましょう。                安全防災・防犯委員会 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ    

【日 時】 平成 26 年５月１７日（土）１０：００～１１：２０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・多目的ホール 

【作 品】 「ダンボ」ディズニー映画  1 時間 13 分   
 ☆サーカスのゾウ(ジャンボ)にこどもが産まれました。名前はダンボ。産まれつき
耳が大きくてみんなからのけ者にされ、いじめられていました。そんなダンボを慰め
てくれたのはネズミのティモシー。ダンボとティモシーの友情とサーカスで起こるふ
しぎな出来ごとを一緒に楽しみましょう♡  
  ♡ジャンボとダンボの親子愛、そしてティモシーとの友情を感じて頂けたらと思い

ます。ダンボは知っているけれど、どんな内容の映画だったか忘れてしまった大人
の方も、こども達と一緒にご覧下さい。ご家族・ご近所お誘い合わせのうえ、たく
さんのご来場お待ちしております。    

教育・文化部会「百合小こどもクラブ」

 西 2･5 番町自治会長 永見 美鈴 西１番町自治会長 松本 貴志西３・６番町自治会長 芦木 忠雄西４番町自治会長 桒原 茂和 

  
健康部会のお知らせ 子どもは家庭・地域・学校の宝 

 
百合が丘小学校 校長 井岡圭志①ロコモ予防のためのノルディック・ウォーキング。４月２４日に実施しました。

80 名参加。これはいい運動だと思います。 日頃より、本校教育の推進に温かいご支援をいただき感謝申し上げます。
本校では、学習支援（ほめほめ隊）・読書活動・クラブ等で多くの方々に学

校に入っていただき、子どもたちや学校を見守りご支援をいただいています。
登録いただいているボランティアは約８５名で、昨年度は、のべ約６００名
の方々にご支援をいただきました。学校の授業日数（約２００日）から換算
すると、毎日３名程度の方に支援していただいていることになります。こん
なに多くの方々に見守り支援いただいている学校は、市内はもとより県内で
も数少ないと思います。 

「ロコモ」は関節・足腰・骨・筋肉などの「運動器」が衰えて体のアチコチガ痛く

なる状態」をいいます。高齢になるとこの対策が必要でノルディック・ウォーキン

グのお話と実技がありました。次は５月２２日(木)１４：４５～１６：１５更に６

月２６日(木)１４：４５～１６：１５と続きます。場所は市民センター、無料です。

 

 

 
これからの社会を担っていく子どもは、家庭・地域・学校の宝です。より

多くの方々とふれあい、様々な経験を通して学力・体力・社会性を身につけ、
生きる力が育ってきます。今後も、気軽に学校や子どもたちの様子を見てい
ただくと共に、地域の中でも子どもたちに声をかけ、見守り育ててやって下
さい。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 
 
 

「協議会活動の１年間を振り返って」 ②ロコモ予防策として「すこやか体操」も会員募集をします。５月１０日から市民

センターで受け付けます。年会費２，０００円をお願いします。（定員３０名） 生活支援部会長として高齢者の方々の生活支援にかかわって１年、地域の皆様や

会員の方々のご協力によりまして、「ゆりバス」と「ユリ・ポパイ」の2 つの事業

を中心に、在宅医療や介護に関する講演会などの事業を実施するとともに、昨年

11 月には全世帯を対象に「高齢者の生活支援に関するアンケート」調査を行いま

した。この結果は今後の高齢者支援事業推進のために活用させていただきたいと考

えています。「ゆりバス」は利用者もある程度定着し、順調に推移していますが、「ユ

リ・ポパイ」につきましてはすぐ目の前に来ている超高齢社会に向けの取組強化が

課題となります。生活支援部会は25 年度をもって解散となりますが、「ゆりバス」

と「ユリ・ポパイ」は継続されますので、超高齢社会を安心して迎えられますよう、

今後も会員の方をはじめ地域の皆様や協議会の役員の方々のご理解とご支援をよ

ろしくお願いします。この1 年間ありがとうございました。 

③ワールドカフェを５月１８日(日)14：00～市民センターで開きます。お茶を飲

みながら健康問題を中心に意見交換をして地域で健康のあるべき姿を考えます。

参加希望の方は市民センターへ申し込んでください。無料です。 

④本年度から「健康寿命 100 歳生きがいプロジェクト」を進めます。7 月以降に

高齢者の集まる拠点を開く予定です。 

あいさつ運動 
 
毎週水曜日朝、登校してくる児童に「おはようござ 

います」と、挨拶運動を始めて 11 年目に入り、ただ 
今進行中です。 

皆さんも「あいさつ」で、登下校する児童や隣近所 
と親交を深めましょう。 

ほめほめ隊
 

新学期が始まり強力な新メンバー5 名
も加わり 21 名の出席者で 

「ほめほめ隊懇親会」を 22 日に開い
た。校長先生の挨拶でＰＴA や先生等か
ら活動が評価されていることを聞く。 

今年度の進め方など意見交換を行う。

 生活支援部会長 西本 実 

  
    ２６年度「百合小こどもクラブ」活動開始です。   

今年度は１６２名のこども達が参加となり、大家族になりました。 
５月からみんなで楽しく過ごせる事を楽しみにしています。 

「桜の花の青蓮寺湖を歩きましょう」
（4 月 5 日実施） 

参加者は６８名でした。 

 
◎２６年度「百合小こどもクラブ」活動予定表 

５月１０日（第２土）  開会式・牡丹餅作り 
６月 ７日（第１土）  百合が丘地区内オリエンテーリング 
６月 ７日（土）    ほたる観賞会（19:30～自由参加） 
７月２２日（火）     工場見学１班（おやつカンパニー・井村屋を予定）

   ２３日（水）    工場見学２班（同上） 
８月 ２日（第１土）  夏祭り出店（飲食販売・射的のお店 etc） 
８月２３日（第４土・日）１泊２日合宿（野外炊さん・キャンプファイヤー）

～８月２４日     (予備日 8/30～8/31)          
１０月  ４日（第１土）    秋のスポーツ大会（球技） 
１１月  ８日（第２土）   竹を使っての工作（鳥笛作り） 
１２月  ６日（第１土）   餅つき大会 
１２月２１日（第３土）   クリスマスフェスタ参加 

１月１０日（第２土）  寒中スポーツ大会（ミニ運動会） 
２月 ７日（第１土）  なが～い巻き寿司作り（３０ｍに挑戦） 
３月 ７日（第１土）  終了式・皆勤賞授与・ミニゲーム 

 
◎毎月第３土曜日は「みんなのこども映画会」を開催。（お気軽にご参加下さい。）

5/17・6/21・7/19・8/16・9/20・10/18・11/15・12/20・
1/17・2/21・3/21・4/18 

 
毎回、主に市民センターを拠点に活動をしています。地域の皆さま「百合小こ

どもクラブ」を温かく見守って下さい。ご参加・ご見学大歓迎です。こども達と
一緒に楽しみましょう。 

「百合小こどもクラブ」コーディネータ・畑 行子
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