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「歩こう会」は、もう 7 年も続いていま

す。こちらは運動のために自分で決めた

目標をその日その日に実行したかどう

か「カード」に印をつけて自己管理しま

す。カードは 100 回記録でき満杯にな

ったら市民センター窓口で新しいカー

ドに更新することで運動の管理をして

います。窓口へお気軽におたずねくださ

い。運動に参加して元気な体を維持しま

しょう。満杯者は「ゆりがおか」に氏名

が出ますので、お互いの頑張りがわかり

ます。      （福祉健康部会） 
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ゆりがおか 

 

 

8 月の目標達成者（毎月 ２５日締切） 
 

廣木 美和子 様（東４）２０回 

早船  恵子 様（東９）２６回 

齋藤 公太郎 様（西３）１０回 

久保  良子 様（東９）１１回   

歩こう会 

  

健康部会 

 
掲示板 ＜2014 年 9 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 3,10,17,24(水 ) 7:45～8:10 百合小校門前 

クリーン・ゆり 
 雨天時は次週日曜 

28（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
12,26（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

子育てサロン「キキ・プチ」 3,17（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Ｓｋｉｐ広場 9（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネサロン 26（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 4,18（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 

さくらサロン 
2,16（火） 10:00～12:00 東第 2 集会所 

22（月） 10:00～12:00 東第１集会所 

映画会 9（火） 13:30～ 市民センター 

防災無線通信テスト 7,（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 10/４（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会 20（土） 10:00～ 市民センター 

すこやか体操 25（木） 13:30～ こどもセンター 

配食サービス(ゆりの花) 17,24（水） 

ノルディックウォーキング 1,8,15,22,29(月) 6:30～ 仮称「ゆこゆこ」 

 

 
（夏祭り） 百合が丘レッドウィングス 

 
昨年に続き肉だんごとフルーツポンチで出店。当日は天候に悩まさ

れましたが、なんとか完売することが出来ました。他のメンバーの方々

のご協力も有り充実した夏祭りとなりました事を感謝致します。 

第２８回［青蓮寺・百合が丘夏祭り］ 御礼   
 

今年の夏祭りは、当日の朝から雨模様の天気で、昼前に雨が降り出し開催か？順延か？
の判断に結論が出せず、自治会長、団体、サークルの皆さんのご意見などをお聞きし、全
員一致で「やろう！」と気持ちが一つになり開催しました。 
昨年よりは天候のせいもあり人出は少なかったですが、それでも楽しみにしておられる

方達が大勢参加して盛り上げてくれました。各夜店の食品などは、全て早々に“完売”の
盛況でした。 
子どもみこしの制作、練り歩きも「百合が丘夏祭りの呼び物」として根づいて、住民の

皆さんも楽しみにしている行事の一つになっています。 
今年は各子ども会のみこしの完成度が高く、審査委員を悩ませました。審査結果は「優

勝 東４番町子ども会」「準優勝 東５番町子ども会」「３位 東６・７番町子ども会」でした。
“おめでとうございます”。入賞出来なかった、子ども会のみなさん、来年は優勝を狙って
ください。今年から、各自治会のご協力・ご理解を得て地区毎のオリジナル法被を購入し
ていただき、みこしを担ぎ練り歩いてくれました（感動でした）。また、各自治会から“代
表委員”を選出して、地域全体で取り組む一大イベントとして、自治会長、代表委員が会
議毎に出席して自治会に持ち帰り伝え、取り組んでくれましたので、順調に開催すること
が出きました。 
開催するに当り、各自治会をはじめテニス同好会、西高サッカー部、育成会、百合小こ

どもクラブ、カズミダンシング、レッドウィングスの皆さん、ご協力有難うございました。 
また準備、設営等にご協力をしてくださいました関係者の皆さん、駐車場を開放してく

ださいました「ほりいクリニック」さま、近隣の皆さま方のご協力とご理解に感謝申し上
げます。 
祭りのフィナーレに地域店舗様から、今年も協賛品を提供していただきました。心より

お礼申し上げます。皆様の協賛による“お品”は福引景品として当選された皆さんに、お
配りさせていただきました。プログラム内容に、花を添えてくださった“出演者”の皆さ
ん有難うございました。 代表委員の皆さん「お疲れさま」でした。 

        ふれあい 交流部会 部会長 川平 勉 

 
（夏祭り）    百合が丘テニス同好会  
テニス同好会は第１回目の百合が丘夏祭りから焼きそばを作り続けて２８年になりま

す。この間、焼きそばのおいしさを追求し門外不出のレシピを完成させています。 
皆様、この夏祭りで、うまい・速い・安いの三拍子揃った焼きそばをご賞味いただけま

したでしょうか。今年は１０００余食も完売できました。ありがとうございました。 
テニス同好会は今年で創設３０周年を迎えます。 
同好会からは全日本マスターズテニスで優勝した選手、プロテニスプレイヤーランキン

グ選手等輩出しています。テニスコートも身体への負担、疲労が少ないオムニコートに改
装され、テニスを楽しむ環境が整ってきています。 
テニスは老若男女が気楽に楽しめるスポーツです。健康づくりでテニスを楽しみたい方

や初心者も大歓迎いたします。皆様の入会をお待ちしています。 

   子どもみこしコンテスト「優勝」  東４番町こども会 
 

 今年は、｢エコみこし｣をテーマに材料費をかけず、普段、家庭から出るゴミを再

利用し、一週間に一度のペースで集まり作成していきました。一番大変だったのは、

土台づくりで、悪戦苦闘しながらもだんだんみこしらしい形に仕上がっていくと嬉

しいものでした。 

 また、たくさんの方々に協力していただいて、完

成した時は本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした。

まさか、私たちのみこしが「優勝」するとは思って

いなく「優勝」と聞いた時は正直、驚きました。は

じめての優勝で、子どもたちも保護者にとっても、

忘れられない思い出の夏祭りになりました。 

（夏祭り）     カズミダンシング 
 

昨年同様、協議会主催の行事に「たこやき出店」参加させていただき、大

変ありがたく感謝申し上げます。 

青蓮寺・百合が丘の皆さんの温かい心と優しさにふれ、みんなの美味し

い笑顔もいっぱい見る事が出来大盛況の中、終了させていただきました。 

〝心と心のふれあい〟を感じた夏祭り！ 本当にありがとうございました。 

         夏祭り協賛店の皆様 （順不同 敬称略）  
ご協賛をいただいた各店舗様に心からお礼申し上げます。 
 
江戸前ずし「鮨久」     のどかな丘のパン店「honoka」 

学習塾「昇英塾」      日本料理「和 Ann あんどう」 

カラオケ「あーちゃん」   日だまり菓子店 

カフェ アネネ        サラダ館百合が丘店「かさぎ」 

サークルＫ「百合が丘店」  名張育成会「デイセンターういず」 

酒ハウス「参宮」 

 

（夏祭り） 社会福祉法人 名張育成会 デイセンターういず 
 

昨年の百合が丘地域フェスタに引き続き、参加させていただき、祭りの賑

わいに圧倒されながら、パン工房のオリジナルラスクを販売いたしました。 

好評いただき、黒糖を使ったラスクは早々に完売いたしました。また、

その場で食べていただき、美味しかったのでとおっしゃられ、リーピート

で再購入。「まとめ買い」でたくさん購入される方もおられ、うれしい限り

でした。今後も「パン工房ういず」を、よろしくお願いいたします。 

  

（夏祭り）    青蓮寺自治会 
 
今年の夏祭りは、小雨の中での開催でしたが、たくさんの皆様の

参加をいただき感謝しています。ありがとうございました。 

青蓮寺自治会ブースにも大勢の方にお越しいただき「青蓮寺ブド

ウ」も想定していました以上の売上になりました。又、「スマートボ

ール・金魚すくい」にも多くの子ども達で賑わいました。来年も頑

張りますのでよろしくお願いいたします。 



 

「防災コラム」 非常食の備蓄 
 
非常食の備蓄は３日分と推奨されていましたが、過去の震災の経験から現在は

７日分の備蓄が必要とされています。 

７日分の専用非常食を備えることは費用の点から考えさせられます。 

日常の食材を災害時に活用する方法を考えてみましょう。もともと日本には保

存期間の長い食材が豊富にあります。代表的なお米、お餅に始まり、小麦粉、砂

糖、塩、味噌、醤油、乾物類、缶詰、瓶詰、即席めん、レトルト食品など挙げれ

ばきりがないほどです。 

日頃から１０日分程の食材を多めに用意し消費したら補充するといった家庭内

流通備蓄をすれば、負担も軽減できます。災害時は、まず冷蔵庫内の食材、常温

食材、非常食の順番に消費します。調理用水、鍋、コンロがあればたいていの調

理が可能です。麺類は茹で時間の短いもの、チーズや納豆などすぐ食べられる食

材を切らさない等、日頃から災害時の献立をイメージしながら食材を選ぶように

しましょう。 

安全防災・防犯委員会                

  
“ １泊２日合宿で“楽しい思い出”がいっぱい！！” 

  
今回の「百合小こどもクラブ」のプログラムは８月２３日（土）から２４

日（日）にかけて １泊２日のキャンプ合宿を行いました。お天気の方が心

配でしたが、何事も経験。雨でも決行です。 

合宿当日、陽に焼けた 72 名のこども達の明るい笑顔が集まりました。み

んな、これから始まる楽しい合宿にちょっぴり興奮気味です。 

先ずは合宿のオリエンテーション！さぁ合宿の始まりです。一番目のお仕

事は寝床作りからです。コミュニティーグランドにグループみんなで力を合

わせて“テント設営”をしました。１０張のテントがズラ―っと並ぶと大き

なグラントがキャンプ場に早変わり、「ここで寝るんや！」ってこども達は

嬉しそう。 

さて寝床が出来たら次は夕食作り“飯ごう炊さん”です。メニューは竹飯

ごうで炊いたご飯でカレーライス！焚き火の煙と玉ねぎに泣かされクシャ

クシャになった顔で元気に「いただきま～す」。大空の下で食べるカレーラ

イスは最高に美味しくて、何時もよりたくさん食べちゃいました。 

夕食後、少し夕立がありましたがキャンプファイヤーをする頃には雨もす

っかり上がり、大声で歌ったりゲームをしたり思いっきり楽しみました。 

ファイヤー後の天体観測は無理だったけれど、１日目のプログラムは無事終

了です。 

翌朝は眠い目を擦り擦り朝の集いでラジオ体操。朝の澄んだ空気をいっぱ

い吸っての散歩もしました。 

今日の朝食は自分で握ったおにぎりとお味噌汁です。よほどお腹が空いて

いたのか、朝から凄い食欲でおとなも顔負け。 

食後は昨晩お世話になったテントを撤収してスイカ割りとゲーム大会を

しました。（今回のスイカ割りに使ったスイカは、センターの中庭で収穫し

た物です。とっても甘くて美味しかった！） 

ゲームも盛り上が 

って最後の最後まで 

こども達の笑顔でい 

っぱいでした。 

この１泊２日合宿 

でこども達の違う面 

がいろいろと見えま 

した。きっとこども 

達にとっても良い経験になり、良い思い出になったと思います。 

今回の合宿では名張キッズサポータークラブ・近大高専のボランティアの

みなさんにもご協力いただきました。又、たくさんの食材をご提供いただき

ました地域のみなさんにも感謝しております。お陰を持ちまして、無事合宿

を終える事が出来ました。本当に有難うございました。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、１０月４日（土）に行います。

秋のスポーツ大会で“ノルディックウォーク”を予定しています。興味のあ

る方は是非ご参加下さい。 

        「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子            

 
・・前山公園に駐車場が整備されました・・ 

 
当地域も高齢者社会を迎え地域住民が健康で長寿社会を謳 

歌出来るようにと、百合が丘住宅団地のほぼ中央に位置する 

前山公園をボランティアグループ「クリーンゆり前山」が名張市から委託を受け、 

草刈り・剪定・トイレ清掃等公園整備活動に積極的に取り組んでいます。「坂道 

の多いまち」百合が丘の各地区からお越しいただけるようにこの度、名張市にお 

いて公園駐車場の整備が整いました。 

更に安全で住み良いまちづくりをめざし、住 

民の皆様でこの公園駐車場を有効に活用してい 

ただき、公園周辺の路上駐車を無くし交通安全 

にも努め、地域の住環境整備が更に前進できま 

すよう公園駐車場をご利用ください。 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

生活環境部会／チーム「クリーンゆり前山」  

 
（健康寿命１００歳プロジェクト） 

  ９月のノルディックウォークの運動日 
 

１．練習日  毎週月曜日   朝６：３０～７：３０ 

２．場 所  （仮称）「ゆこゆこ」（旧竹中工務店事務所）前に集合 雨天中止 

３．目 的  自分に合った運動と仲間づくりをして楽しくひとときを過ごすこと。 

４．ポールの無い人はお貸しします。 

５．指導する人が１名以上つきます。 

○「ラジオ体操」だけをご希望の方は、お申し出ください。 

○別の練習日も作りました。毎週土曜日 朝6時30分より 

第１、第3土曜日は「市民センター」 第2土曜日は「前山公園」  

第4土曜日は「いちょう公園」で、初心者に個人指導をいたします。 

○参加費は無料です。        世話人代表 齋藤公太郎（福祉健康部会） 

百合小和太鼓教室 
地域フェスタ(11/1～2)出演に向けて 

メンバーを募集します！ 
 

百合小の１～６年生対象 
練習は、９月～１０月の 

放課後の１時間を８回 
 

練習予定日は、メンバーと 
相談して決定します。 

 
教育文化部会 

 市民センター☎64-6466 
 

 
「みんなのこども映画会」開催のお知らせ    

【日 時】 ２０１４年 9 月 20 日（土）10：00～11：30 

【場 所】 百合が丘市民センター・多目的ホール 
【作 品】 「どうぶつの森」劇場版 １時間３０分  

☆任天堂ＤＳでお馴染の「どうぶつの森」・2006 年の劇場版です。
主人公のあいちゃんがどうぶつ村で新しい生活をスタート。ゲームの
始まりと同じくアルバイトをしてお金（ベル）を貯めるところから物
語が始まります。隣村のゆう君との交流も見物です。みんなで応援し
ましょう。 
※こども達に大人気のゲーム作品です。大人の方も一緒に楽しんでい
ただけると思いますので、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」 

   青蓮寺湖駅伝出場者､大募集！！ 
 

 来年２月下旬開催の「第２９回青蓮寺湖駅伝競走大会」

に当地域住民と地域関係者で出場チームを組み出場しま

す。男女混成５名のチームで 13.06 ㎞を楽しく走り、完走

を目指す３組のチームづくりを目指します。どうしようか

な？と迷っている方は迷わずご参加下さい。 

たすきをつなぐ喜びを一緒に味わいましょう。 

条件：青蓮寺・百合が丘に在住、または勤務、通学の高校 

生以上の男女。 

申込みの締切；９月２２日(月) 

＊申込み・お問い合わせは、市民センター☎64-6466 畑(はた) 

（夏祭り） 

百合小こどもクラブ 
 

今回で３回目の出店です。

こども達と楽しく参加させて

いただき喜んでおります。 

今年はちょっと趣向をこら

し“水餃子”の販売と射的の

お店をしました。珍しさもあ

ってたくさんのお客様にご来

店いただき有難うございまし

た。来年も又、参加させてい

ただきたいと思います。 

がん検診を受けましょう！！ 

９月２７日(土)市民センターで実施します。 
※全戸配布でご案内していますので、ご確認ください。 

 
百合小校区  

防犯パトロール隊 
（安全防災・防犯委員会） 
 
＜実績＞  
８月度 昼間   ９回 

夜間   １回 
赤中コース ５回 

 
●各巡回とも特に異常なし 

 
パトロールメンバーを 

募集中です！！ 

問合せ先 百合が丘市民センター ☎64-6466  


