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団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

あいさつ運動 1,8,15（水） 7:45～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 26（日） 8：00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
10,24（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 1,15（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Ｓｋｉｐ広場 14（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネサロン 24（金） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 2,16（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 13（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

東５高齢者サロン 6（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信  5（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 4（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会 25（土） 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 1,8（水） ※7/15～9/9 お休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 19（日） 6:30～8:00 市民センター 

 

 

 

6 月の目標達成者（毎月 ２５日締切） 
 

高橋  重子 様（西２）３２回 
岡村  健児 様（東７）１２回 
篠原  敬一 様（西２）１９回 
松村  展宏 様（東３） ３回 
松村  和代 様（東３） ３回 
四ツ谷 孝子 様（東１）３５回 
森   恭子 様（東５）２２回 
古川 八重子 様（東３）１７回 

歩こう会 
健康づくり部会 

百合小校区 

防犯パトロール隊 
 

（安全防災・防犯委員会）   
〈6 月度実績〉 
 昼間１５回 
夜間  ０回 
  

●各巡回とも特に異常なし 

いよいよ 毎年恒例の 

  夏祭りが開催されます！！ 
 

第２９回《青蓮寺・百合が丘夏祭り》のご案内 
 
 

【開催日時】平成 27 年８月 1 日（土）午後５時スタート 

雨天の場合８月 2 日（日）に順延（悪天候＝中止）  

【開催場所】百合が丘 前山公園 
 
【主 催 者】一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
 

今年も恒例の子ども神輿が登場します。 

各自治会、子ども会、協力者の皆さんが一緒に工夫し、制作してくれた「オ

リジナル神輿」が場内を練り歩きます。 

また、自治会、サークル、団体者の皆さんが夜店で食べ物、商品を提供し

てくださいます。各テントで「お待ちしています」。 

今年も地域のご協力とご理解を賜り、大勢の方が参加して盛大な祭りにし

たいと思っています。 

☆ 子どもに大人気の「ローカルヒーロー」ショーも予定しています。 

   ショーの後、記念として一緒に写真撮影も撮ってください。 

☆出演予定（交渉中）としてヒップホップダンス、バラエティダンス、和太

鼓、よさこい「ソーラン踊り」、など広いジャンルで、楽しんで頂けるよう

に企画いたします。なお、今回はみんなで「群上おどり」をおどります。 

☆今年も『お楽しみ抽選会』が有ります。 
 

今年の 1 等賞は・・・「８in タブレット」です 

2 等(2 品)・・「サーキュレータ、スムージミキサー」  

その他｢お米｣と「地域協力様の提供品」を用意して、で皆さんに 

楽しんで貰えるよう計画を進めています。 

地区最大のイベントです。皆さんの参加で更に盛り上げましょう。 
 

※プログラムが決り次第、全戸配布で案内させて頂きます。 
 

                  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        
        
 

 
 
 

 
 
 

 
                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

協力者を募集中です！ 

「ユリの坂」一斉清掃ご協力お礼 
 

                 生活環境部会長 山田睦郎 

梅雨空の中、心配していました天気も何とか持ってくれ上期の一

斉清掃が無事終える事ができました。各自治会の皆様有難うござい

ました厚くお礼申しあげます。約 480 名の方が作業にご協力くだ

さいまして非常にきれいに仕上がりました。又植え込みはクリーン

ゆりの凍田様、楠本様、中村様が事前に丁寧に見事に剪定して下さ

いまして、皆さまご覧のように非常にきれいな仕上がりとなってい

ます。「ユリの坂」一斉清掃も今年で１３年目を迎えました。その

間一つの事故もなく無事にこれたのも、諸先輩方々のご指導、住民

の皆様のご協力の賜物と感謝いたしております。今後ともこの事業

は継続していき素晴らしい住環境を作っていきたいと思いますの

で、ご協力をお願い致します。 

最後になりましたが、清掃後のゴミ回収にご協力下さいました古川

様、栢部様、畑様、松田様、西谷様大変お世話になり有難うござい

ました厚くお礼申しあげます。 

 

 
27 年度も「ふれあい交流部会」を受持つことになりました。3 年目になり

ます。ふれ交の活動では｢地域夏祭り｣が最大の行事であります。皆さんのご理
解とご協力が有って成り立ち、地域の大勢の皆さんが参加して盛りたてて頂い
ています。１年毎に殆どの自治会で会長、役員、班長が代わる中、祭りを行う
ことに関して会議など積極的に参加してくださいました。初めてのことで大変
だったろうと察しております。改めてお礼申し上げます。 
本年も祭り開催に向けて、会議などを進めて行く時期になってきました。自
治会、子ども会、サークルの皆さん、関係者の皆さん、百合が丘最大のイベン
トを盛大に盛り上げて、皆さんに楽しんで頂けるよう「気持を一つ」にしまし
ょう。私も「夏祭り」に向け、皆さんの案内役に頑張ります。よろしくお願い
します。 

ふれあい交流部会長 川平 勉 
 

 

ユリポパイ協力会員、草刈有償ボランティア募集 
 
 ６月号に掲載しました、ユリ ポパイ協力会員、草刈有償ボランティア 
を引き続き募集しています。 

応募希望の方は市民センターまでお申し込みください。☎64-6466 

昨年度に引き続き本年度も委員長をおおせつかまりました。皆様のご支援ご
協力をお願いします。 
平成２４年３月に策定された地域ビジョンを推進するのが当委員会のミッ

ションであることは申すまでもありませんが、なにしろ課題が多岐にわたって
おり、困惑しているのが正直なところであります。 
その中でも本年度中にやり遂げなければならないのが、用途地域等の見直し

に関することであります。このことは昨年実施した“住環境に関するアンケー
ト”を踏まえた検討のまとめ及び今後の取り組みについて、先の総会で報告さ
せていただきました。今後、住民説明会・地域版パブリックコメント等を実施
して、住民の意見を反映した新たな土地利用のルールを策定して行きたいと考
えていますのでよろしくお願いします。 

ビジョン推進特別委員会 委員長 関元 僚 
 

夏祭り“郡上おどり”の練習をします 

ご参加をお待ちしています 
 

【日時】7 月 13 日（月）10:00～ 西第 2 集会所 

（お茶べりサロンの中で３０分程度練習します） 
 
 

【日時】7 月 16 日（木）10:00～ 東第 3 集会所 

（さわやかサロンの中で 30 分程度練習します） 
  

 サロンにご出席の皆さんも一緒に踊りましょう♪ 

ふれあい交流部会  

 

6 月号で紙面の関係で掲載できなかった理事の紹介です 



  
【地域で支える子育てサロン】 

 
「つどいの広場」は未就園児とその保護者が集い情報交換できる広場です。 

【日 時】毎月第２・４・５金曜日（月により例外あり）１０時～１２時 

【場 所】東第３集会所（イチョウ公園） 

【参加費】無料 申し込み不要  
《7 月のイベント》～不用品交換会～ 

７月１０日（金）10:00～12:00 
【持ち物】不用品を 1 点以上お持ちください。服は春夏服でお願いします。 

「家にはもう要らないけど、よそなら要るかも！」「貰ったけど、使わないま

ま…」「捨てるのはもったいない」など、お家に眠っているものを是非おもち

ください！そしてこれからお子様やお家で活用できそうなものを Get して帰

ってくださいね♪ 

 

ゆりの花 通信  
ゆりの花 調理担当として男性が登場！！ 

ゆりの花は高齢者の方に毎週 水曜日に見守りを兼ねて配食サービ
スを実施しています。今回、調理の担当として初めて男性の方が登場し
ました。その時の感想です。なお、配食サービスのボランティア（調理、

配達）を募集していますので、 
市民センターまでお問い合わせください。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜活躍されている調理風景を写真でご紹介します＞ 

「百合小こどもクラブ」通信   
[Go！Go！オリエンテーリング♪] ２０１５年６月６日 
朝方までの雨がウソのように上がり、爽やかな初夏！ 今日は「オリエ
ンテーリング」日和です。 
「百合小こどもクラブ」の恒例行事で、こども達にとても人気のあるプ

ログラムです。百合が丘全地域に設けられた 10 箇所のポストの地図を
頼りに探し、そこでスタンバイしているポスト係とゲームをしてポイン
トを獲得するタイムトライアル。今回の参加児童数は 107 名。1 年生

から 6 年生までの混合チームが 16 チームに分かれ、サポーターさんと
一緒にトライします。「到着時間に遅れないように！遅れたら 1 分につ
き－1 点だよ！ポイントを稼いでも損するよ。」 

9：50 スタートの合図と共に蜘蛛の子を散らす勢いで、一斉に目標ポ
ストに Go！百合が丘の街中に、こども達の楽しそうな笑顔と歓声が響
いていました。過酷な行程ではありましたが、全ポストを廻ったチーム

が 16 チーム中 7 チームもありました。その中で、なんと 83 点を獲得
して帰ってきたチーム「マーガレット」が優勝。（万歳！）勝手も負け
てもみんな最後まで頑張りました。汗でグチャグチャになった笑顔が勲

章です。サポーター情報によりますと、10,000 歩越えの強行軍だった
とか・・・最後はお決まり「1＋1＝2」の合言 
葉で集合写真。しんどかったけど楽しかったね！ 

次回 7/4 の「百合小こどもクラブ」は… 
[水を使ったゲーム大会][七夕の短冊飾り]です。 
こども達と一緒に涼を楽しみませんか？大歓迎です。 

教育文化部会 「百合小こどもクラブ」 

コーディネーター    畑 行子 

健康寿命 100歳生きがい仲間づくり 

介護予防拠点「ゆこゆこ」便り 
 

１．ゆこゆことテニスコート利用料の改訂のお知らせ 

４月の開所以来、「ゆこゆこ」はご利用者各位にお一人様１００円の

「運営協力金」を頂いていましたが、７月１日よりこれを廃止する

ことになりましたので、お知らせいたします。 

但し、「ゆこゆこ」の各種行事をご利用の場合は利用料金として、  

下記のとおりと致します 

・飲み物（コーヒー等）１００円 

・体操、運動（みんなの体操、エクササイズ等）１００円 

・みんなで歌おう １００円 

・なんでも（手芸や手遊び等）１００円 

・カラオケ １曲 １００円 

・健康麻雀 １卓 １時間 ４００円（５時間迄延長可とする。） 

・栄養実習 １００円  

但し、別途材料費実費を頂きます。（３００円程度） 

２．テニスコート利用料の改訂 

皆さんに運動をお勧めするために！ 

中学生以下 コ-ト１面 2 時間 600 円を 300 円に 

高校生以上 コ-ト 1 面 2 時間 1200 円を 600 円に値下げです。 

８月の利用申し込み抽選日は７月４日（土）９：００～１１：００です。 

 
銀杏会、楽々会 合同 

「フラダンスと歌のつどい」開催   
6 月 11 日に銀杏会（東 6・7 番町老人会）と楽々会（東 8 番町老人

会）が共同で会員の方々の交流を目的として「フラダンスと歌の集い」

を行いました。当日は両方の会員さんと他地区の方々を合わせ約 80 人

以上の方が東第 3 集会所に来場、大盛況でした。 

第 1 部としてフラ教室「フラオモアニケアラ」の生徒さん 5 人にフ

ラダンスを踊って頂き、第 2 部ではウクレレ＆キーボードのグループ

「ぎんなーず」による演奏で昭和の名曲を参加者と一緒に合唱し約 2 時

間の集いを楽しんで頂きました。出演者一同、今後もこの地区だけでな

く同年代の元気な方々と交流し活動していきたいとの意気込みです。 

 

 
防災・防犯コラム  

 「防災」と言っても、避難訓練に参加したり、非常用の 
飲料水を蓄えるようなことだけではありません。日常生活 

の中にも心がけることはたくさんあります。たとえば、路
上駐車。災害が発生したときに倒壊した家屋と合わせて道路をふさぐ可能
性が高まります。そうなると、人の避難に支障がでるだけではなく、消防

車や救急車などの緊急車両が通れなくなることもあります。そのために人
が亡くなるなど、想像もしたくないことですよね。普段からの生活が大切
なことが分かります。          安全防災防犯委員会 

 

貴殿も参加しませんか・・・！ 
（2015 年 6月 17日（水）は、私の記念日となりました ） 
朝 9 時、市民センター調理室のドアーを“オソルオソル”ノックしました。扉
が開いて歓迎の言葉をいただきましたのは、ピンクの割烹着に白い帽子
とマスクを身に着けたお姉さんでした。部屋では 9名の方々が忙しく調理
をされています。全員妹と思われる女性で、男性は一人もおられません。
そうなんです！女性が活躍されている仕事場に、男性一人訪問したので
す・・・。早速、皆さんに紹介していただき、女性用の割烹着と帽子を身に着
け再び調理室へ・・・。「似合っています・馴染んでいます」との励ましの言
葉とご指導をいただき、アッという間の 3時間が過ぎてしまいました。 
最後は、皆さんが創られた美味しい料理をいただきながら、世間話に

も参加させていただきました。そして、驚かないでください！  
来月から（7,8月はお休みのため 9月から）第 3水曜日に調理室にお邪魔
することが許されたのです。 
女性が活躍されている場に、ご一緒させてもらえる機会は珍しいこと

です。新鮮な空気と少しはお役に立つかもしれない？？？とのワクワク
感に浸る「配食サービス（ゆりの花）」に貴殿も参加しませんか・・・！  
きっと素晴らしい未来が待っています。 
 

 

〈ルール〉 
①子どもの衣類、おもちゃ等、ママ用品、日用品などを出品してください。 
②衣類は、洗濯してサイズがわかるようにしてください。 
③マグや哺乳瓶など、衛生用品は了承のうえ、交換してください。 
④交換に対する責任は、広場では一切責任を負いかねますのご了承ください。 
⑤交換されなかった持参物は、お持ち帰りください。 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】７月２５日（土）１０：００～１１：４０ 
※注 上映日が第４土曜日に変更になっています。 
くれぐれもお間違いないようにお願い致します。 

 
【場 所】百合が丘市民センターまちづくり情報室 
 
【作 品】ドラえもん・[のび太の宇宙小戦争] 映画時間 1 時間 40 分  
☆地球に不時着した小さなロケット、その中には手のひらに乗るくらい

の小さな小さな宇宙人が乗っていました。名前はパピ。パピはピリカ
星の大統領で悪い将軍の反乱から逃れ地球にやって来ました。パピを
助け、ピリカ星の平和を取りもどすためにドラえもんとのび太たち 5

人は立ちあがります。いざピリカ星へ・・・どきどき・ハラハラみん
なでドラえもん達の活躍を応援しましょう。 
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。 

※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 

 

 
東 9 番町 

楠本照男さんからの 
感想です♪ 

 


