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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 
2,9,16, 
30(水) 

7:45～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 27（日） 8：00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
11,25（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 2,16（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 25（金） 13:30～ 西第 2 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 

東５高齢者サロン 7（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信  6（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ お休み 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) 16（水） 
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 23（水） 14:00～16:00 市民センター 

 

 

 

８月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

  
林 睦雄 様（東３）９回 

林 基子 様（東３）９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）   

〈８月度実績〉  
  昼間 11 回 
夜間  0 回 

  
●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

 
第２９回青蓮寺・百合が丘地域夏祭り 御礼 

 
今年の夏祭りは、準備、当日、片付けと３日とも異常な猛暑日の中、開催し

ました。明るいうちは気温も高かく出だしの参加者は少なかったですが、夕暮

れに合わせて人出も増えて例年の賑やかさになりました。 

スタートは、各地区の子ども会の「子ども神輿」の練り歩きから始まりまし

た。「少子化」で、担ぐ人数が足らず、出場を断念する地区もありました。 

来年からは、何らかの対策を検討する時期になっているように感じています。 

「子ども神輿」は、地域夏祭りの「花」であり継続して行えるよう願ってお

ります。コンテストは、今年も完成度が高く、元気な掛け声などで審査員を悩

ませました。審査結果「優勝＝東１番町子ども会」「準優勝＝東９番町子ども

会」「３位＝西４番町子ども会」に決りました。携わった皆さん“おめでとう

ございます”。   

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、事前に環境を

整えてくださいました「クリーンゆり前山」の皆さん、前山公園近隣の皆さま

方、および役員各位の準備から 

あと片付けまで夏祭り期間中の 

ご理解とご協力に、厚くお礼申 

し上げます。プログラムに、 

花を添えてくださった“出演者” 

の皆さんお疲れ様でした。 

有難うございました。  
 
    ふれあい 交流部会 

 
 

夏祭りこどもみこし 

―優勝－ 東１番町こども会 
東１は低学年の子ども達の参加が主だっ 

ため、制作過程ではとにかく本体の軽量化に 

努め作業を進めました。試行錯誤の結果、ペ 

ットボトル製の名前入り提灯が掛かったな 

かなかの作品が完成しました！ 

高さのある御輿だったため当日公園までの 

練り歩き途中に街路樹にひっかかってしま 

うというハプニングもあり、思わぬところで 

苦労しましたが、なんといっても一生懸命飾 

り作りに取り組み、大きなかけ声で練り歩い 

た子ども達の頑張りが「優勝」という形にな 

って本当によかったです。 
  

―２位― 東９番町こども会 
「みんなで掴んだ２位」東９番町子ども会 子ども神輿にお酒の缶はどうか

と思いましたが、良い方に考え大人が缶を集め、子ども達がその缶を利用して

作ることで共同作業となりました。 

全ての缶の中にプルタブを入れて 

揺らすと鈴の代わりに変身、そして 

リサイクル出来ることが特徴。 

自治会の方々にも、たくさん声援を 

頂きました。子ども達が協力し合い 

作り上げた結果、すばらしい賞とな 

り思い出の夏祭りとなりました。 
 

―３位― 西 4 番町こども会 
            こども神輿コンテストで、3 位という結果を

残すことができて、とても嬉しく思います。

名前を呼ばれた時は、とてもびっくりしまし

た‼ 今年はテーマを忍者に決めて、西 4 番町

で代々引き継ぐ土台にみんなで試行錯誤しな

がら力を合わせて飾り付けていきました。 

夏やすみ中に子ども達と 手裏剣や、忍者の人 

形にペイントしたり笑い声が絶えない楽しい

時間でした。 

みんなで協力し、助けあった結果だと思います。ありがとうございました‼ 

 
消防団百合が丘班団員が受賞！！ 

 
「消防団夏季訓練」が 8 月 2 日（日） 

に行われました。「小型ポンプ操法競 

技」において、箕曲分団の出場者全員 

が個人賞を受賞し、分団としても１位 

となり完全優勝を果たしました。 

百合が丘班からも指揮者として池田良 

介団員、1 番員として廣岡克宣団員の 

2 名が個人賞を受賞いたしました。 

一昨年に天花寺諭団員が受賞して以来 

の快挙です。 

青連寺・百合が丘の皆様には、5 月末 

からの練習期間中、様々ご協力を賜り、 

心から感謝申し上げます。 

今回の受賞は、皆様とともに得た受 

             賞であることを心に刻み、地域防災に 

             貢献出来ますようさらに精進してまい

ります。今後とも、消防団に対するご理解とご協力のほど、よろし

くお願いいたします。 

  
29回 夏祭り協賛店の皆様 （順不同 敬称略） 

 
ご協賛をいただきました各店舗様にお礼申し上げます。 

 
江戸前ずし「鮨久」 / 学習塾「昇英塾」 /  カフェ アネネ /          

のどかな丘のパン店「honoka」 / 日だまり菓子店 / 

日本調理「和 Ann あん藤」 / サ－クル K「百合が丘店」/ 

サラダ館百合が丘店「かさぎ」/ 名張育成会「ディセンターういず」 
 
 皆様の協賛による“お品”を福引き景品として当選された皆さん

に、お配りいたしまた。 

ますますのご繁栄と地域に愛されますように願っています。 

 
 

 
夏祭りの忘れ物について 

 
８月１日の夏祭りの忘れ物預かっています。お心当たりのあ

る方は、１０月末まで に市民センターまでお越しください。  

 



   

 

 
青少年の健全育成を目指して 

「学校・家庭・地域」が連携した本気の取り組み！ 
地域の皆様にぜひご協力をお願いします 

 
社会が成熟化する中で、核家族化、少子化による家庭・地域の教育

力の低下や、個人のモラルや規範意識の低下などが地域社会の課題と

して指摘されています。このような状況を踏まえ、学校、家庭、地域
が連携をとり、三位一体となって青少年の育成に取り組むことが重要
です。このほど百合が丘小学校、同校ＰＴＡ、地域づくり協議会は、

地域の宝である子どもたちの元気で明るく、心豊かな成長を目指し
て、連携した青少年健全育成活動を推進、展開することにいたしまし
た。まず２学期から「あいさつ運動」を基本テーマに、それぞれが何

をするべきかを話し合い具体的な活動目標を設定しました。具体的な
取り組み内容は、つぎのとおりです。 
地域の皆様のご理解と積極的なご協力をよろしくお願いいたします。 

【地域で実践しよう】  
①人間関係の基本であるあいさつが全地域で実践されるよう 
「自分からあいさつ運動」として推進します。 

・小中学生の登校時間に「おはよう！」「行ってらっしゃい！」のあ
いさつで送り出してあげられるよう近くのまちかどに出よう。 

・登下校時間に合わせてウォーキングや犬の散歩をしよう。 

・毎週水曜日朝(7:50～8:15)には、百合小の登校門前であいさつ運
動に参加しよう。 

・下校時間になれば下校路に出て「お帰り」のあいさつをしよう。 

②危険行為・違反行為・非常識行為を見かけたら、見逃さずに注意！ 
・自転車の暴走、ブレイクボードの危険行為、危険な花火、ごみのポ
イ捨てなど子どもの危険・違反・非常識行為を見かけたら、見逃さ

ずに注意する。 
・危険・違反・非常識行為情報は、学校、家庭、地域が共有して対応。 
・子どもの安全安心の見守り活動実施と不審者情報等の共有、対応。 

 
 

 

 
【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。べビちゃん、やんちゃ盛りのお子様、近いうちに赤ち

ゃんを迎える方もお気軽にお越しください！ 
広場時間内なら、お好きな時間に来て、帰って頂けます。 
ボランティアさんなど力強いサポートもあります。   
【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（イチョウ公園内） 
【参加費】無料 申し込み不要    
【9月のイベント】 

＜子育てママコーラスはな＆まちの保健室の身体測定＞ 

9/11（金）10：45～ 身体測定は随時できます。  
 
＜かがやき保育士さんのふれあいあそび＆健康支援室の身体測定＞  

9/25（金）10：00～ 身体測定は随時できます。 

※母子手帳持参で数値記入してまらえますよ♪ 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】9 月１９日（土）１０：００～１１：５５ 
注：上映予定の第４土曜日は、百合小の運動会のため、 
第 3 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多目的ホール 
 
【作 品】[Mr.インクレディブル] 上映時間 1 時間５５分 
 
☆１５年前にスーパーヒーローだった Mr.インクレディブルと妻の

ヘレンが、再び世界の平和を守るため立ち上がる。こども達３人を含

め一家５人の家族愛と想像を絶する冒険をお楽しみ下さい。大人の方

も大歓迎です。ご家族・ご近所お誘い合せのうえ、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 
 

 

 
百合小 3年生ぶどう学習  

８月１０日に百合が丘 
小学校３年生がぶどう狩 
りをしました。 

このぶどうは３年生の全員で
袋がけして、青蓮寺の山口さん
が大切に育て頂いたものです。
名前を書いた自分の袋のぶど
うを各人が自宅に持ち帰りま
した。とても甘く美味しかった
とのことでした。 
 
 

  
 
 
                                            

 

 
防災・防犯コラム  

防災への関心は人により様々です。安全防災委員会 
       では、これを向上させてもらうことが目標の一つです。 

しかし、ある時、急に目覚めて一度に大量の飲料水

と食料を買い込んで、これで一安心というのも困りものです。防災に
は一時の行動ではなく、継続性が大切です。 
水や食料には期限があります。これを考慮して、無駄にすることな

く常に使用可能な数量を維持しておくことが求められます。負担が少
なく、長く続けられる方法を考えてください。       

安全防災防犯委員会 

 

 

 
「百合小こどもクラブ」通信 

― ダム見学 ― 
“大きかったよ！比奈知ダム”８月５日（水）今回は中・高学年を対象と
して比奈知ダムの見学に行ってきました。この学年は一昨年に青蓮寺ダム
の見学を経験しているので、今日は両ダムの型式や構造の違いなどを学び、
地域周辺にこんなに素晴らしい施設がある事を知ってもらえたらと計画し
ました。 
青蓮寺ダムはアーチ式コ 

ンクリートダムです。 
でも、今回の比奈知ダムは 
形状が違って重力式コンク 
リートダムと言って、たく 
さんのコンクリートを積み 
上げて出来ていることやゲ 
ートの仕組み・操作方法の 
違いなどもしっかり学んできました。ダムの高さは 72ｍ、そのダムに沿っ
て備え付けられている階段で下まで降りて見上げるとその高さに感動で
す。ダムの中にも案内して頂きました。ダムの中は気温 14℃、暑かった体
がいっきに冷えてしまう程涼しかったです。その後、操作室や展望台など
ふだん見る事の出来ない比奈知ダムを存分に味あわせて頂きいい経験をさ
せて頂きました。夏休みの思い出がまたひとつ増えました。 

 
― 合宿 ― 
“合宿で思い出いっぱい！！”８月２２日（土）・２３（日）毎年恒例の
“夏休み最後の思い出づくり”１泊２日合宿を行いました。合宿のスター
トは、今年もみんなで力を合わせてのテント設営からです。 
自分たちが合宿中お世話になる宿舎だから、設営手順をちゃんと聞いてみ
んなで協力して立ち上げます。四苦八苦しながらもみごとに出来あがった
ときは、“やった～！”と声をだして大喜び、すぐさま中に入って居心地
の確認です。 
夕食は今までとは違って［カレーライス］ではありません。今年は「百

合小こども祭り」と称し、サポーターの皆さんが準備した食事を屋台式に
並べ野外で頂きました。［牛肉と野菜の炒め］［スパゲティーサラダ］［味
噌汁］［ご飯］［デザート］とバイキング形式の夕食は楽しくてとても美
味しかったです。食後のゲームコーナー［射的］［輪投げ］［的入れ］も
設置し盛り上がりました。夕食後はお待ちかね“キャンプファイヤー”で
す。今年も名張市ジュニアキッズサポータークラブのお兄さん・お姉さん
に進行して頂き歌ったり・踊ったり・大声を出したりして楽しく過ごしま
した。ファイヤー後は天体望遠鏡で［土星］や［月］の観賞もしましたよ。
２２時には就寝です。なかなか寝付けない様子だったけれど、日付けが替
わる頃にはスースーと可愛い寝息が聞かれました。さあ、夜が明けました。 
５時頃からゴソゴソ起き出して、朝の集いまでには洗面まで済ませて集合
していました。全員で山に向かって大声で「おはよう～！」ラジオ体操・
お散歩を済ませた頃にはお腹がグーグー♪「お腹すいたよー」今日の朝食
は、［流しそうめん］です。 
サポーターさんが事前に竹を割って作ってくれた本格的な流しそうめん台
を作って下さいました。“取られへん！”“おもしろい！”と流れるそう
めんと必死になって戦っている姿に大笑いです。それでもお腹いっぱい食
べました。食後はお世話になったテントの撤収です。みんなで力を合わせ
てたたみました。プログラムもそろそろ終盤です。 
多目的ホールに入って、今回ボランティアとして特別参加して下さった［名
張高校新体操クラブ］のお姉さん達の演技を披露して頂き、その迫力に圧 

倒させられました。その後、キッズサポ 
ーターの皆さんの指導でゲーム大会をし 
て楽しい時間を過ごしました。  
盛りだくさんのプログラムでアッと言う 
間に合宿は終了してしまったけれど、 
この１泊２日、協力したり・話したり・ 
考えたり・笑ったりしたことは、きっと 
みんなの宝になります。 
“夏休みの思い出”いい合宿になったと 
思います。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は１０月３日（月）です。 
昔懐かしい紙飛行機を現代風にアレンジした工作をします。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター   畑 行子 
 
 

 

 教育文化部会では、地元の学校である名張西高校と赤目
中学校２校の競演によります恒例の吹奏楽の調べを開催い
たします。たくさんの方々のご来場お待ちしいます。 

一般社団法人青蓮寺百合が丘   
地域づくり協会 教育文化部会 

市民センター ☎64-6466 
 

 

  
☆スリッパをご持参ください☆ 

 

お友達、ご家族の方、 

   お揃いでお楽しみください♪ 


