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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 
13,20,27 

(水) 
7:45～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 24（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
8,22,29
（金） 

11:00～14:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 6,20（水） 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Ｓｋｉｐ広場 センター増改築の為、３月までお休み 

シネマサロン 22（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 21（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 11（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

東５高齢者サロン 18（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  10（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 9（土） 9:30～ 百合が丘小学校運動場 

みんなのこども映画会 センター増改築の為、３月までお休み 

配食サービス(ゆりの花) 6,13,20,27（水） 
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 16（土） 10:00～12:00 教育センター 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

（安全防災・防犯委員会） 
〈12 月度実績〉  

昼間 9 回 
 

●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

 

 

クリスマス・フェスタ 
 

あったか～ぃ！クリスマス！ 

12 月 12 日(土)百合が丘小学校さくら 

ホールで「クリスマスフェスタ」が開催 

されました。名張リコーダーアンサンブ 

ル、三線クラブ、Ｌａ・マンドリーナ、 

Ｋ‘s ファミリーの皆さんの楽しい演出 

で、会場はあたたかく包まれました。 

こども達も、和太鼓隊、フラダンスで参加、 

そして２５名の「かわいい百合小こども聖 

歌隊」が、今年１年の感謝と輝かしい新年 

の訪れを祈りながらきよしこの夜で締めく 

くってくれました。      

            教育文化部会 

  

 
教育文化部会の活動報告 

 

― ハロウィンナイトに興奮 ― 

ハロウィンナイト参加者公募で応募した 

小 3～中 1 の２０名が、10 月 31 日(土) 

百合が丘市民センターに集合。魔女など思 

い思いに仮装と化粧をして 17 時に出発。 

訪問を希望されたご家庭 12 軒を順番に 

訪問しながら、地域を練り 

歩きました。お知らせして 

いたため、ひと目見ようと 

子どもと一緒に街角で待っ 

ていただいていたり、お菓 

子を用意して待っていただ 

いた方などもあり、盛り上がった楽しいイベントになりました。この模様

は、ケーブルテレビでも紹介されました。ご協力いただいた地域の皆様に

心からお礼申し上げます。袋からあふれるお菓子に参加のこどもたちも大

興奮。「毎月ハロウィンやろうよ！」だって。 
 

― 書道パフォーマンス ― 

書道パフォーマンスに百合小から 20 人が参加 11 月 

1 日(日)ワークプレイス栞の駐車場で「書道パフォーマ 

ンス」が開催された。内容は、書道家の福地幸先生が音 

楽を聴きながら 5 メートル四方の紙に 

思いを表現し、子どもたちはその周り 

に思い思いの字や絵を楽しく描くもの。 

出来あがった見事な作品は、地域フェ 

スタで展示され、たくさんの方に鑑賞 

していただいた。 

 

 
 

 

1１月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

 
 

久保 良子  様（東９） １３回 

吉田 満津江 様（西３） ２４回 
森  恭子  様（東５） ２３回 

歩こう会 
（健康づくり部会）  

 

1２月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

 

森川 三男 様（東３） ５７回 
古川 敏弘 様（東３） ２９回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 
【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

「ひろば」です。やんちゃ盛りのお子さん、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） 

１１月から翌年 3 月までは１1 時～１4 時になります。 

１２時～13 時はランチタイム♪お弁当持参でＯＫです。 

※おやつはご遠慮ください。 
] 

【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 
 

【今後のイベント紹介】 
 

1/８(金)３B 体操体験 

1/22(金)かがやきの保育士さん   2/12(金)おたのしみ会 

1/29(金)まんぷくまる     2/26(金)かがやきの保育士さん  

 

 

年頭にあたり  

皆様、新年あけましておめでとうございます。 
旧年中は何かと、協議会活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年を振り返りますと関東、東北地方を襲った豪雨による水害が思い出

され改めて自然災害の恐ろしさを実感した次第です。被災された方々の、復旧、

復興に頑張って頂き一日も早く元の生活を取り戻して頂きたいと思います。

又、当地域はここ３０数年幸いにも大きな災害に見舞われておりません。その

事が防災知識や意識の弱さになっているのではと思われます。いつ起こるか分

からない災害です。常日頃から各家庭において対応策、訓練をして頂き非常時

に備えて頂きたいと思います。一方協議会活動に話を戻しますと、当地域も

益々高齢化が進んでいます。昨年４月より高齢者対策として高齢者の居場所、

ふれあいサロン「ゆこゆこ」を開設致しました。何も高齢者だけが対象ではご

ざいません。若い人も来て頂き交流する事が大事な事と考えております。老い

も若きも集まり交流を深め地域の絆をしっかりと作り上げて行く事を平成２

８年度はやりたいと考えております。 

今後も地域活動への積極的なご参加、ご協力を頂きます様よろしくお願い致し

ます。皆様に於かれまして今年が良い年で有ります事をご祈念申し上げ年頭の

挨拶とさせて頂きます。 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 会長 山田 睦郎 

 
 
 

百合小ほめほめ隊 ２年生の大根パーティーを支援 
 

 ほめほめ隊では 12 月 19 日（土）に百合小 2 年生の大根パーティーを８名

で支援しました。２年生は９月下旬に畑へ大根の種を蒔き、育てていました。

寒さとともにやわらかく、おいしそうになった大根を収穫し、水道で洗い、調

理室へ…。大きな鍋 3 つを使い 1 時間ほどで煮上がったふろふき大根に味噌を

つけて食べました。子どもたちは「おいしいおいしい」といって残るだろうと 

思っていた大根を全部食べてしまいました。 

大喜びで中には5回も10回も鍋に並んで食べ 

ていた子どももいました。 

  名張市の上島教育長も大根パーティーに参 

加し、子どもたちと笑顔で話しながらふろふき 

大根を口に運び楽しそうでした。   

 百合小ほめほめ隊 

 ～ 今月は、「広報ゆりがおか」と「市民センター便り」の合併号となります ～ 

  

 

名張市より特定健診のご案内 
 

今年、医療機関で受診されなかった方は、 

健康のために 是非受診して下さい。 
 

【日 時】１月３０日（土）A 枠： 9：00～  9：30 受付 

B 枠：10：00～10：30 受付 

【場 所】名張市子どもセンター（百合が丘西５番町２５番地） 

【対 象】４０歳～７４歳の名張市国民健康保険加入の方が対象

です。 

【申込み】百合が丘まちの保健室まで持参ください。 

市民センター入口に申し込み BOX を設置しています。 

【問い合わせ】まちの保健室 ☎64-8600  

【百合小こどもクラブ通信】 
恒例の餅つき大会に沸く！ 

12 月 5 日(土)今回は 12 月の恒例行事［お餅つき大会］を行いました。今

年は天候も良く、インフルエンザも流行っていなかったおかげで、参加人数が

何と 150 人を超えました。たくさんつきあげたお餅も豚汁も完売。お餅をつ

いたり丸めたりするのも楽しいけれど、やっぱ皆でワイワイお話しをしながら

食べるのが 1 番！きなこ餅や豚汁の中にお餅を入れたりして、お腹いっぱい食

べました。昔ながらのやり方で、薪でもち米を蒸かし、杵でつき、丸める。こ

ども達に伝えておきたい季節行事です。これからも途絶える事無く続けて行き

たいと思っています。 

2016 年初の「百合小こどもクラブ」の活動は、 

1 月 9 日(土)に［寒中スポーツ大会］と称し寒さに 

負けない体力作りをします。百合が丘市民センター 

が改装中のため、百合が丘小学校のグラウンドをお 

借りして活動しますので、お気軽にご見学下さい。 
 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑行子 
 

 ブログやっていますので広場で

の様子や予定をご確認ください 

『ＹＯＵブログつどいの広場』

で検索してください♪ 

 


