
 
 
 

                                          

 ゆりがおか 

掲示板 ＜201６年１１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 2,9,16,30（水） 百合小校門前 

ユリ坂清掃 20（日） 8:30～11:00 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」 2,16,30(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 14（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン（東 4） 15（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 7,21（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  6（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 12（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  26(土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 2,9,16（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 13（土） 10:00～ 市民センター 

 

 

防災訓練迫る！ 
いよいよ 11 月 19 日の防災訓練が近づいてきました。訓練を充実させて災

害への対応力をアップさせましょう。 

災害時には、まず死なないこと、怪我をしないことが大切です。食料や水の備

蓄も大切ですが、死んでしまっては何の役にも立ちません。そのためには、家

屋や家具、ガラスが自分への凶器とならないようにしておくことが最も重要で

す。次に大切なことは発生時の対応です。机の下などで落下物を避けましょう。

（防災訓練では班で集合する前に、家庭の訓練として、是非ここから開始して

ください。）ヘルメットがあれば被ってください。ガラスの破片等に備えて厚

底の靴があれば履きましょう。 

次に、揺れが収まるのを待ち、使っていた火を止めて火災を防ぎます。そして、

自分と家族の安全確認をします。さらに家屋の状況を把握します。住めるかど

うかの判断が必要だからです。災害用に備蓄している品物が使用可能な状況か

も判断しましょう。それから安全のために電気とガスを止めます。 

次は近所の安否確認で、班単位での実施が基本です。怪我をしなかった人は進 

んで協力しましょう。一次避難地への移動にはグループでの行動が必要です。 

さぁ、ここまでできれば初期対応は合格で 

す。熊本地震の甚大な被害の記憶も生々し 

いのに、10 月には鳥取でも大きな地震が 

起こりました。火山の噴火も発生していま 

す。私たちの地域でも大災害への対応に猶 

予はない状況です。ぜひとも訓練へ積極的 

に参加しましょう！ 
 

安全防災防犯委員会 委員長 岡本 譲 

 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日時】２０１６年１1 月２6 日(土) １０：００～１１：１５ 

【場所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作品】  [ピーターパン] ディズニー映画 75 分          

☆大人にならない少年ピーターパンが主人公の、夢溢れる冒険物語。大人にな

りたくないと悩む少女ウェンディの前に、突然ピーターパンが現れた。「大人に

なりたくないのなら」と、弟２人を連れてこども達の夢の国・ネバーランドに

行くことになった。そこには胸躍る夢と冒険が待ち受けていた。楽しく過ごす

その中で、ウェンディがたくさんの経験を経て大人への階段を登って行く。 
 

※純粋な心を持つこどもの前にしか現れないピーターパン。こどもの頃、会っ

てみたいと憧れました。夢と冒険があって、何度見てもワクワクする物語で

す。大人の方も懐かしくご覧頂けたらと思っています。ご家族揃って是非ご

参加下さい。 

※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 

     
 

発 行：一般社団法人青蓮寺･百合が丘地域づくり協議会 
  
連絡先：百合が丘市民センター 
 

TEL６４－６４６６  FAX６４－６４６７ 
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ユリの木大通りの水銀灯 故障のお知らせ 
 サークルＫから醍醐までのユリの木大通りの水銀灯が漏電

している関係で点灯していません。名張市に修理を依頼中です

が修理が終わるまで少し時間がかかる見込みです。夜間、ユリ

の木大通りを通行される方は注意をしてください。 

 

ユリの坂一斉清掃にご協力ください 
 

【実施日時】 １１月20 日（日）8：3０～11：00頃まで 
※当日雨天の場合は次週に順延し、各自治会長には、 

緊急連絡網で午前 7 時までに事前連絡を行います。 
 

【集合場所】 前山公園 ※8:00 集合 
 

【作業内容】 歩道植栽内の除草清掃作業 
（今回は剪定は行いません） 

 

ユリの坂をご支援していただくボランティアを募集しています。 

問い合わせは市民センターまで☎６４-６４６６ 

 

 

地域から 5回目の出場を目指して 

第 31回青蓮寺湖駅伝出場ランナー大募集！！ 
 

来年２月 26 日(日)の「第 3１回青蓮寺湖駅伝競走大会」に地域の出場希望

者でチームを組み出場します。男女混成の５名のチームで 13.06 ㎞を楽しく

走り、完走を目指す 3 組のチームです。ちょっと気になる方、迷っている方お

気軽にお問い合せ下さい。たすきをつなぐ喜びをチーム員、地域応援団と一緒

に味わいましょう。このうち 1 チームは、百合が丘小学校先生チームの出場を

予定しています。乞うご期待！ 百合小こども和太鼓隊も応援参加します。 
 

【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】 

11 月 24 日(木) 

＊申込み・お問い合せは、市民センター☎64-6466 畑まで 
 

 

名張市地域福祉教育総合支援システム キックオフ 
 

このシステムは名張市が福祉や子育て、教育などに係る複合的な課題を抱える

対象者に対し地域住民や地域の関係機関等によるネットワークを強化し、包括的

に支援していくことを目的とするものであります。キックオフ大会が次の通り開

催されます。ご自由に参加してください。 

＜日時＞11 月 13 日（日）午後 0 時 30 分開場 

＜場所＞アドバンスコープＡＤＳホール 入場無料    

一般社団法人 地域づくり協議会 
 

平成２８年度名張市議会の議会報告会開催 
 

 名張市議会の議会報告会が下記の要領で実施されます。住民の

皆様万障繰り合わせの上是非ご参加くださいますようお願い致

します。これを機に大いに関心を持って貰うよう願っています。 
 
＜日 時＞ 平成２８年１１月１２日（土） 
  

       午後１:３０～３:００（1 時間３０分程度） 
 

＜会 場＞ 名張子どもセンター 
 

＜出席者＞ 議会報告会 第２班 

      福田博行さん、三原淳子さん、幸松孝太郎さん 

      常俊朋子さん、阪本忠幸さん 
 

※先月号で報告会の開催曜日を間違えておりました。 

申し訳ございませんでした 

 

アンケート調査にご協力をお願いします 
 

 一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会では,今後の
活動方針を決定するための基礎データ得るために、アンケート
を実施します。アンケートは次に示す内容と対象者となります。 
（１）高齢者福祉対策事業に関するアンケート、対象は６０歳 

以上の方 
（２）地域力点検に関するアンケート、１８歳以上の方   

アンケートは１１月下旬より順次実施していきますので、ご協
力をお願します。 
      一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
                 会長 山田 睦郎 

 



 

百合小校区防犯パトロール隊 
 

（安全防災・防犯委員会） 
 

＜１０月度実績＞ 
昼９回       
●各巡回とも特に異常なし 

 
１０月１４日に「全区地域安全運動」に

参加し、名張警察署と一緒に防犯パトロ
ールを実施しました。百合小校門付近で
下校中の児童に対して警察による交通

安全指導が行われました。 

 

 

協力者を募集中です！ 

 

― 地域便り ― 東３番町自治会 
当自治会は、班が 20 班の会員で、会則の目的として掲げた「そ

の運営活動を通じて住民の親睦を深めるとともに、百合が丘の

発展と住みよい街づくりを図ること」を目指して日々活動して

おります。近年力を入れておりますのが、安全防災活動です。

昨年に続き今年も百合が丘総合防災訓練を東２，３，４，５番

町と合同で消防訓練を実施します。また、歳末防火啓発活動と

して、女性防火クラブが中心となって、自治会とさくらクラブ

（敬老会）と子ども会合同で「火の用心」呼びかけ夜回り及び

ＤＶＤの視聴など、毎年１２月に「防災意識や警戒心を喚起す

るとともに、地域住民間の交流を図る事」を目的に活動してい

ます。 

また、毎年各班長さんに名張市消防署でＡＥＤの「普通救命入

門コース」（約２時間）を、８月、１０月にわけ全員に受講し

ていただき、講習後「修了証」を交付していただいています。

当自治会の活動を役員一同が一丸となって取り組み、皆様が楽

しく暮らしやすい街づくり邁進してまいります。 

東３番町自治会長 石山 元吉 

 

「百合小こどもクラブ」通信 
 

秋の味覚たんのうしました♪  

10 月 1 日(土)朝方まで雨が降っていて、「今日のサツマイモの収穫は無理か

なぁー」って心配していたけれど、こども達の日頃の行いが良いのか、芋ほり

が始まる頃には陽が差し始めました。市民センター横にある[ひだまり]の[チャ

イルドファーム]で大切に育てられたサツマイモの収穫祭です。120 人のこども

達が協力をしてつるを切り払い、芋を掘り出します。今年は豊作でたくさん取

れましたよ♪収穫した芋は市民センターに運び込み試食会です。お芋の調理は

サポーターさんにお任せして、出来上がるまでの時間を使って、[簡単なブーメ

ラン作り]をしました。三枚の堅紙を扇風機の羽根のように形成した、簡単にで

きるはずのブーメランだったのですが、これがなかなか手こずって・・・思っ

た以上に時間が掛かり、お芋の調理が出来上がったのでテスト飛行は帰ってか

らのお楽しみです✌。今年サツマイモは[ふかしイモ]]と[大学芋]にして頂きま

した。こども達からは「とても甘くて美味しかった♡」と絶賛！「残ったお芋

は、次の活動の時に焼き芋にしてね」と笑顔も美味しかったです。  

次回の「百合小こど 

もクラブ」の活動は 

11 月 12 日(土)です。 

[楽しいスポーツ大会] 

を行いますので、一緒 

に汗を流しませんか? 

飛び入り参加大歓迎 

です。 

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

 

百合が丘総合スポーツクラブ活動と募集！！ 
 

 百合が丘総合スポーツクラブ(総合型)を４月に設立して６カ月を経過して、次

に示す活動をしています。是非、参加をお願します。 

（１）小中学生硬式テニス教室は、毎週日曜日に小学生 6 名、中学生 6 名の計 

12 名が参加しています。 

（２）一般硬式テニス教室には、毎週月曜日と水曜日に分かれて男性３名、 

女性５名の計８名が参加しています。健康づくりや人とのふれあいがで 

きると大変喜んでおられます。 

（３）小学生ドッジボール教室には、毎週火曜日に１年生から５年生までの 18 

人が参加しています。 

 また、次の種目を検討していますので、皆さんの参加をお待ちしています、 

（１）小学生向けの各種スポーツ体験教室(卓球、バドミントン、バレーボール、

バスケットボール等)《月２回の土曜日》 

（２）小学生向けの陸上教室《春休みや夏休み》 

（３）一般・シニア向けのノルディックウォーキング《月１回》 

（４）ヨーガ教室《毎週》 

問合せ先は、百合が丘市民センター内 松田・畑まで 

 

 

ゆこゆこ便り  
 

「ゆこゆこ」ロコモ健診を受けられた方へ 
 

先日はいろいろな体力テストへの挑戦、お疲れ様でした。テ

ストの結果は１１月２４日（金）にお渡ししますが、当日、結

果について説明会を開きますので、是非ご出席下さい。 

説明会では、自分自身の健康状態や体力のこと、日常生活で出

来る運動の紹介などを行います。 
 

＜説明会＞ 

１１月２４日（木）午後 1 時より 

ゆこゆこにて                

ふれあいサロン「ゆこゆこ」 
名張市役所 健康・子育て支援室 

百合が丘まちの保健室 
 

 

― １０月号の訂正とお詫び ― 
 

西 2・5 番町自治会の紹介で２か所間違いがありましたので訂

正させていただきます。申し訳ございませんでした。 
 

 

①今年度のスローガン 

〝ご近所の声を掛け合う → 〝ご近所と声を掛け合う〟 
 

②和泉先生 → 和泉田先生 

 
 

百合小６年生サッカー教室 
 

 １０月 12 日にＦＣくノ一選手４ 

名によるスポーツふれあい教室が開 

かれました。体育館で「仲間の大切 

さ」などのお話しをしていただきま 

した。また、グラウンドに出て〝だ 

るまさんがころんだ〟等をして選手 

と交流を深めました。 

事務局 広報部 

 

― 地域便り ― 西 3・6番町自治会 
 

百合が丘１４自治会の中で、最年少自治会長・那須竜太２

７歳です。今まで自治に関しては全て親任せで、右も左も解ら

ないわたしが会長と言う大役をお引き受けしたことに、戸惑い

を感じていました。 

しかし、共に活動している四役のみなさんや班長さんに温かい

ご指導・ご理解・ご協力を頂き、今は、会長として自覚をもっ

て行動をして行かなければならないと実感しております。 

自治会活動も半分以上終わってしまいましたが、今後は秋のリ

クリエーションや餅つき大会・年末夜回りなどを通じて 

自治会の親睦を図りたいと計画しています。 

    西３・６番町自治会会長  那須 竜太 
 

       ハロウィンナイト賑やかに開催！ 

       ご協力いただいた地域の皆さまに、心から感謝。 
 

１０月 29 日(土)17 時から市民センターをスタートし、 

「トリック オア トリート」と叫びながら、20 人のこども 

達が地域を練り歩きました。町のあちこちで、お菓子を用

意してお待ちいただき、子どもた 

ちは、おおはしゃぎでした。 

ちょっぴり寒かったけれど、地域 

の温かさを感じました。 

ご協力いただいたサークルＫ様を 

はじめ地域の皆様に心からお礼申 

し上げます。 

教育文化部会 

１０月の 

目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

 

安川 和子 様（西２） ４回 

齋藤公太郎 様（西３）１７回 

齋藤美代子 様（西３）３２回 

森  省蔵 様（東５）１７回 

森川 三男 様（東３）６３回 

 

 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 

熊本地震義援金へのご協力ありがとうございました 
 

 みなさまにご協力いただきました義援金（9,452 円）は、

名張市共同募金会を通じて、熊本県内の被災者の方々へ届けさ

せていただきました。ご協力ありがとうございました。 

 


