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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 

23 (水) 
7:45～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 27（日） 9:00～ 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
11,25（金） 11:00～14:00 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 センター増改築の為、３月までお休み 

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 

東５高齢者サロン 7（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  6（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 5（土） 9:30～ 百合が丘小学校さくらホール  

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) 2,9,16,23（水） 
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 26（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） 
 

〈2 月度実績〉  

昼８回 
 

●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

  

 
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） 

 

 

２月の目標達成者 

（毎月 ２５日締切） 
 

森川 三男 様（東３） ５８回 
齋藤公太郎 様（西３） １５回 

齋藤美代子 様（西３） ３０回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 ～ 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 ～ 
 

「地域功労者表彰」の公募について 
 

 この制度は、広く百合が丘地域を支える、ボランティア活動や地域社会に貢

献する活動を通して、他の模範となる善行を積まれた功労者を表彰するもので

す。この対象は、概ね 5 年以上にわたり、公道・公園・集会所など公共の場の

清掃活動や、青少年の育成、見守り、また安全防災活動等を実践され地域の活

力づくりに貢献された、個人又は団体を対象として一般公募致します。 

 地域自治会長からの推薦書が必要です。 

 「推薦書」は、市民センターにありますのでお問い合せください。 

（公募締切期間は３月末まで）        地域づくり協議会 

【百合小こどもクラブ通信】 

“やった～！ 名張ギネス更新！！” 

2 月 6 日(土)今年も又、2 月の季節行事として恒例の［なが～い巻きずし作

り］に挑戦しました。 

この挑戦は 4 回目を迎え、昨年の記録はなんと 35.90m！そして今年はこど

も達と約束した 40m にチャレンジです。この長さを 1 本巻きするには当然長

い廊下が必要と言う事で、会場は百合が丘小学校にご協力をお願いしました。 

挑戦を成功させる秘訣は、お米 25kg・焼海苔 240 枚・卵焼き 240 本・かに

カマ 600 本・さんどまめ 2500g・マヨネーズ 7 本気の遠くなる程の量の食

材を前日の夜に仕込み、グループ毎にきっちりと仕訳しておくことです。これ

が完璧にできれば 80％成功と言っても過言ではないでしょう(笑) 

当日出席したこども達は、廊下に会議用長机が 24 台繋がっているその長さ

にビックリ！！43.2m もあるのだから驚いて当り前です。 

今から自分たちがこの長さの［巻きずし］を巻くのだと思うとテンションがあ

がっても仕方ないですよね。こども達は巻き方やルールを何時になくしっかり

と聞いてくれました。失敗は許されないと自覚していたみたいです。 

参加人数 148 名全員が合図に従い息を合わせて一気に巻きあげる共同作業で

す。単純な作業のようですが、これがなかなか難しい。全員で持ち上げること

が出来たら成功と言うルールにしているので、繋がっているかどうかハラハラ

ものです。無事持ち上げられたらたら成 

功です。さて実測の結果は・・・ 

ジャジャ～ン！43m ジャスト♡  

なんと(自称)名張ギネス更新に成功～。 

絶対成功させるといった思いが一気に溢 

れ、こども達や会場の参加者全員が拍手喝采、万歳の嵐です。「頑張ったら何

m でも巻けるね！」って欲はどんどん膨らんで、来年は 50m に挑戦すること

になりました。みんなの心がひとつになって真剣に挑戦してくれる限り、ほん

と何 m でも巻きましょう♪ 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は 3 月 5 日(土)百合が丘小学校で［楽

しい体力測定］を行います。今期最終行事となりますので、終了式・皆勤賞の 

授与など盛りだくさんのプログ 

ラムになっておりますので、興 

味のある方は是非ご見学にお越 

し下さい。 
 
「百合小こどもクラブ」 

コーディネーター 

  畑 行子 
 

 

 

地域を代表する３チーム、タスキつなぎ完走 
 

２月２８日(日)青蓮寺湖駅伝第３０回記念大会が開催されました。

地域を代表する３チームと、記念大会特別枠で出場した赤目中学３

チームの応援に多くの地域住民が歓声を上げました。さらに、百合

小こども和太鼓隊が昨年に引き続き、太鼓演奏で選手を激励。会場

を一層盛り上げました。結果は、次のとおりです。 

混成の部参加２７チーム中、【百合小こどもクラブ(池田－金藤－糸

賀―天花寺－岡田)】１１位、【百合が丘ティーチャーズ(寺嶋－西岡

－松本－日口－森本)】２２位、【ブルーリリーズ(伊藤－大谷－松田

－伊藤－上栗)】２６位でした。ありがとうございました。 

 

 

 
【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。ランチタイムがあるので、ぜひお弁当を持って遊びに来てくださいね♪
13 時からはタイ古式セラピストえりちゃんのマッサージを希望者に行ってお
りますので、午後からでも気軽に遊びにきてください。（都合により中止の場合
もあります）  
【日 時】毎月第２・４・５金曜日（月により例外あり） 

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 

【３月のイベント】 
３月１１日 お別れ会☆まちの保健室 
３月２５日 かがやきの保育士さん☆身体測定（母子手帳をお持ちください） 

来期つどいの広場のママ役員さん募集中です。 
一緒につどいの広場であそびませんか？ボランティアの方も不足しております
ので、ご協力お願いいたします。 

 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♪ 

 

 
 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」祭りを開催します 
― 開設 1 周年記念イベント ― 

 

 

 平素は、ふれあいサロン「ゆこゆこ」の運営にご協力頂きまして

誠にありがとうございます。 

時の経つのは早いもので「ゆこゆこ」が開設されて早や 1 年になろ

うとしています。このたび「ゆこゆこ」祭りを企画しましたので多

数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

【開催日】4 月 10 日（日）10：00～14：00 

【場 所】「ゆこゆこ」駐車場 

※詳細は、「ゆこゆこ」便り 4 月号でご案内いたします。 

 


