
                                           

 

平成２８年度集会所管理人 
 

名  称 氏  名 住  所 電  話 

東第１集会所 関元  僚 東 2-104 63-0573 

東第２集会所 土井 一光 東 5-77 63-8710 

東第３集会所 畑中 吉男 東 7-266 64-8238 

西第１集会所 橋本 敬子 西 1-38-7 63-6804 

西第２集会所 田中 昭嘉 西 3-181 63-3143 

南百合が丘集会所 山内  勲 南百合が丘 39 64-2384 
 

４月からの一年間、よろしくお願い致します。 

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 
E-mail  yurigaoka- ko@emachi-nabari .jp 

ゆりがおか 

  
掲示板 ＜201６年４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 
6,13,20 
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（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 12（日） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 25（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 7・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 4（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  3（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 5 月より開始します 

みんなのこども映画会  23（土） 10:00～11:40 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 6,13,20,27（水） ※６日は花むすびさんです 
 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） 
 

〈3 月度実績〉 
昼 10 回 

 
●各巡回とも特に異常なし 

協力者を募集中です！ 

 

 

３月の目標達成者 
 

（毎月 ２５日締切） 
 

森川 三男 様（東３）５９回 

吉田満津江 様（西３）２５回 

古川 敏弘 様（東３）３０回 

古川八重子 様（東３）１９回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

平成２７年度地域づくり協議会活動を振り返って 
 

青蓮寺、南百合が丘、百合が丘の住民の皆様、如何お過ごしでしょうか？ 

皆様に於かれましては益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。当地域づく

り協議会も発足して６年を経過致しました。諸先輩方の努力により協議会

の各事業も順調に発展進化してきています。平成２７年度は加速度的に進

む地域の高齢者対策として、ふれあいサロン「ゆこゆこ」を開設し高齢者

の居場所を確保していますので是非ご利用下さいます様お願い致します。 

尚「ゆこゆこ」は高齢者だけでなく、若い子育て年代の方々も利用して

頂き出会いを通じ高齢者の知識や知恵を借りて地域づくりや、日頃の生活

に活かして貰いたいと思っています。 

２７年度は、協議会に於いても当地域に於いても大過なく過ごすことが出

来ました。これも住民の皆様のご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。 

新年度に於きましても、皆が住みたくなる地域になるよう頑張っていく所

存です。ご協力をよろしくお願い致します。 

 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 

 

生活環境部会 
 

当部会の大きな事業で有りますゆり坂の年２回の清掃、平成１５年より

始め１３年を経過いたしました。その間事故一つ無く来られたのも、皆様

のご協力の賜物と思っています。２７年度も約 1,000 名の皆さまが参加し

て頂き成果を出すことができ誠に有りがたく思っています。又毎月の最終

の日曜日にクリーンゆりのボランティアの皆様が清掃をしてくださってい

ます。クリーンゆりの皆様に改めて御礼を申し上げたいと思います。それ

から当生活環境部会は地域の宅地や公園の草刈も行っています。作業中は

近隣の皆様にご迷惑をおかけいたしますがご理解下さいます様お願い致し

ます。今後も地域内の環境美化に積極的に取り組んでまいりますのでご協

力をお願いいたします。                        山田 睦郎 

 

 

安全防災・防犯委員会 
 

２７年度は、実際の災害への対応を目指し、「より実態に近い

防災活動」の取り組みを進めてきました。次年度では、それをさ

らにステップアップしていきますので、今後とも一層のご協力を

お願いします。                 岡本 譲 

 

 

ふれあい交流部会 
 

昨年は、ふれあい交流部会活動の「地域夏祭り」に自治会、子ども会、地域

住民の皆さん、協賛して頂きました、店舗様、出演者の皆さまに改めて御礼

申し上げます。 

28 年度は、ふれあい交流部会長が交代し、新たにスタートすることにな

ります。変らず運営にご協力をお願い致します。ふれあい交流部会活動とし

ては、百合が丘一大イベントの「夏祭り」がメインで有ります。今回は、第

３０回の記念祭りになります。 

新部会長の元、地域の皆さんが参加し、盛り上げて記念大会に成るように願

っております。ご理解、ご協力等 有難う御座いました。感謝しております。 

                                                    川平 勉 

 

 

 

ビジョン推進特別委員会 
 

2 月に実施した“百合が丘における用途地域・地区計画の指定

に関するアンケート”の回収率が思わしくなく、過半にも達して

いません。まったく提出されていない班も多数見受けられます。

住民や一部役員の住環境に関する関心度の低さにがっかりしてい

ます。でも、この結果にめげず、より良い住環境を創出するため

頑張っていきますので、住民各位の協力をお願いします。 

関元 僚 

教育文化部会 
 

注目浴びる「百合小学習支援ほめほめ隊」や「百合小こどもク

ラブ」など「家庭、学校、地域」が三位一体となって、こどもの

成長と安全を見守る活動を目指してきました。これからも地域と

してできる組織活動を継続して実践していきましょう。 

1 年間ありがとうございました。        畑 和伸 

 

福祉健康部会 
 

高齢者サロン等サロン関係は、恒例により支援いたしました配食サービ

ス“ゆりの花”は配達のみとなり、調理は半年お休みさせていただいた事

もあり短く感じる 1 年でした。健康関係については、ふれあいサロンゆこ

ゆこの事業として積極に関わりました。 

 特に、高齢者サロンが中心となり夏まつりの「郡上踊り」を新しく取り

入れ、この踊りをマスターし地域全体に広めました 

まちじゅう元気で､楽しく明るい輪を繋げていきたいと思います。 

倉坂 洋子 
 



 

 

  

 

【百合小こどもクラブ通信】 
 

楽しい思い出いっぱい！！ 

３月５日（土）今日は２７年度「百合小こどもクラブ」の終了式です。 

 [三色だんご]から始まって、オリエンテーリング・一泊二日合宿・なが～い巻

きずしなどいっぱいいっぱい活動し思い出もいっぱい残ったことと思います。 

毎回たくさんの笑顔が集り、本当に楽しい１年でした。 

今回は 1 年間の活動を通じて、こども達の体力がどの程度アップしたかの測

定を 10 種目実施しました。 

50m 走・ドッヂボール投げ・上体起こし・握力測定 

など定番の種目と豆つかみ・的入れ・ピンポン投げと 

言ったゲーム感覚の種目もあり、こども達はそわそ 

わ！スタートの合図と同時に、さっそく得意な分野か 

らチャレンジです。 

昨年この体力測定に参加しているこども達は 1 年前 

の自分の記録を上回ろうと必死です。 

毎年こうして自分の記録に挑戦して行くことで頑張 

る気持が芽生えて来るのではないかと思っています。    

個人カルテはしっかり保管しておきますね。（笑） 

27 年度「百合小こどもクラブ」卒業生 23 名ご卒業 

おめでとうございます♡ 

27 年度「百合小こどもクラブ」皆勤賞 21 名 1 年間 

ホントよく頑張ったね！ 

28 年度は 5 月 7 日（土）に活動を開始します。 

入会式と 5 月の節句に食べる[ちまき作り]じゃ無く 

て[竹巻きパン作り]を行います。パン生地作りをして 

竹に巻きつけ、焚き火で焼きます。 

百合が丘市民センターで活動していますので是非ご 

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 

 

 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０１６年４月２３日（土） 1０：００～１１：４０ 

【場 所】 百合が丘市民センター 会議室（小） 

【作 品】  [シュレック２]    上映時間 1 時間３９分             

☆心やさしい緑色の怪物シュレックが、おとぎ話に登場するキャラクターと

一緒に大冒険をする第２弾！今回は「長靴をはいた猫」・「ピノキオ」・「３

匹のこぶた」などが登場。フィオナ姫と結婚をした新婚のシュレックと相

棒のドンキーが巻き起こすコミカルな大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 
 

配食「ゆりの花」ボランティアの募集  
 

 市民センター増改築工事も終わり、ゆりの花での（調理）が４月

１３日より再開です。１１月から約５カ月、花むすび（育成園）さ

まのお弁当を配ってきましたが、いよいよセンターで調理したお弁

当にもどります。ご利用いただいている皆様、今後ともよろしくお

願い申し上げます。 

毎週水曜日に配食を行っています。 
 

〈調理班〉月１回 センターでの調理 

（男性・女性どなたでも応募ください） 

〈配達班〉調理された弁当を市民センターから各戸へ配達する 

    （11:00～12:00） 

問い合わせは市民センター☎64-6466 まで 

 百合が丘小学校での各種学習支援活動、地域協力者大募集！ 
 

 

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、地域が連携をして、三位一体とな

って青少年の健全育成に取り組むことが不可欠です。当地域の百合が丘小学

校（以下百合小）においては、学校の要望に応える形で、地域住民が各種学

習支援ボランティア活動に参加し子どもたちが元気で明るく、心豊かな成長 

を目指し、三位一体で連携した青少年健全育成活動を推進 

しています。百合小でのこれらの活動は、名張市内外の関 

係者から高く評価され、注目を浴びています。学校からは 

継続して強い支援のご要望が届いておるにも拘らず、担い 

手不足が生じており十分にお応えできなくなってきたのが 

現状です。地域の皆様にはご理解をいだき支援活動にぜひ 

ご参加、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。 
 

 

百合小の各種学習支援・学校支援ボランティア活動の 

内容説明会ご案内 
 

ご応募されなくても、活動内容を知っていただきたいと思います。あなた

の生きがい、やりがいにつながるボランティア活動です。 
 

【日時】4 月２９日(金・祝)午前 10 時～11 時    

【場所】百合が丘市民センター 多目的ホール 

【内容】各種学習支援の活動を話と映像でご紹介します。 

内容;学習支援ほめほめ隊、野菜米作りの体験学習、読み聞かせ、  

図書の装備・修理、あいさつ運動、トイレ掃除、登下校時の見守り、

青色パトロール隊等のボランティア活動など 

教育文化部会 

     

 

 

 

名張西高等学校・名張青峰高等学校 

吹奏楽部 スプリングコンサート開催のお知らせ 
 

今年のスプリングコンサートは４月に名張西高等学校・名張青峰高

等学校としての最初のコンサートとなります。多くの地域の方に参

加していただくようお願いします。なお、名張青峰高等学校は平成

28年４月に開校しますが２年間は、名張西高校生（上級生）と同じ

校舎で学びます。 
 

【日 時】４月２９日（金・祝）14時～16時 

【場 所】アドバンススコープＡＤＳホール 

【入場料】５００円 

・問い合わせ 名張西高等学校 田森 様（電話64-1500） 

広報編集部からのお知らせ 
 

 桜の開花ももう少しですが、「ひだま 

り」にはきれいなお花が春の陽気に誘 

われてきれいに咲いています。散歩の 

途中に立ち寄って春を感じてください。 

平成２７年度より文書だけではなく 

イラスト、写真を多く入れて皆さんに 

読みやすい広報誌を目指して活動をし 

てきました。今後地域の情報を発信し 

ていきたいと思いますので、地域のイ 

ベント等の情報がありましたら市民セ 

ンターまでご連絡ください。 

 

こどもの日特別企画 
 

枚の板から広がる創造の世界フランスうまれの魔法の積木 
 

KAPLA(カプラ) 
ブロック  

 
市民センター多目的ホールにカプラ 6000ピースをご用意します。 

美しい木目のシンプルな板を積み上げるだけでどんなものでも作
れてしまう魔法の積木「ＫＡＰＬＡ(カプラ)」こどもから大人まで夢中
になれる「KAPLA ワールド」へどうぞお越しください！ 

 

ＫＡＰＬＡワールド開催のご案内 
 

【日時】５月４日(水･祝)13:00～20:00 

５月５日(木･祝) 9:00～20:00 

【場所】百合が丘市民センター多目的ホール 
 

 

★参加無料 自由に出入りできます。 
★希望者にはご指導致します。 
★大人も子どもも楽しめます。きっと、はまります！ 
★作った作品は、写真にとって投票でコンクールも開催！ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
百合が丘市民センターと教育文化部会の共同主催 

昨年の作品コンクールの優勝作品 

 

４ｍ５０㎝の塔 

 


