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ゆりがおか 

掲示板 ＜201６年７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  
（水) 

7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 24（日） 8:30～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
8,22,,29 
（金） 

10:00～12:00 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（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 22（金） 13:30～ 西第 2 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 

ユリの木サロン（東 4） 19（火） 14:00～16:00 東第 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 2（土） 9:30～11:30 市民センター 

みんなのこども映画会  23（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 6,13,（水）※８月はお休み 
 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 7 月・8 月はお休み 

 

百合小校区 

防犯パトロール隊 
（安全防災・防犯委員会） 

 

 

〈６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！ 

 

６月の目標達成者 
（毎月 ２５日締切） 

    

齋藤美代子 様（西３）３１回 

岡村 健児 様（東７）１３回 

林  睦雄 様（東３）１１回 

林  基子 様（東３）１１回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 

 

 

『用途地域』と『地区計画』導入の 

これからの取り組みについて 
 

百合が丘地域の住民お１人お１人にとって無関心では済まない問題です 
 

百合が丘地域の“新しい建築ルール”『用途地域』と『地区計画』導入につ

いて、２年の長きにわたって検討委員会の皆さまにご苦労をお掛けしてまい

りました。その成果の上に、具体的提案として本年３月、住民アンケート調

査を取り組むことができました。その折、百合が丘住民の皆様方には、多大

なご協力を賜わり誠にありがとうございました。 
 

３月のアンケート調査の結果を踏まえ、百合が丘地域における“新しい建築

ルール”『用途地域』と『地区計画』の導入決定へ、地域づくり協議会とし

ていよいよ具体的な取り組みをさせていただくことになってまいりました。 
 

百合が丘地域におけるこれからの街づくり、そして住民お１人お１人 

がお持ちであろう住環境への思いやさまざまな価値観など、これらがど 

のように取り入れられ、どのような変容がもたらされるのかなど、この 

ことが問われることになります。 
 

以上のことを踏まえていただいた上で、これからの地域づくり協議会 

の取り組みに関心をお寄せいただき、それぞれお１人お１人のご判断を 

お示しいただきますよう重ねてよろしくお願い申し上げます。 
   

この取り組みを成功裏に進めるためには、各自治会長を先頭に、自治会役員

各位のご協力なしに到底進むものではありません。自治会長、自治会役員各

位のより一層のご協力をお願い申し上げますとともに、百合が丘住民全ての

結束・団結で、お互いが納得できる 

取り組みにして行こうではありませ 

んか。 
  

平成２８年７月吉日 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  

会長 山田 睦郎 
  

楽しい夏祭り 
  今年は第３０回の記念大会です！！ 

 

第３０回《青蓮寺・百合が丘夏祭り》のご案内 
 
 

【開催日時】平成２８年８月６日（土）午後５時スタート 

雨天の場合８月７日（日）に順延（悪天候の場合は中止）  

【開催場所】百合が丘 前山公園 
 
【主 催 者】一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
 

今年の夏祭りは諸先輩方のご尽力のおかげで回を重ねて３０回目
の節目を迎えます。 
プログラムも例年には無い、来場者の皆様に遊びながらお楽しみ

頂けるような「スペシャルタイム」を企画しております。 
みんなで作り、みんなでかつぐ子ども御輿の練り歩き、和太鼓演

奏、各種ダンスや演舞、ローカルヒーローショー、みんなでおどる
郡上おどり、毎年楽しみな抽選会等、幅広い年齢層の方々に楽しん
で頂けるプログラムと景品をご用意しております。 
また、例年通り各自治会や団体による夜店の出店も実施します。 
青蓮寺・百合が丘地域の住民の皆様が協力して作り上げる「夏祭

り」！ 
旧友との再会、小・中・高のプチ同窓会、ご家族団らんの時間、

仲間との集いの場、として自由にお楽しみいただけるよう、スタッ
フ一同皆様のご来場をお待ちしております。 

 
 
 
 
 
 

夏祭り“郡上踊り”の練習をします 

ご参加をお待ちしています 
 
 

【日時】7 月２３日（土）１９:３０～ ２１:３０ 

    ７月３０日（土）１９:３０～ ２１:３０ 

【場所】百合が丘市民センター 
 

 
 

※また、ふれあいサロン「ゆこゆこ」でも 

〝郡上踊り〟の練習をしています。 

【日時】７月１４日（木）１３:３０～１５:３０ 

    ７月２９日（金）１０:００～１２:００ 

【場所】ふれあいサロン「ゆこゆこ」 
 

【お問い合わせ先】 

百合が丘市民センター ☎６４‐６４６６ 

 ふれあいサロン「ゆこゆこ」 ☎６２‐７３６６ 

 

 
国政選挙は 

2016.6.19の後に 

公示される選挙から 

選挙年齢が１８歳以上に 
将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れる
ために引き下げられます。１８歳以上２０歳未満の約２４０万人
が新たに投票できるようになります。みなさん投票しましょう。 

私たちの声を、 

私たちの将来に。 



 

  

 今年度百合が丘小学校の PTA 会長をさせていただきます青

蓮寺地区の栢本です。 

百合が丘連絡協議会の皆様には、日頃から子ども達に対し防犯

や安全、学習等いろんなところでご協力頂き感謝しております。 

昨年度より始めた〝あいさつ運動〟を今年も続けていきますの

で、地域の子ども達にお声がけください。 

百合が丘小学校ＰＴＡ会長 栢本 健司 

６月号で掲載できなかった理事の紹介です 
 

「百合小こどもクラブ」通信 
頑張ったよ！！オリエンテーリング 

６月４日(土) 今回の「百合小こどもクラブ」の活動は、百合が丘全地域をグラ

ウンドにしてのオリエンテーリング大会です。 

なんと、児童 121 名、サポーター・地域ボランティア・保護者の方々５８名の

合わせて 179 名が参加の大イベントになりました。 

地図に示された 10 箇所のポストを８５分で回り、ポスト地点で待機しているサ

ポーターさんとゲームをしてポイントを稼ぐと言ったゲーム感覚のスポーツで

す。こども達は 20 グルー 

プに分かれ付き添いのサポ 

ーターさんと一緒にスター 

ト！ 

百合が丘中にこども達の元 

気な声が響いていました。 

移動距離としては 8km に 

なり「暑かったけど、しん 

どかったけど楽しかった！」 

とみんなが達成の喜びを伝 

えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、7 月 2 日(土)に[七夕の短冊飾り]と[お

もいっきり水を使ったゲーム大会]を行います。 

お天気になる事を七夕様にお願いしたいです。 

 「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７月２３日（土） 

１０：００～１１：３７ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】  [奇跡の旅]ディズニー・ピクサー映画   

上映時間９７分             
 

☆飼い主一家の事情で、しばらくの間友人の家に預けられること

になった２匹の犬と１匹の猫の物語。もとの飼い主の姿が見え

なくなったことに不安を感じた３匹は、懐かしい家族の住む我

が家を目指して危険な荒野を旅立って行く。その頃、３匹の失

踪を知った飼い主一家は・・・ 
 

※1963 年に「三匹荒野を行く」と言うタイトルで映画にな

ったカナダのベストセラー小説をディズニーが現代風にアレ

ンジした勇気と感動のアドベンチャー大作です。心に残る作品

だと思いますので、是非ご覧下さい。 

 ご家族・ご近所お誘い合わせのうえ、たくさんのご参加をお

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 
 

「ゆこゆこ」通信 
 

ゆこゆこでは、毎月２回、 

第２第４火曜日に有志が集ま 

り、昼食作りを楽しんでいま 

す。作った料理は、みんなで 

いただいています。 

今では参加者の大きな楽しみ 

になっております。 

「ゆこゆこ」の昼食ってどん 

なん？と興味のある方は「ゆこゆこ」までお問合せください。 
 

【日 程】７月１２日（火）・２６日（火） 

【時 間】１０:００～１２:００ 

【参加費】１人４００円 

【対 象】年齢・男女は問いません 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」☎６２-7366 

 

 

 

防災コラム 
 

「現場での対応力」を鍛えるにはどうすればよいでしょうか。 

私の知っている範囲で言うと、HUG（HUG は、H（hinanzyo 避難所）、U（unei

運営）、G（game ゲーム）の頭文字を取ったもので、英語で「抱きしめる」と

いう意味です。）などのゲームが有効なのではないかと思います。ゲームとは言

いながらも、カードをランダムに引くことで、いろいろな事態が起こってきます。   

それを、与えられた環境制約の中でどうこなしていくのか。 

これは避難所という狭い範囲の問題だけに留まらず、不測 

の事態が起きうる状況下での「応用問題」であると思い 

ます。 

その中で、いかに多くの人の要望に応えるのか、また、 

いかに割り切るべきなのか、何度も何度も決断に迫ら 

れ、実際での似たような状況に対応できるのではないか 

と思われます。 

安全防災防犯員会 委員長 岡本 譲 

 

 

百合が丘地域内の空き地 
草刈り開始のお知らせ 

 

 ７月より百合が丘地域内の空き地の草刈りを開始します。 

この草刈りは、土地の所有者から依頼を受けて一般社団法人青蓮

寺・百合が丘地域づくり協議会が毎年 実施しています。 

空き地の前に車を駐車されますと作業に支障をきたしますので駐 

車しないようお願いします。 

なお、空き地にゴミ、草、木等を捨てることは 

不法投棄となりますのでご注意ください。 

不明な点がありましたら市民センターまで問い 

合わせください。（電話 ６４－６４６６） 

 

 

「ユリの坂」一斉清掃ご協力お礼 
 

 梅雨空の中、心配していました天気も 

なんとか持ってくれ上期の一斉清掃が無 

事終える事ができました。各自治会の皆 

様有難うございました。厚くお礼申しあ 

げます。 

約４８０名の方が作業にご協力ください 

まして非常にきれいに仕上がりました。 

又、植え込みはクリーンゆりの方々で事 

前に剪定していただき非常にきれいなり 

ました。 

「ユリの坂」一斉清掃も今年で１４年目 

を迎えました。諸先輩方々のご指導、住 

民の皆様のご協力の賜物と感謝いたして 

おります。 

今後ともこの事業は継続していき素晴ら 

しい住環境を作っていきたいと思います 

ので、ご協力をお願いたします。 
 

生活環境部会長 西村 四郎 
 

ゆりバス 
ふれあいサロン「ゆこゆこ」を経由する便を 

７月より試行運転を開始します 
 

 平素は「ゆりバス」の運行にご協力いただきありがとうござい
ます。今回はふれあい「ゆこゆこ」のご利用していただきやすく
するために、ゆりバスの運行経路を変更して、朝の市民センター

出発便（西便）にふれあいサロン「ゆこゆこ」経由する便の試行
運行を７月より開始します。 
 

市民センター 出発   午前９時００分 
→ オークワ 到着  午前９時２７分 

 → ふれあいサロン「ゆこゆこ」   午前９時４０分 


