
 
 
 

                                        

 

 

 

ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年１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 11,18,25（水） 百合小校門前 

クリーンゆり 22（日） 9:00～11:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
13,27（金） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

育児サークル「キキ・プチ」 4,18(水) 10:30～13:30 東第 3 集会所 

Skip 広場 10（火） 10:00～12:00 市民センター 

シネマサロン 27（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 19（木） 10:00～12:00 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 9（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン（東 4） 17（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 16（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  8（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 14（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  28（日） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 7,14,21（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 お休み 市民センター 
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新年の挨拶 
 

皆様、新年あけましておめでとうございます。旧年中は当協議会の活動に

ご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。平成 28 年を振り返ってみま

すと、熊本の大地震、鳥取地震、東北北海道地方の台風被害、年末の糸魚川

市の大火災等全国至るところで自然災害や事故が発生いたしました。被災者

が一日も早く立ち直られ、平常の生活に戻られる事をご祈念致します。一方

わが郷土伊賀名張地方では幸いにも自然災害や大きな事件事故も無く過ごす

事が出来ました。しかし油断は禁物「災難は忘れたころに起こる」のたとえ

通りいつ降りかかるかわかりません。常日頃の対策を各家庭、個人にてして

頂き非常時に備えたいと思います。 

協議会活動に於いては、百合小学校支援活動の文部科学大臣表彰が嬉しいニ

ュースとなりました 7 年前から始まった「ほめほめ隊」の学習支援や校外で

の農業体験等あらゆる分野に地域の皆さんがご協力して頂き、百合小の教育

環境が益々充実していき地域としても非常に喜ばしい事となりました。これ

もひとえに地域の皆様のご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。今年も当協

議会は皆が住みたくなる地域を目指して頑ばっつていく所存です。今後とも

協議会活動をよろしくお願い致しまして年頭の挨拶とさせていただきます。 
 

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 
 

１２月度 
一般社団法人 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
理事会の議題の報告 

 
 

１２月１０日に開催されました理事会の
議題を報告します。なお、理事会の議事録
は別途自治会内で回覧されます。 
  
日時 12 月 10 日（土）19:30～21:00 

場所 百合が丘市民センター多目的ホール 

議題 (1)各専門部会・委員会からの報告 

(2)次年度自治会長選任の状況 

(3)名張市各種委員の選任要請について 

(4)ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ推進講演会の参加要請 

 

自治会長会 会長あいさつ 
明けましておめでとうございます 

昨年は、自治会長会会長として、百合が丘地域の“新しい建築ルール”『用

途地域』『地区計画』の導入について、力を入れて取り組んだ１年でした。 

今年も、この取り組みで、住民お一人お一人の思いを大切にし、その合意

形成に向けて、大いに取り組んでまいりたいと考えています。百合が丘地域

住民の皆様の一層のご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。 

２０１７年 1 月 1 日青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

自治会長会 会 長 木 寺 正 仁 
 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】２０１７年１月２８日(土) １０：００～１１：１５ 

【場 所】百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [トイストーリー]ディズニー・ピクサー映画 ８１分          
 

☆おもちゃの大好きな男の子アンディが子供部屋から居なくなる
と、そこで始まるのはアンディの一番のお気に入りカウボーイのウ
ッディをリーダーとしたおもちゃ達だけの時間です。 
そんなある日、アンディの誕生日のプレゼントとして 
最新式ロボット“バズ・ライトイヤー”が現れる。 
ウッディとリーダーの座を奪い合い、バトルが始まる。 

  

 2 月・3 月には、“トイストーリーⅡ”“トイストーリーⅢ”を上
映予定です。※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 
 

 

 

サロン・アカデミー「ＹＵＲＩ」が誕生 
 

 このサロンは百合が丘シニアクラブの活動の一環として、サロン・アカデ

ミー「ＹＵＲＩ」が誕生しました。活動は美術鑑賞、作品制作を行いますの

でお気軽にお越しください。 
 

【活動日時】毎月 第２、第４土曜日 １３：００～１６：００ 

第１回目は平成２９年１月１４日（土）に開催します。 

【活動場所】東第２集会所 

【活動内容】美術鑑賞、コップのデッサンを行います。デッサン用の画用紙

と鉛筆はサロンで用意しますが、デッサンで使用するコップは

各自でご用意ください。 

【問い合わせ】百合が丘東４－８ 谷口様方（電話６３－８７２２） 

 
 

平成 28年度「地域学校協働活動」推進に係る 

文部科学大臣表彰授賞 
 

百合が丘小学校並びに子ども達を支援するボランティアの皆さんの活動

が、「百合小学校支援地域本部」として文部科学大臣表彰を受けました。 

12 月 8 日に学習支援ほめほめ隊コーディネー 

ターの奥本祥さんと百合小寺嶋哲司校長が、文 

科省での授賞式に出席し表彰状を頂きました。 

これらの活動の初期に関わりご苦労された方の 

おかげで、今日の活動が継続されています。 

今までに関わられた全ての方に、お祝いを申し 

上げるとともに、深く感謝いたします。 

 
 

百合が丘小学校支援活動の 

報告会を開催します！ 
 

県内外を問わず各地から注目を集め、高く評

価を受けている百合が丘小学校並びに児童を支

援するボランティアの皆さんの取組を、この機

会に地域の方にご紹介させて頂きたく活動報告

会を次の通り実施いたします。 

ぜひご参加ください。 
 

【日時】平成29年1月29日(日)  

14 時～15 時 30 分 

【場所】百合が丘市民センター  

多目的ホール 

 

 

 

百合が丘のバス停留所に 
ベンチが設置されました。 

 
 

 百合が丘シニアクラブによりバス停留所にベン

チ１２基を設置していただきました。このベンチ

は奈良県に本社がある「匠建装」様から、百合が

丘シニアクラブに寄贈されたものです。 

百合が丘シニアクラブは今後も手作りの社会奉仕

活動をしていくとのことです。大切にベンチを使

ってください。 

なお、ベンチは名張市 

に「道路占有許可」の申 

請をして許可を得て設置 

されています。 

 

 

＊育児サークルキキプチで一緒に遊びませんか？＊ 
 

  未就園児の親子が集まって、親子でホットケーキ作りや焼きそ

ば作り、クリスマス会などのイベントをしたり、いい天気の日は

外でお散歩や公園で遊んだりと、楽しく過ごしています。 

お昼はお弁当を各自持ち寄り一緒に食べたり、ママ同士で育児の

情報交換などしています。もちろんお昼におうちに帰っても OK

です。 

興味を持っていただけたら 

いつでも気軽にのぞいてみてください🎶 
 

 

【活 動 日】毎月第１．３水曜日 

【活動時間】１０：３０～１３：３０ 

【活動場所】百合が丘東第３集会所 
 

 



 

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 9 回 

●各巡回とも特に異常なし 
 

パトロール隊の活動費等は協議会から

受けていますが、隊員はボランティア

で構成されています。気軽に参加して

いただけたらと思います。 

体験乗車もできます。市民センターに

申し込んでください。 

 

 

 

協力者を募集中です！ 

 

2016クリスマスフェスタに 230人参加 
 

12 月 10 日(土)市民センター多目的ホールで、教育文化部会

主催のクリスマスフェスタが開催されました。今回は「地域はひ

とつ、みんながファミリー！」とテーマを設け、幼児から高齢者

までが楽しくふれあう機会となるようプログラムが組まれまし

た。第 1 部では、こども和太鼓隊’結’、シニアクラブのジョリ・

シャポー、K’s ファミリーとゆかいな仲間たちによりほのぼの

とした音楽演奏や歌を楽しんだ後、野菜セットやお菓子、フルー

ツなどが当たるビンゴゲームに会場は大いに沸きました。 

第 2 部は、おなじみの La・マンドリーナの音楽、そして、こ

ども聖歌隊によるキャンドルサービスでしっとりとご鑑賞いた

だき、最後は会場全体で「ビリーブ」を合唱して 2016 クリス

マスフェスタの幕を閉じました。      教育文化部会 
 

１２月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 
 

森川 三男 様（東３）６４回 

高橋 重子 様（西２）３７回 

篠原 敬一 様（西２）２４回 

古川八重子 様（東３）２１回 

林  睦雄 様（東３）１３回 

林  基子 様（東３）１３回 

 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

 

― 地域便り ― 東５番町自治会 
 

 こんにちは、東 5 番町自治会です。 

私たちは、毎年、地区のレクリエー 

ションとして、日帰りバスツアーを 

自治会主催で実施しています。 

今年度は 12 月 11 日（日）に「蒲 

郡オレンジパーク/みかん狩り」と 

カクキュー八丁味噌の体験ツアーを 

実施致しました。41 名の地区の方 

々の参加のもと、天候にも恵まれ美 

味しく楽しく過ごして頂けたのではないかと思います。核家庭化が進み、日

頃は関わりがあまり持てませんが、1 日一緒にバスツアーで行動を共にする

ことで地区の横の繋がりを広め、楽しみながら顔見知りになって頂く良い機

会と考えています。         東５番町自治会長 松岡 万由子 

 

  

 

 

 

「百合小こどもクラブ」通信 
 

お餅つき“ペッタンコ!!”   

 今年度最後の「百合小こどもクラブ」の活動になりました。 

12 月 3 日(土)今回は、新年を迎える前に行っている恒例行 

事[お餅つき]を行いました。昔ながらのやり方で、薪を使っ 

て釜戸に火をおこし、せいろでもち米を蒸す。 

こども達が大人になって、次の世代に伝えて行けるよう[お餅つき]の基本から

しっかりと学んでもらえたらと思っています。毎年行っている行事なので、高

学年のこども達は手際が良くなり、つく・丸めるの作業を低学年の後輩達に手

助けをしてくれたりする姿も見られました。20kg のお餅と 180 人分の豚汁

をペロっと平らげてお腹一杯の楽しい時間を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

次回「百合小こどもクラブ」の活動は、 

2017 年 1 月 14 日(土)[寒中ミニ運動会]を 

行います。寒さに負けない体力作りをコンセ 

プトに頑張って“汗”したいと思っています。 

宜しければご参加ください。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター 

                畑  行 子 

 

 

― 地域便り ― 東９番町自治会 
 

 東 9 番町は、194 世帯 500 人余が住まわれています。 

地理的には、百合が丘小学校の南と西を取り囲むように位置しています。 

登下校時はとても賑やかで、微笑ましい光景についついほほが緩んでしま

います。 

毎月第 2 日曜日午前 8 時からクリーンデー(４月～12 月)、午前 10 時か

ら班長会を開催し、班長さんや専門部の取り組みを中心に意見交換をしてい

ます。その度に、目からウロコのお考えを耳にすることしばしばです。 

東 9 番町自治会恒例の大きな行事として、毎年 9 月～10 月、教育文化部

中心に自治会全体の親睦と交流を目的に、大人・子供 120 名前後が参加し、

青蓮寺湖周辺の『ぶどう狩り』を取り組んでいます。「ちょっと飽きてきたか

な」の声もあり、今年は目先を変えた取り組みになるかも知れません。 

楽しみです。            東 9 番町自治会長 木寺 正仁 

 
 

 

 

ゆこゆこ便り 
 

百合が丘小学校５年生が、手塩 

にかけて育てて、収穫したお米を 

１２月１日にいただきました。 

早速「ゆこゆこ」の調理実習で 

来場していただいた方に食べてい 

ただきました。いただいたお米は 

大変おいしいかったです。 

百合が丘小学校５年生の皆さんあ 

りがとうございました。 

ふれあいサロン『ゆこゆこ』スタッフ一同 

 
 

 

百合が丘総合スポーツクラブ活動通信 
 

 百合が丘総合スポーツクラブは小学生を対象とした「ドッチボ

ール」と小学生、一般（初心者、シニア）の「テニス教室」を開

催しています。ドッチボールは、20 名～25 名で毎週火曜日の

１７：３０から百合が丘小学校体育館で活動しています。テニス

はジュニアからシニアまで幅広い年代層の方がテニスの基本等

を学んでいます。活動は一般の方は毎週 月曜日１４：００～１

６：００、水曜日 １０：００～１２：００に活動、ジュニアは

毎週 日曜日 １４：００～１６：００に「ゆこゆこ」テニス場

で行っています。運動不足の方や仲間づくりを希望されているシ

ニアの方の参加をお待ちしています。 
 

 １月より「ヨーガ教室」、今後「ペタンク」「バトミントン」「ス

ポンジテニス」など活動の範囲を広げていきます。 
 

百合が丘総合スポーツクラブに対するお問合せは 

百合が丘市民センター 

（電話６４－６４６６）までお願いします。 

 

 
 

 

防災コラム 
「ピンチはチャンス」 

「ピンチはチャンス」と言われます。そこには、いろいろな意味

があるでしょうが、大きな問題に直面した時、人は普段以上の力

を発揮し、協力し合うことができるという意味もあるでしょう。

東日本大震災が発生した時、東京の駅での人々の行動、避難所で

の人の行動などが世界に報道され、賞賛されました。わが地域は

どうでしょうか。「何か起きたときには、協力するんじゃない

の？」では困ります。強い協力体制で地域の力を発揮するには、     

普段からのコミュニケーションが大切です。 

近所の方と挨拶していますか。話をしていま 

すか。人と人との関わりの強さがコミュニテ 

ィの強さにつながり、それが何か起きたとき 

の地域の強さになると思います。 

安全防災・防犯委員会 

 

 広報部からのお願い 

自治会でイベント等の活動がありましたら、広報に掲載します

ので市民センターまでご連絡ください。 


