
 
 
 

                                        

 
 ゆりがおか 

掲示板 ＜201７年９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 登校日 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 24（日） 8:00～10:00 前山公園集合 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
8,22（金） 10:00～14:00 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（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 

ゆりの木サロン 
（東 4 老人クラブ会員のみ）  19（火） 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５高齢者サロン 
（東 5 老人クラブ会員のみ）  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 9 月はお休み 次回 10/7 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) 20,27（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 22（金） 10:00～ 市民センター前 
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第 31回青蓮寺湖駅伝競走大会 
地域から「ブルーリリーズ」と「百合小ティーチャーズ」が出場 

 
 

今年の青蓮寺湖駅伝が、2 月 26 日(日)10 時 30 分スタートで行われる。 
今年も地域を代表する 2 チームが参加。 
恒例となった百合が丘こども和太鼓隊も 
応援参加する。ぜひ一緒に、会場で応援 
しましょう。 
 

【出場予定選手】 
― ブルーリリーズ ― 
①池田(西 3)②上栗(東 9)③小泉(東 1)④金藤(西 4)⑤岡田(東 9) 

― 百合小ティーチャーズ ー 
①小谷伸幸②氏家裕香③寺嶋哲司④日口愛⑤森本歩  
補欠/糸賀(西 3)・松田(西 3) 

 

第３１回青蓮寺・百合が丘地域夏祭り 御礼 
 

 今年は天候が危ぶまれましたが、 
台風の影響も受けず無事に開催す 
ることが出来ました。 
 来場者数は概算ですが約 3,000 
名と昨年より増えております。 
開催に際し、ご協力を賜りました 
皆様に厚く御礼申し上げます。 

今年は「百合小こどもクラブ」 
卒業生の Jr.リーダーの皆さんにも 
テントの組み立て他、様々な場面で応援を頂き、若いパワーのお蔭でスムー
ズな運営をすることが出来ました。また、毎年前山公園の事前草刈にご協力
を頂いている「クリーンゆり前山」の皆様、駐車場をご提供頂きました「ほ
りいクリニック様」、にも感謝申し上げます。 

こども御輿も毎年斬新なアイデアを地域ごとに出して頂き、夏祭りに定着
してきました。今回は、新しく自治会対抗のゲームやクイズ大会を取り入れ
祭を盛り上げることが出来たと考えております。来年度も色々工夫を凝らし
て、住民の皆様により一層楽しんで頂ける夏祭りを今から準備しています。 

最後になりましたが、事前準備・当日、片付け等、多大なるご支援を賜り
ました各自治会員の皆様、まちの保健室、市民センター各位に厚く御礼申し
上げます。                       ふれあい交流部会 部会長 田中幹夫 

 
 

「夏祭り 子ども御輿」 
子ども御輿は１２の子ども会が参加していただきました。 

いずれの御輿も斬新なものが多く、御輿の審査員の方も審 
査に苦労していましたが、参加していただいた子ども会す 
べてに「賞」を行き渡るようにしました。 
 

2017青蓮寺・百合が丘地域フェスタ 
（市民センター祭り）開催 

 

<日時> １１月４日(土) 9 時３０分～１６時 

<場所> 百合が丘市民センター 
 

※地域フェスタの詳細は１０月中旬に 

プログラの各戸配布を予定しています 

 
 

「ユリ ポパイ」利用料金改定のお知らせ 
 

 「ユリ ポパイ」は日常生活上で何らかの援助を必要とする方の支援を行う生活支援サ
ービスです。今回、草引き・草刈り、剪定はポパイの活動を協力していただいているボラ

ンティア方々の負担が多い等の理由で１０月より利用料金の改定をさせていただきます。 
 

区分 作業内容 利用料金 

改定前 全項目 
５００円／人・時間 

但し、３０分未満の時は３００円／人 

改定後 

草引き 
草刈り 

剪定 

８５０円／人・時間 

上記以外 
５００円／人・時間 

但し、３０分未満の時は３００円／人 
 
なお、このサービスを利用するには次に示す条件の方が利用できます。 

＜ご利用条件＞ 
（１）この地域に在住する６５歳以上の方 
（２）この地域にご家族が在住、又はご家族が同居される方は利用できません。 
 また、ご利用する上で「まちの保健室」と連携して利用できる方なのか、及び依頼内容
が対応できるかを事前に訪問した後に実施させていただきます。    生活環境部会 

 

ゆりバスの走行ルート変更のお知らせ 
 

９月中旬にマックスバリュー名張西店開業（予定）に伴い、１０月より「ゆ

りバス」の走行ルートを変更予定です。詳細な走行ルート及び発着時刻等の
詳細は市民センターまでお問い合わせください。 

 

＜変更前＞ 

百合が丘 → 市立病院 → 万代・ビバホーム → イオン 
＜変更後＞ 
百合が丘 → 市立病院 → マックスバリュー名張西店 → 万代・ビバホーム 

 

 

 

平成２９年度名張市市議会の 

議会報告会開催 
平成 29 年度名張市議会の報告会が下記の要領で実施

されます。 

住民の皆様方万障繰り合わせの上是非ご参加下さい

ます様お願い致します。普段一般住民は議会傍聴の機

会が有りませんので、これを機会に大いに関心を持っ

て貰う様願っています。 
 

<日  時> １１月１２日(日) １４時～ 

<場  所> 教育センター 
<出席議員> 現在調整中 

 

『新建築ルール』導入に向けてのいずれかの説明会に必ずご参加ください！ 
 

あらためて、お知らせします。先日の全戸配布でお知らせしましたように、下記の要領
で『新建築ルール』導入に向けての説明会 を開催します。 
 

開催日 開会時間 場   所 

９月 23 日（祭日・土） 午後７時 

市民センター（多目的ホール） ９月２８日（木） 午後２時 

１０月１５日（日） 午前１０時 

１０月１５日（日） 午後２時 
百合が丘小学校・さくらホール 

１０月２１日（土） 午後２時 

１０月２６日（木） 午後７時 市民センター（多目的ホール） 
 

住民お一人お一人にとって、とても大切な取り組みです。いずれかの『説明会』に 

必ずご参加ください。お待ちしております。 

青蓮寺・百合が丘自治会長会 

 



は 
 

 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 

＜8 月度実績＞ 
通常パトロール 昼 12 回 

●各巡回とも特に異常なし 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

８月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 

齋藤 公太郎 様 (西３）  １９回 
齋藤 美代子 様 （西３） ３５回 
廣木 美和子 様 （東４） ２５回 
吉田 満津江 様 (西３) ２９回 
森川  三男 様 (東３) ６９回 
高橋  重子 様 (西２) ３９回 
林   基子 様 (東３) １５回 
林   睦雄 様 (東３) １５回 
 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

  
「百合小こどもクラブ」通信  

“陸上自衛隊・久居駐屯地見学”行って参りました!! 
 

 8 月 22 日(水)夏休みの恒例行事としている「社会見学」を行いました。

今回の見学は“陸上自衛隊・久居駐屯地”です。 

自衛隊とは何か？から始まり、人命救助のシステム・装備品見学・広報官見

学・訓練風景の見学・簡単な救助作業など盛りだくさんの内容のプログラム

を用意して頂きました。駐屯地内に展示された戦車に乗って記念撮影をした

り、ジープやヘリコプターの大きさに感動したり、自衛隊員の訓練の機敏さ

に驚いたりと、こども達には良い社会勉強になったと思います。帰る頃には

自衛隊に入りたいと思う子もいたりして･･･(笑) 

テレビでしか知らなかった世界を実際に知ることが出来、とても実のある見

学なったと思います。最後は教えて頂いた[敬礼]でお別れをしました。 

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

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  -８月度理事会の議題の報告- 
 

８月１２日の理事会の議題を報告します。なお、理事会の議題、議事録は別

途自治会内で回覧されます。 

なお、理事会の参加状況は理事総数 27 名の内 2３名出席、４名欠席でした。 

（１）決議事項 
(a)シニアクラブ連合会レクリエーション大会共催と助成金の是非   
(b)「ユリポパイ」利用料金改定案 

（２）報告・案内 
(a)「新建築ルール」導入に向けて説明案内 
(b)ビジョン特別委員会のメンバーの募集 
(c)８・３運動の啓発・推進のチラシ配布の案内 
(d)専門部会・委員会への報告・連絡事項 
(e)その他事項 

      ・地域づくり代表者会議報告 
      ・8/31「ゆこゆこ」主催 警察出前トークの案内 
      ・平成 29 年度「地域フェスタ」について 

 
 
 

 

洗濯物の盗難に 

ご注意ください 
 

 最近、この地域で洗濯物

の盗難が発生しています

ので、注意してください。 

洗濯物の盗難に限らず、不

審者を見かけたら警察に

通報をしてください。 

 
 

 

子どもの健ありやかな成長を願って「地蔵盆祭り」開催 
主催 百合が丘シニアクラブ所属「銀杏会・楽々会」 
協賛「東 6・7 番町子ども会」「東８番町子ども会」 

 

8 月 26 日（土）両会の企画で「地蔵盆祭り」がイチョウ公園（東第

３集会所）に於いて午後 5 時より開催されました。夕方には音楽に誘

われて人々が集まり始め、夜店（焼きそば等）、ゲーム（ビンゴ・ルー

レット等）、盆踊りでは小さい舞台を囲んで大いに盛り上がりました。

延べ２００名程の参加があり、食べ物は完売。ゲームを楽しんだ子ども

たちの手にはいっぱいのお菓子。 

この祭りが夏休みの思い出の一コ 

マになってくれれば幸いと、約３ 

時間で終了しました。有志の皆さ 

んが精一杯やりきってくれたおか 

げで、結果は大成功だったと思い 

ます。最後に、ご協力下さった方、 

参加して下さった方々に深く感謝 

申し上げます。  丸岡・柚木 

南百合が丘夏祭り 
 

8 月 26 日（土）南百合が丘団地の「夏祭り」が行われた。朝から、

大雨‼しかし、天気予報通りに 9:00 頃からさわやかな風。土曜日出勤

の役員・班長も多い中、手際よく作業分担をしてくれるのは、役員の皆

さん。検便、消防署、警察、ガス、食品、商品、客席配置、会場設営、

音響、作業はたくさんあるが、担当分担はハッキリしている。午後４時

開始、午後１０時まで。焼きそば、フランクフルト、ビール、酎ハイな

どは１００円‼焼きそば３００人分完売。亀井市長、細矢議長、幸松議

員、田中地域部長他、地域外の企業経営者等、元気元気の大祭り‼ 

ビンゴゲームはこども満杯で大盛 

り上がり。大抽選会は参加者全員 

に賞品が当たる。全員当たったら 

抽選券の入れ直し。最後まで全員 

が参加する南百合が丘自治会の祭 

りは最高です。他の地域の皆さん 

も来年はお越しくださいね。 

南百合が丘自治会長 西谷 

シニアクラブレクリエーション大会 
 

<日 時> ９月３０日(土) 9 時～１5 時 

<場 所> 百合が丘小学校 体育館 

<参加者> 地域の皆様どなたでも参加下さい。 

<持ち物> 飲物、体育館シューズ 
<フードブース> おにぎり、ﾊﾟﾝ、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、お茶、 

ジュース、綿菓子、ポップコーン等 
 

※名張ケンコーマイレージのポイント制度の対象です。 

※〝あれこわい認定〟の認定がされる予定です。 

<問合せ>63-9607(百合が丘シニアクラブ連合会  丸岡) 

      

 

 
百合小通学路合同点検を実施 

 

学校、保護者、地域と 

名張市、警察などの関係 

機関が参加して、２年に 

１度合同点検を実施して 

います。この度 8 月 29 

日に実施され、前回指摘 

された個所の対策報告の 

後、新たな危険と思われ 

る個所を抽出し現場を確認、対策を検討しました。 
 

 

「みんなのこども映画会」開催のお知らせ 
 

 

 

 

【日 時】 ９月２３日(土) １０：００～１１：２５ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】  [チキン・リトル] ディズニー・ピクサー映画   

上映時間８１分  

※小さくたって、チャンスを夢見て決してくじけない…、そんな健

気な姿に誰もが感動する事でしょう。ご家族・ご近所お誘い合わ

せの上、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 

 

 
 

 

  

 

9/30 シニアクラブ レクリエーション大会の会場で 

「ロコモ健診」を実施します！ 
 

運動不足や加齢によって、運動器の機能が衰え、日常生活の自立

度が低下し、要介護や寝たきりになる可能性が高い状態をロコモと

言います。予防のため、継続的にロコモチェックと体力測定を組み

合わせた「ロコモ健診」を受けてみませんか！ 
 

<日 時> 平成２９年９月３０日(土) １０時 10 分～11 時 50 分 

<場 所> 百合が丘小学校体育館(シニアクラブ レク大会会場内) 

<持ち物> 靴下、お茶、運動靴 
 

＊後日結果説明会を行います。 

＊名張ケンコーマイレージのポイント制度の対象です。 
 

主催/市民センター・福祉健康部会・名張市 

協力/まちの保健室・民生児童委員・ゆこゆこ   

百合が丘ジュニアキャンプカウンセラー 

     百合が丘シニアクラブ連合会 
 


