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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 登校日 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 23（日） 8:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 28（金） 13:30～ 西第２集会所 

さわやかサロン 6,20(木) 10:00～ 東第３集会所 

お茶べりサロン 10（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 11,18,25(火) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町サロン 3（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  2（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 1（土） 9:30～ 市民センター 

みんなのこども映画会  ９月はお休み 

配食サービス(ゆりの花) 19,26（水） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 21（金） 10:00～ 市民センター 

 

 

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) 

 

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 

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 11（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
 14,28（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン  7,21（金） 10:00～11:30 ふれあいサロンゆこゆこ  

育児サークル「キキ・プチ」 5,19（水） 10:30～16:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 21（金） 10:00～14:00 東第 3 集会所 

プチスマイル 10(月),27(木) 10:30～13:30 東第３集会所 

 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 

みんなの子育て孫育て教室 
 

201７ 青蓮寺・百合が丘地域フェスタ（市民センター祭り）開催 
  

 地域フェスタ（市民センター祭り）は地域の絆を深める目的で開催します。 野外、屋内でいろんなイベントを計画しています。 

 【日時】 平成２９年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月の中旬にプログラムの各戸配布を予定しています。  

     また、地域フェスタに出店するフリーマーケットを募集します。 

     １０ブースをご用意しています。 

     フリーマーケットの出展を希望の方は市民センターまでお問い合せください。     

     募集要項をお渡しします。 
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第３２回青蓮寺・百合が丘地域夏祭り 盛大に開催！！ 
 

 ８月４日（土）恒例の夏祭りを開催 
しました。 
 今年の夏は、とにかく暑い日が続き 
ました。各自治会運営スタッフの皆様 
には、前日の準備から後片づけまでご 
協力いただき本当にありがとうござい 
ました。 
 お蔭様で例年にも増して多くの皆様 
に楽しんでいただくことが出来ました。 
 今年は、“夏だ！祭りだ！チャレンジ 
だ！！”をテーマに今までの舞台位置を変更し、ステージ中心のイベントを
企画いたしました。ビッグスクリーンに映し出す仕掛けを取り入れるなど新 

たな取り組みでチャレンジをしました 
が、何より盛り上がったのは、ジュニア 
リーダーサポーターたちの進行ではな 
かったでしょうか。その奮闘ぶりに百合 
が丘の明るい未来を見ることが出来ま 
した。 

 この熱気を来年の祭りに引き継いでい 
きたいと思います。 

 ご参加いただいたすべての皆様に心か 
ら感謝申し上げます。 

ふれあい交流部会長 奥村 和子 

2018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３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 

 

子育て世代、祖父母世代の方、必見！ 妊産婦の心身の健康や子

どもの成長・発達、いのちの大切さ、子どもや子育て家庭に接する

ときの心構えなど、すぐに使える情報満載！！ 
 

【講 師】助産師 林みち子さん 

     抱っこマイスター 森井みきさん 

【日 時】９月８日（土） 午前１０:００～１２:３０ 

【場 所】百合が丘市民センター 多目的ホール 

【内 容】助産師による育児の話、沐浴体験や上手な 

抱っこの方法、妊婦疑似体験など。 

【参加費】無料  【申込み】不要 

※託児はありませんが同伴可能です。 

ケンコーマイレージ対象事業。 

まちじゅう元気プロジェクト 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘 

地域づくり協議会 教育文化部会 

 教育文化部会では、地元の学校である名張青峰高校、 

赤目中学校の共演によります恒例の吹奏楽の調べを開催

いたします。 

たくさんの方々のご来場お待ちしています。 

日時 9 
月 日 日 

30 午後２時

３０分 

開場 

午後３時

００分 

開演 

名張青峰高校 

体育館 

☆スリッパをご持参ください☆  

吹吹奏奏楽楽のの調調べべ 

第第９９回回 

場所 

演奏 

主催 

 お友達、ご家族の方、 

  お揃いでお楽しみください♪ 

名張青峰高校

吹奏楽部 
赤目中学校

吹奏楽部 
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ハロウィンパーティー開催 

参加者を募集します 
 

10 月 2７日（土）1５:00～1７:00 

地域内を「トリック オア トリート！」と叫びながら練り歩きます。 
 

参加対象は小学４・５・６年生です。 

９月２４日（月）9:00 から受付開始 

電話のみ受付 先着２０名 ☎64-6466 

主催 教育文化部会・市民センター 

さあ！2 学期が始まりました。 
 

     
 

地域の宝、子ども達を私たちみんなで守ろう。 

今日から８時・３時の登下校時間に散歩や、家 

の前で、送り、出迎えてあげて下さい。 

 

 
 

 

百合が丘小学校学校運営協議会 



 

 

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月の理事会の議題を報告します。理事会の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２９名の内２５名出席、
４名欠席でした。 
【日時】８月１１日（土） 午後７時３０分～９時 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

報告事項 

（１）「第２回地域づくり代表者会議(7/31 開催)」内容から 

（２）新建築ルールの名張市との打ち合わせ会議の日程の件 

（３）第４８回名張市社会福祉大会の被表彰者の推薦の件 

（４）第３２回地域夏祭りの報告とお礼 

（５）２０１８年地域フェスタ(第２１回市民センターまつり)開催計画の件 

（６）自治会長会(コミュニティ部会)報告 

（７）専門部会報告・委員会報告・市民センター報告・各種団体他報告 

（８）その他 

 

（福祉健康部会） 

８月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

森  恭子  様 (東５) ２９回 

篠原 敬一  様 (西２) ２８回 

歩こう会 
 

 
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 1１回 
●各巡回とも特に異常なし 

防災コラム 
 

 

 

９月の防災週間に合わせて題記のパンフレットを全戸に配布します。 

パンフレットの巻頭説明のあるように、大規模な災 

害などの発生により、食料品の不足が生じることがあ 

ります。専用の災害用備蓄食品でなくても日常生活で 

使用する保存食品を多めに買い置きして、使うたびに 

補給する（ローリングストック）ことで大災害発生時

に対応できるように備えることが大事です。調理に必要な火源、例え

ば、カセットコンロと十分な量のガスボンベの備えを推奨します。 
安全防災防犯委員会 

「ゆりがおか」広報部からのお願い 
 

地域イベント、自治会イベント等の記事投稿をお願いします。 

広報部に連絡いただければ、取材にも伺いさせていただきます。 
 

協力者を募集中です！ 

 
 

緊急時に備えた 
家庭用食料品備蓄ガイド(農林水産省発行)       

百合小こどもクラブ第７回活動報告   
“１泊２日合宿で思い出いっぱい!!” 

 

 8 月 25 日(土)～26 日(日)「百合小こどもクラブ」夏休み恒例行

事の 1 泊 2 日合宿を行いました。今年の参加児童数は 96 名、台

風一過で暑さが厳しい日になりましたが、市民センターの駐車場に

テントを張り、自炊・キャンプファイヤー・天体観測・流しそうめ

んとバラエティーにとんだプログラムを楽しみました。合宿のお楽

しみキャンプファイヤーでは、「百合小こどもクラブ」の卒業生で

結成されているジュニアキャンプカウンセラーの指導で大はしゃ

ぎ！大きな声を出したり、ゲームで思いっきり体を動かしたりして

楽しい時間を過ごしました。家を離れて友達と寝食を共にする 1 泊

2 日合宿は、こども達にとっていい経験になると思っています。た

くさんの思い出を作ってもらえたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、9 月 1 日(土)[水をおも

いっきり使ったゲーム大会]を行います。 

今年の夏最後の水遊び‼ 残暑を楽しみたいと思っています。 

    「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子  

 

 

“第 3回百合が丘レクリエーション大会”開催のご案内 
 

今年も「まちじゅう元気！体も心も元気いっぱい」をモットーに下記

の通り色々なプログラムを用意して開催いたします。高齢の方だけでなく

お子さんまで、地域のみなさんのご参加をお待ちしております。 

【開 催 日 時】 平成 30 年 9 月 30 日(日) 午前 9 時～午後 2 時 

【開 催 場 所】 百合が丘小学校 体育館 

【持 ち 物】 運動ができる靴 飲み物 

【プ ロ グ ラ ム】  

9:00～開会式 9:30～ラジオ体操・笑いヨガ  

9:50～プログラム開始(体力チェック・ころがし卓球・ラダーゲッター・

シャッフルボート・羽根っ子ゲーム・バッコ―・ストラックアウト)など 

12:00～昼食タイム 13:00～フラダンス 13:20～仮装行列 13:50

～閉会式 

詳しくは、シニアクラブ連合会のご案内をご覧ください。 

＊この行事は、名張市健康マイレージポイント付与の対象事業です。 

主催；百合が丘シニアクラブ連合会 

協力；青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

まちじゅう元気プロジェクト 

 南百合が丘夏祭り 
 

８月２５日（土）南百合が丘夏祭りが盛大に開催されました。 

台風２０号の影響に悩まされたものの、当日はものの見事に晴れ！ 

朝早くから役員と班長とで会場設営や仕込み準備に大忙し。 

毎年の恒例行事ではあるものの、今年も多くの来場者があり、準備した焼

きそばやフランクフルトは見事に完売！ 

暑さもあってかき氷は大盛況！と大いに盛り上がりを見せました。 

また会場側に設置した大型スクリーンが、音楽と映像とで会場の雰囲気を

さらに盛り上げることができました。 

 南百合が丘の夏祭り開催を祝して、亀井市長ならびに市議会議員の

方々、地域づくり協議会会長より、住民への御祝いメッセージを頂戴し、

川崎二郎衆議院議員より祝電を頂戴しました。 

そして、、、最大の盛り上がりはやはり大抽選会！南百合が丘方式での抽 

選会は、商品がなくなるまで何度も抽選し 

ました。 

笑顔あふれる楽しい時間をみんなで過 

ごすことができました。 

夏祭り開催にあたり、買い出しや会場準 

備、翌日の後片づけまで精力的に取り組ん 

でくれた役員、班長のみなさんに感謝！ 

ご苦労様でした。 

南百合が丘自治会 会長 斉藤勲哉 

前山公園利用のお知らせ 
 

百合が丘市民センターの芝生広場を、「三重とこわか国体」のホッケ

ー用グランドに改修するための工事を開始するため、ここを利用されて

いる「百合が丘グランドゴルフサークル」の活動を次の通り前山公園に

移して使用します。皆様のご理解ご了承をお願い致します。 
 

【使用期間】平成 30 年 9 月 18 日(火)～平成 31 年 5 月 29 日(水) 

までの火・水曜日 

【使用時間】午前８時 30 分～11 時 

【場  所】前山公園 

【駐 車 場】公園東側の保育所予定地 

サル警報 

凶暴なサルが出没しています！！ 
 

最近、百合が丘地内のあちこちで、若いサル１匹が目撃され

ています。ご注意ください。 

発見されたらご連絡を 

名張市環境対策室☎63-7492 

百合が丘市民センター☎64-6466 


