
 
 

                         

       
 
 

      

ゆりがおか 

掲示板 ＜2019 年３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） 8:30～ 前山公園集合 

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～ 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 12,19,26(火) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町サロン 4,18（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） 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 6,13,20,27（水）  市民センター 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ歩こう会  15（金） 10:00～12:00 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) 
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団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 12（火） 10:00～12:00 市民センター 

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 

親子サロン 8,29（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」 6,20（水） 10:30～16:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 15（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 11(月),28(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 

紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 

ケンコー！マイレージ対象 

地域を代表する 2チーム、タスキをつなぎ楽しく完走 
 

2 月 24 日(日)第 33 回青蓮寺湖駅伝競走大会が、90 チームの参加で開

催されました。 
地域を代表する「ブルーリリーズ」の 2 チームは、30 チームが出場し

た混成の部に出場。応援に駆け付けた約 50 人の地域応援団の声援を受け

タスキをつなぎ、16 位と 28 位でゴールしました。 
今回も百合が丘こども和太鼓隊が、迫力ある太鼓の演奏で全ての走者を

応援、会場を一層盛り上げました。 

ブルーリリーズ ピンク【上島/岡田/海老原/金藤/日置】 
ブルーリリーズ青【広瀬/水本/上栗/小泉/大原】出場して頂いた皆さん、

感動をありがとう！ 

各部会活動状況報告 
 

― 生活環境部 ―          部会長 高木 久一 
 

生活環境部会の活動の中心は、百合が丘の玄関口である「ゆり坂一斉清

掃」です。今年度も、上期約５００名、下期約４６０名の皆さんにご参加

いただき実施致しました。皆様のご協力があるからこそ、この綺麗な町並

みを維持していけていると思っております。ご参加を頂きました皆様、ゴ

ミ回収等でご支援いただいたボランティアの皆様、本当にありがとうござ

いました。 

しっかりと根付いたこの活動を、これからも当地域の誇れる活動として

進めていきたいと思います。また、クリーンゆりとの協業活動として、毎

月一回ゆり坂の清掃活動も実施してまいりました。永年に亘って先輩の皆

さんが築いてこられた良い習慣を、今後も踏襲し、更なる発展へとつなげ

ていきたいと思いますので、今後ともご協力のほど、よろしくお願い致し

ます。 
 

― 教育文化部 ―           部会長 橋本 健 
 

今年度も活動の中心は、教育的活動(社会教育)の「百合小こどもクラブ」

「百合小学校支援（ほめほめ隊として学習支援と野菜・米作り）」と、文化

的活動である「名張青峰高校と赤目中学校の吹奏楽合同演奏会」「クリスマ

スフェスタ」を計画しました。しかしながら、9 月 30 日に予定していた

「吹奏楽合同演奏会」は台風のため中止となりました。ただし、「クリスマ

スフェスタ」にその代わりとして名張青峰高校吹奏楽部に出演してもらう

と共に、百合が丘総合スポーツクラブのヒップホップチーム 70 名が出演

するなど多くの方が集い、このイベントは大いに盛り上がりました。学校・

地域・家庭の絆が一層深まったと確信しています。 

百合小こどもクラブでは、恒例のオリエンテーリング、夏合宿(市民セン

ター内)、節分に合わせた「長～い巻きずし」作りを中心に活動し、「長～

い巻きずし」作りでは約 2６0 人の方が集まり、昨年の 62.70 ㍍を超えた

71.70 ㍍の新記録を達成し、名張市長より名張版ギネス「あれっこわい認

定書」第１号-③の表彰を受けました。来年は 75 ㍍に挑戦します。なお、

来年度は今までの活動が中心となりますが、新しいものに挑戦したいと考

えていますので皆様方からのご意見をいただきたいと思います。 

子どもからお年寄りまでみんなが住んで良かった、今後も住み続けたい

青蓮寺・百合が丘にして行きたいと思います。 
 

― ふれあい交流部 ―         部会長 奥村 和子 
 

８月４日(土)に好天のもと、第３２回青蓮寺・百合が丘地域夏祭りを開催

しました。今年は、例年になく暑い日が続き、準備や本番、後片づけにご協

力いただいた皆様にご苦労をおかけいたしました。おかげ様で、事故もなく

無事終了できたことを感謝申し上げます。 

また今年は、夏祭りの企画段階からジュニアサポーターが積極的に参画

し、舞台の司会を担当するなど若いアイデアで祭りを盛り上げていただきま

した。 

テーマを“夏だ！祭りだ！チャレンジだ！”とし、舞台の配置やスクリー

ンの設置など工夫をこらしました。 

子どもからお年寄りまで楽しい夏に思い出となったと思います。次年度も

楽しい企画で盛り上げたいと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げ

ます。 

「みんなのこども映画会」開催のお知ら 
 

【日 時】 ２０１９年３月２３日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】  [天才バカボン]  上映時間 120 分    
 

1990 年にテレビ放映された 8 作品を上映します。 

①正直者は裸を見るのだ。②死んだふりして死にそうなのだ。 

③レレレのソージ鬼なのだ。④借金は忘れたころに思い出す。 

⑤約束はおなかがすくのだ。⑥星空にギョーザにウメボシものほし

なのだ。⑦一万円の家なのだ。⑧借金トリはなんとなくなのだ。 

15 分程の短編なので途中からでも楽しんでいただけますよ。 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご参加下さい。 

お待ちしております。 

 ※都により、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」のボランティアを募集しています！！ 
 

当協議会では、毎週水曜日に高齢者向けに配食サービス「ゆりの

花」を行っています。 

配食サービスは調理と配達を行うボランティアがあり、今回調理 

及び配達をしていただけるボラン 

ティアを募集いたします。仕事の 

内容等の詳しいお話をさせていた 

だきますので、百合が丘市民セン 

ターまでお願いします。 

なお、このボランティアは、名 

張市のボランティア保険の対象に 

なっています。 
 

・調理ボランティアは月１回の調理を担当(8：30～13：00 頃) 

・配達ボランティアは月２回程度お弁当の配達(11：00～12：00 頃) 

ボランティアの申込先、及びお問合せは百合が丘市民センター 

（☎６４－６４６６）までお願いします。 

福祉健康部 ゆりの花 



 

 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜２月度実績＞ 

通常パトロール 昼１０回 
●各巡回とも特に異常なし 

紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 

 

２月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 

齋藤美代子 様 （西 3） 40回 

森川 三男 様 (東 3) 80回 

安川 和子 様 (西 2) １２ 回 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 –２月度理事会の議題の報告- 
 

２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】２月９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】 

《審議事項》 

 （１）ビジョン委員会から地域ビジョンの経緯と位置づけについて 

  《報告事項》 

（１）ビジョン委員会から地域ビジョンの経緯と位置づけについて 

（２）1 月 31 日（木）地域づくり代表者会議 新春懇談会の開催の件 

（３）2 月 1 日（金）地域共生社会を目指した地域活動における当協議会へ 

の視察の件 

（４）2 月 23 日（土）地域づくり代表者会議実践交流会への参加の件 

（５）議会報告会開催の日程の件 

   ＊4 月 23 日（火）午後 7 時開催の件（市民センター 多目的ホール） 

百合小こどもクラブ第12回活動報告   
“「あれっこわい認定」更新したよ~✌” 

 

 2 月 2 日(土) 節分の前日ではありますが、恒例行事[長～い巻き寿司]

の記録更新にチャレンジしました。 

 今回は昨年の 62.7m を超す 70m に挑戦です。前日に用意した巻き

寿司の分量は 400 本分！ 

 これを一本につなげて[長～い巻き寿司]を全 

員で息を合わせて作ります。当日の参加者はこ 

ども達 125 名とサポーターさん 34 名、他に 

参加ご協力頂いた皆さん 95 名、約 260 名。 

大イベントになりました。 

 単純に 70M って思うけど、小学校の廊下に 

並べられた 40 台のテーブルに号令の伝達も大 

変です。マイクだけでは声が届かないので無線 

機まで出動するありさま。 

 全員の成功を願う気持ちが一つになって勝利 

を勝ち取る事が出来る･･そんな気迫が指揮者に 

も伝わってきました。 

 力が一つになるって凄い、なんとお見事、 

71.7m の記録更新を果たしました~(^^♪ 

 「あれっこわい認定証」第 1 号-③を亀井市長から頂き万歳三唱です。 

来年はちょっと控えめですが、75m を目標に頑張りたいと思います。 
 

  次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、3 月 2 日(土)修了式・皆

勤賞の授与(40 名)・体力測定・活動記録の DVD 鑑賞を行います。 

       「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

自分達の町は自分達の手で！！ 
      ～「クリーンゆり」の紹介と活動報告～ 
 

皆さん！毎月第四日曜日に活動している「クリーンゆり」をご存知で

しょうか？ 

「赤い帽子」をかぶって「ゆり坂」を清掃しているチームです。 

「自分達の町は自分達の手で綺麗に・・・。」との思いで集まってい

る方々で構成されたチームです。 

 この活動は、諸先輩方から引き継がれ、永年にわたり続いている活動

です。去る２月２４日（日）にも約２５名の参加者により清掃活動を実

施しました。これからも「自分達の町は自分達の手で綺麗に」との想い

が若い世代に伝わるよう活動していきたいと思います。 

どなたでも参加は自由です。皆で「綺麗な町、百合が丘」を維持して

いきましょう。 

「私も参加してみよう」と思われる方がありましたら、市民センター

までご一報を！！お待ちしております。 

                   生活環境部会長 高木 久一 

投票所が、《百合が丘市民センター》に変わります！ 
 

4 月 7 日(日)の三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙から

投票所が、百合が丘小学校から《百合が丘市民センター》に

変わります。ご注意ください。 

 

国と全国市長会からの地域視察に対応！ 
 

2 月 1 日に前法務大臣の上川洋子衆議院議員、厚生労働省大島一博

老健局長、津地方検察庁松本裕検事正など 5 人の地域視察があり、名

張市長や幹部職員と共に、地域から会長以下 4 名で対応しました。 

今回の視察は、名張市における「地域づくり」とそれに応える地域

の先進事業として、9 年続く「百合が丘小学校への支援事業」と「百

合小こどもクラブ」、そしてそこで育った中高生が、地域に感謝し地域

の活動に対し、積極的に参加し活躍している事例を紹介しました。 

「感動してウルウルした」と上川衆議院議員から称賛と激励を頂き

ました。この視察で驚いたことは、上川前法務大臣は、在職中にオウ

ム真理教の起こした一連の事件の首謀・実行犯の死刑執行のサインを

したことで、ＳＰによる身辺護衛付きでの視察。2 日前から警察によ

る下見、当日には、警視庁、三重県警、伊賀署、名張署からのＳＰ10

名が守りながらの視察でした。また、21 日に、全国市長会事務局の

視察も対応しました。 

防災コラム   車中泊避難について 
水、食糧、資器材の不十分な避難所を補完する方法として車中泊避

難という考え方があります。 

避難所の収容人員にも限りがあり、災害時に混乱している悪条件の

中では、避難所に行くよりも車中泊避難の方が精神的に落ち着いて過

ごすことができるとも言われています。 

災害時の車移動は原則控えることが基本ですが、しかしそうも言っ

ていられない場合もあります。このような場合、車で避難すると言う

よりは「車に避難（車中泊）」するという考え方もあります。 

但し、長時間の車中泊避難にはエコノミークラス症候群に陥り体調

を崩すという心配があることに気をつけることが必要です。 

車の所有者の方は即座に避難できるように、また、ドライブ中に遭

遇するかもしれない災害で車中に長時間とどまることを想定して普段

から車にも水、食糧、トイレ関連用品など必要な品を載せておくと安

心できます。                安全防災防犯委員会 

百合が丘小学校の卒業式と入学式の花道を飾ります 
 

昨年の１０月末に百合小４年生が「ひだまり」でディモルフォセカ

の花の種を蒔き、地域のボランティアの方々が大切に育ていただいて

います。そのお陰でハウス内ではつぼみがたくさんつけて元気に育っ

ています。 

このお花は３月７日に４年生全員で４０個のプランターに植込みを

して、卒業式と入学式には体育館に通じるわたり廊下に並べられて、

オレンジ色のきれいな花道を作ります。 


