
 
 

                         

       
 
 

 

     

ゆりがおか 

掲示板 ＜2019 年４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 28（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 22（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 4,18（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 8（月） 10:30～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 16(火),5,19(金) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン 4,18（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  14（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ ４月はお休み 

みんなの楽しい映画会  27（土） 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 3,10,17,24（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  26（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) 

 

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 9（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
26(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 5,19（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」 3,17（水） 10:30～16:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 19（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 22(月) 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 

 

各部会活動状況報告 
 

― 安全防災防犯委員 ―       委員長  松田 博美 
 

安全防災防犯委員長にＨ３０年４月に就任して、一年間活動してきまし

た。地域の皆さまに協力いただき、毎月開催した安全防災防犯委員会、及

び防災無線テストも予定通り実施することができました。また、１１月に

実施しました名張市総合防災訓練で地域で独自の防災訓練を実施に加え

て、消防団（箕曲軍団）に協力いただき、実際に水を使用しての放水訓練

等を実施しました。また、地域の見守り活動として「８・３運動」の推進

をしてきたなど、一定の成果は上がっているかと思います。 

しかし、防災に関しては地震がいつ発生するかわからない状況です。そ

の為には日頃の準備が必要です。防災の基本は「自助」「共助」できるよう

にするために防災意識を高める取り組みを継続して行く必要があると思い

ます。また、防犯に関しては不審者が出ており、「８・３運動」のさらなる

浸透をはかり、見守り活動を継続する必要があります。 

 いずれにしても、この活動は地域の皆さまの協力なくしてはできない活

動です。今後とも地域の安全・安心を守るためにご協力をお願いします。 
 

― ビジョン特別委員会 ―       委員長  時枝 民生 
 

１年間の休止を経て、昨年度より新たに１０名の委員で委員会を再開し
ました。主な活動は毎月開催した委員会で、現ビジョンの確認・検証・学
習会並びに意見交換を行って来ました。 

 中でも喫緊の課題としてビジョン推進に関する体制づくりに注力し、会
則等見直し検討特別委員会へ４名が委員として参加し、積極的な提案を行
って来ました。地域ビジョンの経緯と位置づけを再確認し、その推進の核

となるために当委員会を常設とする案を提出して、３月には理事会承認を
得たところです。 
 昨年度の成果をもとに、本年度は常設委員会としての主要な任務を明確

にして、ビジョン(実現したい構想、ありたい未来像)見直し案の作成、高
齢者の暮らし・子育てに関する新たな計画づくりに取り組んで行きます。
皆さんの一層のご協力をお願い申し上げます。 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知ら 
 

【日 時】 ２０１９年４月２７日(土) １０:００～１１:３０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [モンスターズ・ユニバーシティ]  上映時間 1０４分    

「モンスターズ・インク」のマイクとサリーの出会いと友情の始

まりを描いたディズニー・ピクサー映画の作品。マイクは幼い頃か

ら「モンスター界１の怖がらせ屋」になる夢を叶えるためにモンス

ターズ・ユニバーシティに入学をして猛勉強に励む。そこで知り合

った自分とは全く性格の違うサリーと最強の怖がらせコンビが結成

された経過と二人が巻き起こすモンスター界最大の事件をお楽しみ

下さい。 

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 

この一年の取り組みを振り返って 
 

日ごろは、青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会の取り組みにご理解ご協力

賜り誠にありがとうございます。 

 さて、平成 30 年 5 月 20 日開催の第 9 回定時社員総会において、代表

理事に選出され早一年が経過いたしました。 

 本広報の就任あいさつ文で「この街に住んでいて良かったと実感できる

街になりますように全力で頑張ります」と表明させていただきました。 

同総会において、その間の取り組みを踏まえて「新建築ルール（地区計

画）」が承認・導入され、百合が丘地域の将来の街づくりに向けたその法的

な礎を築くことができました。 

合わせて「自治会法人会員会費改定」も承認していただきました。 

また、一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会として発足して

約 9 年が経過し、この間の運用や経験を踏まえ、より整合性がある定款・

会則にする必要性から、「会則等見直し検討特別委員会」において定款・会

則の改正に向け検討し、本年第 10 回定時社員総会において改正案を提案

する運びとなりました。 

しかし、残念なことに一方で、一部地域において閑静な住宅地を保持す

る努力に水を差す動きが発生しています。その本質・根本は、自己の利益

を優先させるのか、それとも閑静な住宅地として住民の総意を尊重し、住

民自治を守るのかが当事者だけではなく、あらためて百合が丘地域の住民

全体に投げかけられているように思います。これからの百合が丘地域の街

づくりの将来において、住民の総意が尊重され、住民自治が守られたと言

える結果にしなくてはなりません。 

この一年間、本当にお世話になりました。誠にありがとうございました。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  

代表理事 木寺 正仁 

「ゆりバス」運転手募集 
 

「ゆりバス」は高齢者の買物支援を行う福祉バスです。今回「ゆりバス」

を運転していただける方を募集します。 

運転していただくバスはハイエースの９名（運転手を省く）乗りです。 

募集内容は以下の通りです。 

＜募集条件＞ 

１．免許 普通免許（運転する車種は１０名乗りのハイエース） 

２．勤務日及び時間 月曜日～金曜日（この間にある休日も運行します） 

          ８時３０分～１３時３０分（５Ｈ） 

３．報酬 上記勤務 １回 ３，４００円（週 1～2 回程度の乗務となります） 

４．普通車運転歴等 採用条件  

（１）５年以上でこの地域で１年以上在住する 

満２５歳以上で満７４歳未満の方 

５．保険等  名張市のボランティア保険が適用 

されます。 

６．勤務開始日 ５月から 

 応募は履歴書を百合が丘市民センターに提出してください。その後、

面接をして採用となります。また、募集内容等で不明な点がありました

ら、百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）までお問合せください。 

 

平成３０年度 名張市市議会の議会報告会開催のお知らせ 
 

 平成３０年度名張市議会の報告会が下記の要領で開催されますので、是

非ご参加ください。普段地域の皆さんがなかなか議会を傍聴する機会があ

りませんので、これを機会に議会に関心を持っていただきたいと思います。 

１．日時 平成３１年４月２３日（火） １９時～ 

２．場所 百合が丘市民センター 多目的ホール 

３．出席議員  坂本直司、足立淑絵、山下登、細矢一宏、森脇和德 



 

 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜３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！ 

 

3月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 

久保 良子 様 （東 9） 19 回 

篠原 敬一 様 (西 2) 30回 

林  睦雄 様 (東 3) 20回 

林  基子 様 (東 3) 20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 –３月度理事会の議題の報告- 
 

３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２4

名出席、5 名欠席でした。 

【日時】３月９日（土） 午後７時３０分～１０時 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

《審議事項》 

（１）第 9 期決算案の報告 

第 10 期事業活動方針案・事業計画案及び予算案の承認 

（２）定款、会則見直し案の承認ならびに細則等見直し案の承認 

（３）百合が丘グランドゴルフクラブの契約書更新案の承認 

（４）テニスコート管理運営規定改正案の承認 

（５）百合が丘総合スポーツクラブとの使用貸借契約書更新案の承認 

《報告事項》 

 （１）4 月 13 日（土）新・旧理事会開催予定について 

 （２）平成 31 年度名張市総合防災訓練の開催日程について 

   ＊開催日：2019 年 11 月 16 日（土） 

（３）2 月 13 日（水）第 5 回地域づくり代表者会議について 

（４）ゆりバス運転手に関わる規定について（別紙資料参照） 

（５）第 1 駐車場の水銀灯設置について 

（６）4 月 28 日（日）～5 月 1 日（水）のセンター事務受付休止の件 

百合小こどもクラブ第14回活動報告   
“1年間ず～と楽しかったよ♡” 

 

 3 月 2 日(土)今回は 30 年度最後の活動日。修了式・体力測定・皆勤賞の

授与・活動記録の DVD 鑑賞と盛りだくさんのプログラムを行いました。 

体力測定は、こども達の６年間の成長記録を残すために、毎年この時 

期に行っています。測定種目は 10 種、こども達は記録を更新することを楽

しんでチャレンジしていました。記録更新が出来なかった時の悔しそうな

顔･･･落ち込まないで又、来年頑張ってね♡ 

30 年度はなんと 41 名のこども達が皆勤賞を授与！その中には 6 年間皆

勤と言った快挙を遂げた 6 年生が 3 名いました。“あっぱれ‼”です。「百

合小こどもクラブが楽しいから休まれへん♪」と笑顔で語ってくれました。

ありがたい言葉です。 

最後に30年度の活動記録のDVD鑑賞をして楽しい思い出に盛り上がりま

した。 

この 1 年間、たくさんの笑顔に囲まれて楽しく活動させて頂きました。31

年度もサポーターさんと一丸となって頑張って活動をしていきたいと思って

います。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

「百合小こどもクラブ」次回は、5 月 11 日(土)に入会式とかしわ餅作りを行

います。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター 畑 行子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

百合が丘市民センターでの 

「ロコモ健診+インボディ+骨密度」測定会開催 
 

3 月 16 日(土)市民センターには、前回の測定会に続いて心待ちにし

ていた方、新規の方等参加者 110 名で大盛況でした。 

ロコモ健診の運動機能測定は、自身の気づかない筋力の衰えを実感

したようです。インボディと骨密度測定器は、体組成分(水分量・筋肉

量・タンパク質量・ミネラル量・体脂肪量)の分析がはっきり数字に表

されます。参加者は、結果票を受け取ると日頃の努力に納得し満面の

笑顔の方や、こんな筈では…と考え込む方等それぞれ一喜一憂のお顔

でした。参加者からは「次回はいつの予定ですか？」の質問が多くあ

りました。後日健診結果を元に、保健師より生活習慣病、ロコモティ

ブシンドローム、認知症予防の為の食事や運動改善のアドバイスを受

けました。 

青蓮寺・百合が丘地域では、住民の健康意識を高め継続、実施する

健康生活習慣化に向けた支援事業を行っていきます。 

ぜひ、次回ご参加ください。「目指せ健康寿命 100 歳！」 

福祉健康部会 吉田 幸子 

移動図書館巡回日程のお知らせ 
 平成３１年度の移動図書館「やまなみ号」が次に示す日程で巡回さ

れますので、ご利用ください。 
 

【駐車場所】ふれあいサロンゆこゆこ 10:30～11:00 

      百合が丘東第 2 集会所    11:10～11:40 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

5，19 3，17 7 5，19 2，23 6，20 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

4，18 1，15 11/29,13 10，24 7，21 6，20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

≪平成３１年度集会所管理人≫ 
４月からの１年間、よろしくお願いします。 

名  称 氏  名 住  所 

東第１集会所 宮森 重満 東３ 

東第２集会所 八木 美由起 東５ 

東第３集会所 丸岡 秀通 東７ 

西第１集会所 南出 恭孝 西１ 

西第２集会所 田中 幹夫 西４ 

南百合が丘集会所 西谷 松男 南百合が丘 

なお、管理人の電話番号は市民センター(☎６４‐６４６６)まで 

お問い合わせください。 

『桜の青蓮寺湖を歩きましょう！』に 61名参加 
 

 3 月 24 日(日)市民センター、福祉健康部会が主催し、まちじゅう元気プロ

ジェクトの協力で、「桜の青蓮寺湖を歩きましょう！」を開催しました。 

 朝9時30分受付開始から青蓮寺湖西側駐車場広場にお集まり頂きました。

受付でケンコーマイレージポイントを受け取り出発。あいにく桜は蕾のまま

でしたが、2 時間の受付時間内に 61 人が参加し、自分のペースで鶯のさえ

ずりを聴きながら、中には 80 代 90 代の方も青蓮寺湖一周 5.1 キロを歩き

ました。 

 次は、11 月末に紅葉ウォーキングを予定しています。 

 福祉健康部会 吉田 幸子 

この体操を 50歳から始めましょう 
 

「よくバリ青春体操」は三つの目的を持っています 

１つは筋力をアップする運動 

２つは認知症予防 

3 つは足・腰とうの痛みの緩和 

これだけですが約 60 分、主に椅子に座って楽しくやっています。 

【場 所】ふれあいサロン「ゆこゆこ」(西 3-18) 

【日 時】毎週月曜日は 11：00～   水曜日は 10：00～ 

【費 用】1 回(1 時間) 100 円です。 

【問い合わせ先】ふれあいサロン「ゆこゆこ」℡62-7366 

一度見学してみてください。見学体験は無料です。 

市民センターで 3 月 16日に行ったロコモ検診とインボディ検査等の

成績が上がる体操です。 

 

 訂正 
３月号に掲載しました、各部会活動状況報告で誤りがありましたので

お詫びして訂正させて頂きます。 
(誤)ふれあい交流部会 部会長 吉田幸子 →(正)部会長 奥村和子 

 

ゆりバス 運行お休みのお知らせ 
 

日頃、福祉バス「ゆりバス」をご利用いただきありがとうございます。 

 ４月２９日（月）～５月１日（水）の間、市民センター事務業務

をお休みさせていただくため、「ゆりバス」の運行をお休みさせてい

ただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いします。 

なお、５月２日（木）より通常運行をします。 


