
 
 

                        

        
 
 

 

     

ゆりがおか 

掲示板 ＜2019 年８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 夏休みにつきお休み 百合小校門前 

クリーンゆり 25（日） 8:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 26（月） 13:30～ 東第 1 集会所 

さわやかサロン 1（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 26（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 20(火),2,16(金)  14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン ８月はお休み 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  4（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 24（土）～25(日) 市民センター 

みんなの楽しい映画会  ８月はお休み 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 7/17～9/11 までお休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ歩こう会  ７月８月はお休み 

 

 

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 13（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
9,23,30(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 9,23,30(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」 7,21（水） 10:30～17:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 ８月はお休み 東第３集会所 

プチスマイル 5,26（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 

 暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 。 

 
先月は長い梅雨空の天候となりました。また、国内の社会面報道では

放火・殺傷・虐待・交通事故・自殺などが相次いで発生し心が痛みまし

た。 

でも、ようやく雨雲は流れて真夏の空がやって来ました。 

熱中症対策をしっかり行って、仕事や勉強に精出し、そして楽しい休

暇を家族みんなで過ごしましょう。この夏が一人一人にとって、いい思

い出のいちページになることを願っています。 

（一社）青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

代表理事   時枝 民生 

 

 

夏祭りが８月３日に前山公園で「繋がる、繋げる、地域の輪！」をテ

ーマに開催されます。 

熱中症の予防を配慮しながら開催したいと思っています。 

この次期は一番暑い時で地域内でもいろいろなイベントが計画されて

いるかと思いますが、体調管理には十分注意をしていただき、この夏を

乗り切っていただきたいと思います。 

（一社）青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副理事   斉藤 勲哉 

今年は昨夏と比べ気温が低く過ごしやすい夏入りとなりましたが、皆

様ご健勝のこととお慶び申し上げます。この夏、当地域では恒例の青蓮

寺地区の「ぶどう狩り」がオープンされ、８月３日には年齢に関わらず

お楽しみ頂ける「夏祭り」、２０２１年に三重県で開催される「とこわ

か国体」でホッケー競技の会場となるホッケー場（市民センター隣接）

のオープニングセレモニーが８月１０日に開催されます。皆様のご理解

とご協力のおかげを持ちまして、当地域は名張市のみならず三重県や全

国の自治体でも注目される地域として発展しております。 

８月は昨年並みの猛暑が予想されております。熱中症をあなどらず暑

さで危険を感じたら市民センター等へ一時避難して命を守って下さい。  

暑さに負けず、当地域での日本の四季を味わいながら、皆様が心身共

にご健康でお過ごし頂けますことを祈願して、夏のご挨拶とさせて頂き

ます。 

（一社）青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副理事   田中 幹夫 

 

 

 緊急時家族連絡簿の更新と防災アンケートへのお願い 
 

今年度も「緊急時家族連絡簿」の更新時期となりました。 

これは、各ご家庭の緊急時連絡先を自治会と協議会 

に予め登録していただき、何か非常事態があった場 

合に、その連絡に役立てようというものです。用紙 

と封筒を配布しますので、ご協力をよろしくお願い 

します。 

 併せて「防災アンケート」を実施します。こちらは、皆様方の

災害への備えと防災意識を調査することで現状を把握し、近い将

来に発生すると言われている大災害に向けた防災活動の指針を作

成するためのものです。必ずご記入、ご提出をお願いします。 

 なお、今年の防災訓練は１１月１６日（土）に『名張市総合防

災訓練』と同時に行ないますので、ご予定いただきますよう重ね

てお願い致します。 

安全防災防犯委員会 松田 博美 

《緩和ケア》講演会のご案内 
 

緩和ケアについて身近に感じ、認識を深めるため下記の通り講演会

を開催いたします。是非、ご参加ください。参加申し込みは不要です。 
 

【日 時】８月２０日（火） １０時～１２時 

・質問コーナー １１時半～１２時 

【場 所】百合が丘市民センター 

【テーマ】「早期からの緩和ケア」 

【講 師】関西電力病院 緩和ケアセンター長 梶山 徹先生 

百合が丘シニアクラブ連合会 会長 芦木 忠雄 

ホッケーの試合に伴うボランティアを募集！！ 
 

８月２３日（金）から始まる国民体育大会 第４０回東海ブロック

大会ホッケー競技会 兼 第７４回国民体育大会東海地区予選会の開

催に伴う地域ボランティアを募集します。募集内容はつぎの通りで

す。是非ご協力をお願いします。 
  

【日  時】 ８月２３日（金）、８月２４日（土）、８月２５日（日） 

９時～１６時の間の２時間程度 

【場  所】 百合が丘市民センターの周辺駐車場、ホッケー場 

【内  容】 (１)駐車場の誘導と整理 

(２)担架係（ホッケー場の中で試合を観戦できます） 

【応募締切】 ８月１５日（木曜日） 
 

 お申し込みは百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）に電話

でお願いします。ボランティの詳細な内容は別途説明をさせていた

だきます。ホッケー場が完成した後の初めての公式試合となります、

地域として応援したいと思いますのでご協力をお願いします。 

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 事務局 

第 7回なばりサマーキャンプで地域と交流 
 

三重大医学生・研修医・市立病院の 

先生が、地域の色んな人と交流しなが 

ら名張の町と地域医療のあり方を研修 

する体験キャンプが 2 泊 3 日で名張 

市の各所を利用して開催されました。 

7 月 14 日には、その 1 つのグルー 

プが市民センターを訪れ当地域役員や 

住民と意見交換をしました。また、活 

動されているサークルのフォークダンスや将棋にも飛び入り参加し

たり、カフェバルーンでボランティアスタッフの体験もしていただ

くなど住民との交流をしました。先生や将来の先生方との交流から、

これからの地域医療に大いに期待が膨らみました。 



 

 

紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 
 

7月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

林  睦雄 様 （東 3） 21回 

林  基子 様 (東 3) 21回 

森川 三男 様 (東 3) 83 回 

竹内 健治 様 （西 3） 1回 

安川 和子 様 （西 2） 15回 

久保 良子 様 （東 9） 20回 

小澤 和宏 様 （東 1）  1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  －７月度理事会の議題の報告－ 

７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２５名の内２５

名出席でした。 

【日時】７月１３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）夏祭りへの協力と参加のお願い 

（２）「百合小」通学合宿の実施報告 

（３）太陽光発電設備設置規制についての進捗状況 

（４）７月１日施行になった地区計画の資料配布 

（５）ホッケー場オープン予定日について 

   ８月１０日（土）オープニングセレモニー 

（６）理事会への質問と報告（時間を要すもの）、事前資料提出の 

お願い 

（７）その他 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

＜７月度実績＞ 

通常パトロール 昼９回 
●各巡回とも特に異常なし 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

ワールドカフェを開催 
 

６月３０日百合が丘市民センター(多目的ホール)でワールドカフェが

開催されました。４６名の多様な年齢層の方に参加してもらいました。

ワールドカフェとはリラックスした雰囲気の中で、小さなテーブルで自

由な雰囲気で話をして参加者全員の意見や知識を集めるものです。 

今回は“地域の健康づくり”をテーマにして３つのセッション 

（①健康な姿、健康な地域とは、②地域の強み！弱み！、③やってみた

いこと、やれそうなこと）で皆さんの意見を出していただきました。 

 なお、今回の話し合いで出た意見は名張市「第４次健康なばり２１計

画」に反映されるとのことです。ご協力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 

福祉健康部会 百合が丘まちじゅう元気プロジェクト 

 
 

 

百合小こどもクラブ第４回活動報告   
 

 7 月 3 日(土)今回の活動は「おもいっきり水を使ったゲーム大会」を

行う予定だったのですが、7 月に入ってからの長雨で中止になってしま

いました。 

こども達は勿論、前日から水風船に水をいっぱい入れてスタンバイし

ていたスタッフも残念‼この時期はホント雨に悩まされます。急遽、雨

天時のプログラムとして用意してあった DVD 鑑賞に切り替えました。

終了後、雨の合間を見計らって「水風船」を部会長と当てっこしました。

こども達も少しはスッキリしたでしょう。 

 
百合小こどもクラブ第５回活動報告 

“とこまるくん”可愛いかったよ♡ 
 

7 月 25 日(木)今月 2 回目の「百合小こどもクラブ」活動です。今回

は 8 月 10 日に行われる名張市公認ホッケー場(仮称)のオープニングセ

レモニーで披露することになった“とこわかダンス”の練習を行いまし

た。たった 1 回の 100 分レッスン、こども達に頼るしかありません。 

当日は、三重県の国体準備室の方とプロのダンス指導者 2 名、それと･･･

“とこわか国体”のマスコットキャラクターとこまるくんにも来て頂き

♡猛特訓を受けました。でも、ホント楽しく分かりやすいご指導で、100

分なんてアッという間でした。 

仕上がりは上々だと自負しています。10 日をお楽しみに･･･ 

 思いっきりダンスを練習した後は、昼食として、みんなで流しそうめ

んを食べました。そうめんだけじゃなくて、時々イチゴが流れたり、ト

マトが流れたりするのでこども達も大喜び‼暑い日だったけれど風流な

涼を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、7 月 31 日(水)夏休み恒例の

課外行事を行います。今回は「三重県立こどもの城」に行ってプラネタ

リウムで星座のお勉強をしたり、ハンドクラフトなど体験学習をいろい

ろと楽しんで来ます。  

夏休み最後の活動として、今年も 8 月 24 日(土)・25 日(日)に 1 泊 2

日合宿を行います。24 日の夕刻にはキャンプファイヤーを行いますの

で、こども達と輪になって楽しみませんか？ 

「みんなの映画会」は 1 泊 2 日合宿のため中止とさせて頂きます。             

「百合小こどもクラブ」コーディネーター   畑 行子 

 

長浜市西黒田ふるさと振興会議、 

六荘地区地域づくり協議会の視察を受けました 
 

７月２８日（日）に長浜市の二つの地域から当協議会の地域づくり

を知りたいとのことで視察を受けま 

した。西黒田ふるさと振興会議より 

１９名、六荘地区地域づくり協議会 

より３名の方にお越ししただき、当 

協議会の概要、いろいろな取り組み 

について説明し、意見交換を実施し 

ました。 

 当地区は全国的にみて先進的な取り組みをしているとの評価を受け

ています。そのため、注目を集めている地域です。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

「百合小通学合宿」活動報告 
 

教育文化部会では初めての試みとして「百合小通学合宿」を 7 月 8

日から 10 日までの 3 日間で行いました。 

通学合宿とは、小学生が通学期間中 

に合宿生活(子どもたちは、通常通り通 

学しながら市民センターで寝泊まりし、いろんな体験を行う集団宿泊

生活)を行い、子どもたちの成長を促し 

人間関係力、生活力を高める目的で行 

いました。参加人数は百合小 6 年生 6 

名で行いました。支援スタッフとして 

教育文化部会員5名と百合が丘ジュニアキャンプカウンセラー2名で

お世話をしましたが、本人たちも炊事のお手伝いをしたり、お部屋の

掃除をしたり、和気合いあいの中で 3 日間過ごしました。夜は 1 日目     

に「名張の湯」へ行き、2 日目は名張で唯 

一の銭湯「新町温泉」へ行き、子どもたち 

は初めての銭湯体験に感激した様子でし 

た。地域の皆さんも昔懐かしい銭湯「新町 

温泉」へ是非一度行ってみてはどうです 

か。また、子ども達はオリエンテーション

やミーティングの中で「挨拶の大事さ」や「自分の意見を簡単にスピ

ーチできる実体験」など楽しく学び、「本当に経験して良かった」と

の感想があり、子どもたちは大きく成長したと思います。 

教育文化部会 部会長 橋本 健 

RUN 伴（RUN TOMO）２０１９MIE が開催されます 
 

RUN 伴とは、認知症の人や家族、支援者、一般市民がタスキリレ

ーし、一つのタスキをつなぎあらかじめ設定したゴールを目指す認知

症の啓発イベントです。 

今回名張市がこのイベントに後援し、名張から津までタスキをつな

ぐことになりました。百合が丘市民センターが出発点となる予定です。  

このイベントで一緒に走っていただける方（走る距離は、最低百合

が丘市民センターから第２はなの里まで）を３人以上のチームを募集

します。 

このイベントへの申込み方法等の詳細については百合が丘市民セン

ター（☎６４‐６４６６）までお問い合わせください。 

【開催日】  １０月２４日（木） 

【時 間】  午前８時から 

【場 所】  百合が丘市民センター 


