
 
 
  

 

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) 

 

 《新年のご挨拶》 
 

初春のお慶びを申し上げます 

 旧年はみなさんにとってどんな年だったでしょうか。大雨、台風など想

像を超える自然災害による被害、社会面では虐待・殺人など目を覆うよう

な出来事がいくつもありました。 

私たち一人一人も、つらかったこと、楽しかったこと、悲しく思ったこ

と、嬉しく感じたこと、それぞれが様々な思いを抱きながら、ご家族で新

年を迎えられたことと思います。 

 本年は東京オリンピック・パラリンピック開催で聖火が名張にやってき

ます。また、翌年は三重とこわか国体のホッケー競技にこの地も大いに活

気にあふれるものと期待しています。この街での暮らしの中に、新しい出

会いが生まれる活動の場づくりに注力し、みんなが希望を持って安心して

暮らせる地域となるよう努めて行きたいと思います。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。      

令和２年 元旦   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 時枝 民生 

 

《副会長ご挨拶》 
 

 謹んで新春の祝詞を申し上げます。 

旧年中は各自治会や地域づくり協議会の活動にご理解とご協力を賜りま

して、誠にありがとうございます。 昨年は元号が平成から令和に移り思

いを新たにされた方も多いことと思います。 一方では台風により度重な

る水害が発生し他人事ではなく、当地域でも暴風による家屋への被害や停

電は十分想定される事態です。 新年を迎え各ご家庭で自然災害への備え

を今一度見直して頂ければ幸いです。 また、太陽光発電設備の問題等、

各自治会で発生している課題解決に向け微力ではございますが取り組ん

で参る所存ですので、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。 

令和２年 元旦    一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副会長・自治会長会会長・西 4 番町自治会長 田中 幹夫 

《副会長ご挨拶》 
 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

昨年のご厚誼を深謝いたしますとともに、本年も変わらぬご厚情のほ

どお願い申し上げます。 

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

令和２年 元旦   一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副会長 斉藤 勲哉 
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ゆりがおか 

≪民生児童委員一覧≫ 
 

 

民児協委員が改選となり、１２月から次の方々が民生児童委員とな

りました。 

なお、任期は３年となっております。よろしくお願いいたします。 

担当地域 氏  名 担当地域 氏  名 

青蓮寺・南百合が丘 耕野 和子 東８ 大藪 昭子 

東１・２ 小川 金一 東９ 川北 安美 

東３ 永田 ルミ子 西１ 大北 萬美子 

東４ 井上 照代 西２・５ 上村 美幸 

東５ 岡田 一弘 西３・６ 山西 まき子 

東６・７ 堀口 明良 西４ 田中 幹夫 

 

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 14（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
24(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 10,24(金) 10:00～11:30  

育児サークル「キキ・プチ」 8,22（水） 10:30～17:00 東第３集会所 

 17(金) 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 27（月） 10:00～14:00 東第３集会所 

 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 

掲示板 ＜2020 年１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 26（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 24（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 16（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 13（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 21(火),3,17(金)  14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン 6,20(月) 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  5（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 11(土) 9:30～11:30 百合小体育館前 

みんなの楽しい映画会  25(土) 10:00～11:40 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 8,15,22(水) 市民センター 

ノルディックウォーキング講習会 １月はお休み 

 

「百合小こどもクラブ」などの地域学校協働活動 

【令和元年度文部科学大臣表彰】を受賞 
 

 １２月２日(月)文部科学省講堂で、令和元年度の文部科学大臣表彰受賞

式があり、百合小こどもクラブコーディネーターの畑行子さんが、代表

して受けました。 

教育文化部会が実施する 10 年以上続く「百合小こどもクラブ」や「百

合が丘小学校学校支援活動(平成 28 年度 

文部科学大臣表彰受賞)」を通して見守り 

続けてもらった地域に感謝をする卒業生 

が、中・高生になった今、ジュニアサポー 

ターとして「百合小こどもクラブ」の活動 

を支援するだけでなく、地域活動に積極的 

に参加しています。さらに地域事業の企画 

や運営を担えるように野外活動を通 

して体験型の研修を積む YJCC(百 

合が丘ジュニアキャンプカウンセラ 

ー)として活動するなど将来の地域づ 

くり活動者として期待されています。 

これらの複合的な諸活動が評価され 

ました。                      教育文化部会 

 

 

広報編集部より新年のご挨拶 
新年明けましておめでとうございます。昨年は皆様のご協力をいただ

き、毎月広報誌「ゆりがおか」を発行することができました。 

２０２０年も引き続きわかりやすい広報誌の発行をしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

自治会のイベント等がありましたら、広報誌への投稿をおねがいします。

記事等のお問合せは百合が丘市民センター(☎６４－６４６６)まで。                    

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 20２０年 1 月 2５日(土) １０：００～１１：４０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [ボスベイビー]  ユニバーサル映画  上映時間９７分         
 

ある日、３人家族のティムの元に黒いスーツにネクタイを 

締めた赤ちゃんがやって来た。名前は“ボスベイビー”。見た 

目は赤ちゃんでも大人顔負けの知能を持つベイビーだった。 

最初は反発し合っていた二人だったが、やがて力を合わせて世界を揺るが

す巨大な陰謀に挑むことに…‼ 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご鑑賞下さい。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 

鹿を目撃！ご注意くだい。 
１２月中旬に西１番町の公園付近に鹿が目撃されています。ユリ坂付近に生息

している可能性があり、鹿、イノシシ等を目撃された場合は近寄らず警察にご

相談ください。特に夜間、車で走行すると車のライトに向かってくることがあ

りますのでご注意ください。             安全防災防犯委員会 

https://2.bp.blogspot.com/-jDfhQI3Jey8/UgSL5Gu_tDI/AAAAAAAAW24/W0gMOPJWapY/s800/flower_clover.png
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 第 10回「百合小こどもクラブ」活動報告 
“餅つきペッタン!!” 

 

 12 月 14 日(土) 「百合小こどもクラブ」今年最後の活動です。 

今回は 12 月恒例行事[お餅つきと豚汁大会]を行いました。今ではこ

ども達だけではなく、保護者の皆さまにも楽しみにして頂いている行事

となり、200 人を越える参加になりました。 

薪でもち米を蒸し、杵でこねて 

餅を搗く。昔ながらのやり方で、 

無くなりつつある伝統文化をこ 

ども達に楽しく伝えて行けたら 

と思っています。 

みんなで丸めたお餅をきな粉 

餅にしたり、豚汁に入れたりし 

て美味しく頂きました。何と、 

この日のために用意した 30kg のもち米と 250 人分の豚汁は完食‼ 

「百合小こどもクラブ」新春初の活動は、令和２年１月１１日(土)[寒中 

ミニ運動会]を百合が丘小学校で行います。飛び入り参加大歓迎です。 

「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 －12月度理事会の議題の報告－ 

12 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２２名出席でした。 

【日時】１２月１４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）市民センター利用に際してのアルコール提供禁止について 

    （２）名張市民ホッケー場利用料金 

（３）赤目中学校教育後援会助成金 

（４）市民センター長付顧問任命について 

（５）外部からの見学・視察報告 

（６）各部会報告 

（７）その他 

 

 

 

 

 
 
 

 

地域の安全を見守る協力者

募集中です！ 

 

＜１２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 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 
 

 
 

 

1２月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 

斎藤公太郎 様 （西 3） 28回 

斎藤美代子 様 (西 3) 43 回 

森川 三男 様 （東 3） 86 回 

春本 幸子 様 (西 3)  3 回 

歩こう会 
（健康づくり部）

会） 

《副会長ご挨拶》 
 

 謹んで新春の祝詞を申し上げます。 

旧年中は各自治会や地域づくり協議会の活動にご理解とご協力を賜りま

して、誠にありがとうございます。 昨年は元号が平成から令和に移り思

いを新たにされた方も多いことと思います。 一方では台風により度重な

る水害が発生し他人事ではなく、当地域でも暴風による家屋への被害や停

電は十分想定される事態です。 新年を迎え各ご家庭で自然災害への備え

を今一度見直して頂ければ幸いです。 また、太陽光発電設備の問題等、

各自治会で発生している課題解決に向け微力ではございますが取り組ん

で参る所存ですので、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。 
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

昨年のご厚誼を深謝いたしますとともに、本年も変わらぬご厚情のほ

どお願い申し上げます。 

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

令和２年 元旦   一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副会長 斉藤 勲哉 

“２０１９クリスマスフェスタ開催” 
 

 “２０１９クリマスフェスタ”が１２月２２日(日)に名張市教育セ

ンター大研修室で開催されました。「今年はやっぱり楽しいクリスマ

ス」をメインテーマに名張青峰高校放送部（２名）が司会を担当。立

ち見が出るほどの会場満員の中、皆様には楽しいひと時を過ごしてい

ただきました。 

 プログラムとしては、百合が丘総合スポーツククラブの幼稚園・小

学生の約 60 名で構成する「ヒッホップダンス（ＩＮＦＩＮＩ）」で始

まり、次に名張青峰高校吹奏楽部の「フルバンドとアンサンブル構成」

の迫力ある演奏、そして「クリスマスビンゴ大会」で「しいたけ」「花

の苗」などが大勢の方に当たり喜んでいただきました。 

 ３番目に「K’s ファミリーとぐるぐるマリンバ隊」と名張青峰高

校田森先生のオカリナとのジョイント演奏、４番目に「La．マンドリ

ーナ」のマンドリン演奏と名張青峰高校吹奏楽部のドラム&ベースに

よるジョイント演奏、フィナーレは恒例のマンドリン伴奏での「百合

小こどもクラブ聖歌隊」のクリスマスソングと参加者全員で「ビリー

ブ」を合唱し、お帰りの際に全員の方に素敵なクリスマスプレゼント

をお渡し、皆さん喜んで帰っていただきました。 

今年の「クリスマスフェスタ」に来られなかった方は、来年是非来

て見てくださいね！ 

     

 

 

 

 

教育文化部会長  橋本 健 

ＷＨＯ（西太平洋事務局）当地域を視察 
 

１２月１３日(金)に百合が丘 

小学校おいて地域づくり協議会 

の取組について視察がありまし 

た。ＷＨＯからは４名の方が視 

察に来られました。通訳を介して地域の概要 

を説明した後、地域のボランティアが学校の 

授業に入る「学習支援 ほめほめ隊」の活動 

ぶりを５クラスで見て頂きました。 

また、「百合小こどもクラブ」を卒業し、地 

域活動に積極的に参加している高校２年生の 

三重高校 堀越光春君、名張青峰高校 八木知夏さんに、英語でスピーチ

してもらいました。ＷＨＯからは素晴らしい取り組みをしているとの感

想をいただきました。 

協議会事務局 

『赤目キャンプ場で学ぶビジョン学習会開催』 
 

 ビジョン委員会ではビジョンの見直しに向けて活動をしています。

すでに貴重なご意見も頂戴しているところですが、地域活動を担って

いる子育て世代の方との意見交換を行いたく学習会を開催しました。 
 

【日 時】令和元年１２月６日（金）19:00～21:00 

【場 所】赤目四十八滝キャンプ場 

出席：先方 3 名（運営を担う重森代表ほか 2 名） 

         当方 10 名（ビジョン委員、執行役員ほか計 10 名） 

【目 的】旧キャンプ場を整備、赤目四十八滝チャレンジステーション 

として収益事業、商品開発、雇用創出による地域活性化を目 

指す事業を開始。その運営を若い人が担っているので意見交 

換を行って参考とするため。 

【意見交換の内容】 

 ① ５年前に古くなったキャンプ場を廃止するという話が持ち上が 

り、地域で働いている赤目青年会の有志が意気に感じ、整備計画 

を作って行くことになる。数名からはじめたが現在の青年会は 

女子会・男子会があり 30 名ほどの会員である。 

仕事、子育てと多忙なこともあるので活動に縛られず緩やかな 

会運営をしている。 

 ② この１年でのキャンプ場の利用者は約 

3,000 人、休日利用は一杯のことが多 

く、赤目地域外の方とも大いに連携し 

て平日利用や利用プラン充実をして行 

きたいとのこと。私たちも今後のプラ 

ン計画に連携を深めて行きたいと思い 

ます。 

 ③ 私たちにとって最も参考になった点は 

赤目青年会の活動です。青蓮寺・百合 

が丘での若い人の会を作っていくこと 

こそ地域づくり継続、発展に必須であ 

ると強く感じました。 

ビジョン委員会 

視察報告 
 

当地区のいろいろな取り組みが他の地域から注目を集めており、各 

地から視察に訪れています。 

（１）１１月８日（金）富山県南砺市吉江地域づくり協議会 １８名 

２月に地域づくり協議会を設立し、新運営体制でまちづくりを推 

進中で、この地区の活動を生かしたいと目的で訪問されました。 

（２）１１月１８日（月）東海北陸厚生局局長を含む５名 

国の地方創生、少子化対策、生涯活躍社会実現に向けた一環で、 

「ほめほめ隊」を始めとする子育て支援を知りたいとの目的で訪 

問されました。 

（３）１１月１９（火）静岡県富士市市職員 ２名 

   まちづくり協議会を設立したため、名張市の 

地域コミュニティ事務局体制や施設の運営手 

法を学ぶ目的で訪問されました。 

また、来年１月以降も千葉大学、愛知県長久手市、 

美濃加茂市、東近江市の視察が予定されています。 

協議会事務局 


