
 
                        

        
 
 

 

           

ゆりがおか 

掲示板 ＜2020 年１０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 25（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 26（月） 10:00～ 西第２集会所 

さわやかサロン 1,15（木） 10:00～ 東第３集会所 

お茶べりサロン 12（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 10 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 3（土） 9:30～ 市民センター前 

みんなの楽しい映画会  10 月はお休み 

配食サービス(ゆりの花) 7,14,21,28（水） 市民センター 
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秋の「ゆり坂一斉清掃」は予定通り開催！ 
 

春のゆり坂一斉清掃については、コロナウイルス感染症の影響により地

域住民の皆様の参加による清掃作業は中止とし、「チームクリーンゆり」

の有志の方々による実施となり、特定の方々に負担を強いる形となりまし

た。 

 秋のゆり坂一斉清掃については、 

 ・コロナウイルス感染症拡大に伴う規制も徐々に緩和されつつあること 

 ・屋外での作業であること 

 ・地区の玄関口である「ゆり坂清掃」は「我が街清掃」であり、居住す 

る住民の手で綺麗にするのが本来の姿であること等々を検討し、また 

自治会長会でも議論して頂いた結果、コロナウイルス感染症拡大の予 

防策を講じたうえで実施することとしました。 

実施内容の詳細(作業方法、参加にあたっての注意事項、作業場所の区割

り)につきましては、改めて「全戸配布」にて周知させていただきます。 

 実施日は、１１月１５日（第３日曜日）を予定しています。 

 何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 生活環境部会長 高木 久一 

 高齢者実態調査へのご協力のお願い 
 

平素は、民生委員・児童委員活動にご理解と 

            ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。   

             この度、地域の高齢者の見守りや災害時等の支 

援を推進していくため、添付資料により調査を 

実施させていただきますのでご協力をよろし 

くお願いいたします。 

 コロナ感染対策期間中でもあり、極力対面での 

調査を避け、ポスト投函等で感染拡大にならな

いように努めますのでご協力をお願いいたします。   

箕曲地区民生委員・児童委員協議会 副会長小川金一 

 

古紙回収日程表 
 

回収地区、回収日は違いますので、ご注意ください。 

 

南百合が丘 

西 1～6・東 1・9 

【毎月第 1・3 土曜日】 

東 2～8 

【毎月第 2・4 日曜日】 

１０月 3，１7 11，25 

１１月 ７，21 8，22 

１２月 5，19 13，27 

 

会則等見直し検討特別委員会の設置 
 

朝、夕涼しい季節になりました。会員の皆様方いかがお過ごしでしょう

か、又、日頃から当地域づくり協議会にご協力頂き有難うございます。 

９月１２日(土)理事会において会則等見直し検討特別委員会の設置につ

いて承認頂きました。９月２６日(土)午後から第１回会則等見直し検討特別

委員会を開催いたしました。委員は７名（廣瀬裕司、本吉聰、奥村和子、

斎藤勲哉、上久保新次、川岡均、石山元吉）今回の会議で３役の選任を致

しました結果、委員長廣瀬裕司、副委員長本吉聰、書記奥村和子、で決ま

りました。 

次回第２回会則等見直し検討特別委員会は１０月２４日（土）午後で決

定致しました。 

 

防災コラム        「火災」 
 

 暑い夏が過ぎ朝晩は涼しく感じる秋を迎えました。鍋物などの温かい食

べ物が欲しくなりますね。そこで使用頻度が増えるのがコンロなどの加熱

調理器具です。消防庁の平成 30 年度のデータでは、3 万 9373 件の火災

のうちコンロによる火災は3032件と3番目に多い失火原因となっており

ます。(参考:1 番目はたばこ、2 番目は放火）その多くは「消し忘れ」によ

るものです。人間誰しも”不注意”はあるものです。もしもに備えて｢台所

用消火器」や赤い容器の「家庭用消火器」を用意して”初期消火”体制を

整えましょう。自分の身長より高い炎は素人では消火出来ません。迷わず

119 番通報しましょう。 

 一度火災が発生すると、ご自宅だけでなくご近所にも 

飛び火する恐れがありますし、多大な賠償責任が生じる 

こともあります。 

 火災は大切な家財や家、場合によっては命までも奪います。是非、消火

器や火災報知器などの火災への対策をお願い致します。 

安全防災防犯委員会 

 

配食ボランティアを大募集 
 

 配食サービス「ゆりの花」は６５歳以上の高齢者の方に 

毎週水曜日(月４回)に配食サービスを行っています。 

この配食サービスの調理と配達をしていただくボランティアを募

集しています。 
 

・調理担当：月１回 ８時３０分から１３時３０分頃まで 
 

・配達担当：月２回程度 １１時００分から１２時００分頃まで 
 

男女は問いません。ご協力いただける方は百合が丘市民センター

（☎６４－６４６６）までご連絡ください。詳細な説明をさせてい

ただきます。 

９月１６日より配食サービスは再開しています。 

 

「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、取材にもお伺いします。 
 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 
 

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」 
30（金） 10:30～14:00 東第３集会所 

親子サロン 2,16（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） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 23（金） 10:30～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 26（月） 10:30～14:00 東第３集会所 

 



 

 

（健康づくり部会） 

歩こう会 

９月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

林  睦雄 様 (東３) 25回 

林  基子 様 (東３) 25 回 

古川  敏弘様 (東３) 44回 

 

 
 
 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜９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 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  －９月度理事会の議題の報告－ 

９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２４名の内２２名出席で

した。 

【日時】９月１２日（土） 午後７時３０分～８時３０分 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

 《審議事項》 

（１）「会則等見直し検討特別委員会」の設置について 

《報告事項》 

（１）市民センター事務員体制の連絡（退職、後任、新規雇用） 

 （２）前山公園トイレ、１０月改修予定のお知らせ 

 （３）青蓮寺オーラックのグループホーム新築工事説明会のお知らせ 

 （４）各部会報告 

（５）その他 

第３回「百合小こどもクラブ」活動報告 
“夏の最後”思いっ切りはじけました‼ 

 

 9 月５日雨が上がり、２年間、雨と台風で中止を余儀なくされたプロ

グラム[思いっきり水を使ったゲーム大会]を、やっと開催することが出

来ました。 

 当日は、はなの里スタジアムをお借りして 

５種目の[水を使ったゲーム]をこども達とサ 

ポーターさん１３０人程で楽しみました。(勿 

論、コロナ対策としてマスクの着用・検温・ 

消毒は徹底) 

 この日は、濡れた服も直ぐに乾いてしまう 

ほど暑い日で、ゲーム中に何度も給水タイム 

を取ったりホースでミストタイムを設けたり 

して、熱中症対策にも徹底的に気配りをしま 

した。 

コロナ・コロナと騒がれている中、大声を 

出して思いっ切りゲームで体を動かし、思いっ切り笑う、こども達にと

ってストレス解消になったと思います。 

勿論、サポーターさん達にとっても･･･たくさんの笑顔が集まるって、

ホント幸せな気持ちになります(^^♪ 

 今期は感染予防のため野外での活動が中心です。天候に左右される事

があると思われますが、こども達が集える場を可能な限り実現したいと

思っています。 

 次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、10 月３日(土) 百合が丘全

地域を使っての、[オリエンテーリング大会]を行います。こども達を見

かけたら、応援してあげてくださいね‼ 

       「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

コロナウイルス禍での活動について 
 

青蓮寺・百合が丘地域の高齢者からこどもまでが笑顔で。誰しもが生き

生きと暮らせ、いつまでも住み続けたい安全安心なまちづくりを目指し、

まちじゅう元気プロジェクトチームが活動しています。 

 広報ゆりがおか掲示板には、地域の広場、高齢者サロン、シネマサロン

その他サークル活動のお知らせが載っています。活動の一部を紹介します。 

・民生児童委員の方々は、家庭訪問に加え高齢者が心身共にいつまでも生 

き生き暮らせるサロン活動に努力されています。 

・子育て広場は、家庭、地域コミュニティ、子育て行政が一体となり、こ 

どもたちが社会人として成長するための手助けをしています。 

・かがやきこども支援センターの保育士さん、まちの保健室スタッフ、ボ 

ランティアの願いは、広場での遊びを通して、育まれる生き生きとした 

こどもたちの目の輝きこそが大きな喜びです。 

10 月から Skip 広場の再開を予定していますので、ご参加ください。 

・高齢者の方が体力筋力を維持するために日々の努力の成果が目で確認で

きる「インボディ測定会」を下記の日程で行います。 

 １０月８日(木)  １１時００分～ ふれあいサロン「ゆこゆこ」 

１１月１２日(木) １０時００分～ 東第３集会所 

１２月１０日(木) １０時００分～ 市民センター 

いずれも新型コロナウイルス対策をし、完全予約時間指定、人数制限の上、

実施します。 

「紅葉の青蓮寺を歩きましょう」は、市民センター、シニアクラブ連合会

と合同で１１月２３日(月・祝)に実施します。詳細は市民センター便り１０

月号をご覧ください。 

 今年はすべての面で自粛という生活を過ごさなければならなかったわけ

ですが、これらの活動１つで何かが変えられるというわけではありません

が、人と人のつながりをとりもどし。この災禍を乗り越えてさらなる飛躍

にするため、皆様のお知恵を拝借しながら一緒に進みたいと思います。 

福祉健康部会長 吉田 幸子 

 

 

百合が丘総合スポーツクラブに関する窓口業務について 
 

窓口業務として、百合が丘市民センターのミーティングルーム室を百合

が丘総合スポーツクラブに利用して頂く事になりました。 

利用日時は毎週、月曜日、水曜日、金曜日の１５時３０分～１７時３０分

です。 

 指定した利用日の時間帯に利用者の方は窓口に直接訪問して下さい。利

用日以外でどうしても利用していただく場合は市民センター窓口で職員が

取次業務を致します。 
 

  事務局連絡先 ・橋本 健  ０８０－１６２８－６９３０ 

         ・畑 和伸  ０９０－８１８５－６２１３ 

         ・松田 博美 ０９０－９１８１－０４４６ 

ＹＪＣＣ(百合が丘ジュニアキャンプカウンセラー)９月度研修 

所有備品の確認と整理をしました！ 
 

9 月 13 日(日)に YJCC9 月度の研修が実施され 

ました。設立から 3 年半ＹＪＣＣには、ニッセイ財 

団から寄贈を受けた野外活動道具や地域の方から提 

供を受けた備品があり保管されています。これらは 

万が一の災害発生時には避難所での備品として提供 

することにしています。それらの道具をいつでも活 

用できるように YJCC のメンバーは、研修を重ね使いこなせるように目指

します。今回は、その道具・備品を確認し、倉庫に表示して置き場所を整

理しました。また、毎回の研修では、与えられたテーマについてみんなが 

1 分間でスピーチをし、人前で話しをする経験も積 

みながら、お互いに理解を深めています。今回のテ 

ーマは、「夢」で、メンバーの前向きな姿勢が表現さ 

れていて頼もしく感じました。今回の昼食チャレン 

ジメニューは、ピザトースト。「最高にうまかった！」 

2 枚をペロリ。      YJCC 代表 畑 和伸 

地域の話題    西３・６番町 ウォーキングを開催 
 

 私たちの会は、６０代から９０代までの会員がいて毎月第１木曜日がウォ

ーキングの日です。新型コロナウイルで大変な時期で３月から５月まで休ん

でいましたが、歩くことで心と体の健康につながるため６月から実施してい

ます。 

 ９月３日(木)ふれあいサロン「ゆこゆこ」に９時に８人が集合し出発です。 

          行く先は百合が丘の東外れにある「首切り地蔵」まで

で、百合が丘を縦断している緑道を東に向かい歩きは

じめました。 

 緩やかな坂を歩いていると緑道の緑や手入れされた 

綺麗な庭に心と体が癒されました。３０分ほどで目的 

地につくと「首切り地蔵」の小さなお社と由来を書い 

た看板がありました。 

  「昔ある夜、妖怪がでたため刀で切り付け翌朝見に 

 ゆくと首の切られたお地蔵さんがあった。」とのこと 

で祀っているそうです。 

 「首切り地蔵」を後にして東地区の各公園を散策しな 

がら帰路につきました。 

 約１時間のウォーキングでしたがとても楽しいひと時でした。 

西 3・6 番町 山麓会 

「稲刈り、またやりたい！」 
 

9 月 23 日(水)の 5・6 時間目、青蓮寺公民館前 

の百合小米作り体験田において 5 年生の稲刈りが、 

地域支援者 8 名の指導で実施されました。昨日まで 

の雨で田んぼは部分的に泥沼状態。足を取られなが 

ら大奮闘、1 時間で全て刈り取りました。自分たち 

で田植えをし、夏には草引きをした田んぼの稲が見 

事に実り、今日の稲刈り。米づくりの大変さを体験、学習しました。10 月

には、収穫したお米で、おにぎりパーティを開き学校支援者を招いてくれる

ようです。楽しみ！ 

百合小体験学習サポーター 


