
 
 
  

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 10（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
27（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 6,27(金) 10:00～11:30  

育児サークル「キキ・プチ」 4,18（水） 10:30～17:00 東第３集会所 

 20（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 30（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 7:50～8:15 百合小校門前 

クリーンゆり 22（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 27（金） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 5,19（木） 10:00～ 東第 3 集会所 

お茶べりサロン 9（月） 10:00～ 西第 2 集会所 

ユリの木サロン 17(火),6,20(金)  14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン 2,16(月) 9:30～11:50 東第 2 集会所 

防災無線通信テスト  1（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 7(土) 9:30～11:30 市民センター 

みんなの楽しい映画会  28(土) 10:00～11:30 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 4,11,18,25(水) 市民センター 

ノルディックウォーキング講習会  ３月はお休み 

 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０２０年３月２８日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [コウノトリ大作戦！] 

ワーナーブラザーズ映画 上映時間８６分         
 

コウノトリが赤ちゃんを運んで来る…これは昔のお話。現代のコウ

ノトリのお仕事は、いろんな商品を届ける宅配便社で赤ちゃんの配達

は禁止されていた。そんなある日、宅配便社に「赤ちゃん申込書」が

届き配達する赤ちゃんが誕生してしまった。配達員のジュニアが赤ち

ゃんを依頼者に届ける決心をするが… 
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。 
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ゆりがおか 

防災アンケート及び名張市総合防災訓練の報告 
 

地震・豪雨等の災害はいつ発生してもおかしくない状況です。政府の地震調

査委員会によると南海トラフ地震が今後３０年以内に発生する確率は２６％

となっており、非常に高い確率になっています。日頃から防災意識を高めてい

ただきたいと思います。防災の基本は自分の身は自分で守る自助と家庭内、ご

近所及び地域内での助け合いをする共助が基本です。また、災害が発生したと

き自宅避難ができるように日頃の準備をお願いします。 
 

1．防災アンケートの報告 

遅くなりましたが８月に実施しました防災アンケート１８０３件の回答を

いただきありがとうございました。当地域はできるだけ自宅避難がきるように

お願いしておりますが、アンケートではつぎのような回答になっています。 
 

（１）家具固定、ガラスの飛散防止などまだまだ実施されていないご家庭があ

ります。家具の固定方法及びガラスの飛散フィルムの貼り方がわかないご家庭

がありましたら、協議会（市民センター）にご相談ください。 

・家具の転倒防止策をしたいがよく分からずにできていないとの回答が 

２７．７％ 

・ガラスの飛散防止フィルムを貼っていないとの回答が２５．７％ 

（２）食糧備蓄、飲料水の確保はアンケートでも最長３日となっていますが、

最低でも７日程度が必要と思われます。 

・食料の備蓄は２～３日分を備蓄されている回答が６１％ 

・飲料水の確保は１～３日分を確保されている回答が６４％ 

 なお、その他のアンケートの回答状況、詳細については各自治会長、安防委

員の方にお渡ししてあります。 
 

２．名張市総合防災訓練の報告 

昨年１１月１６日に実施した名張市総合防災訓練の際に当地域の各自治会

でご協力いただいてアンケートを実施しました。１７６件の回答をいただき名

張市で集計をした結果です。その他のアンケートの回答については各自治会

長、安防委員の方にお渡しします。 
 

（１）防災の取り組みで力を入れている回答では「個人・家庭での防災対策」

との回答が７５％です。当地域が取り組んでいる自助、共助（家庭内、地域内）

の意識が表れていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）どのような訓練が必要かについては、避難訓練、安否確認、避難所運営

訓練が必要との回答でした。当地区は一次避難地への避難訓練と安否確認訓練

を重点においた訓練を実施していますので、継続して取り組んで行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 安全防災防犯委員会は地域の皆さんが安心安全に生活できるよう取り組ん

でいきます。この為には、地域の一人一人が防災意識を持っていただくことが

必要だと思います。              安全防災防犯委員長 松田 

青蓮寺湖駅伝 ブルーリリーズ混成の部 6位 
 

2 月 23 日(日)第 34 回青蓮寺湖駅伝競走大会が、73 チームの参

加で開催されました。31 チームがエントリーした混成の部に、この

地域から「ブルーリリーズ」が出場しました。地域を代表する各ラン

ナーは、ベストな走りを見せ地域応援団の声援の中、見事タスキをつ

なぎ 6 位でゴールしました。 

今大会も、大会本部からの要請で、百合が丘こども和太鼓隊“結”

が力強い太鼓の演奏で、全ランナーに声援を送り会場を一層盛り上

げました。出場頂いた選手の皆さん、応援に駆けつけていただいた地

域の方に心からお礼申し上げます。 

ブルーリリーズメンバー【①松山秀一/②金藤康昭/③森脇洋百合小

校長/④小泉憲治/⑤岡田須美枝】タイム 57:40 
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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２５名の内２3 名出席でした。 

【日時】２月８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】 

〈住民説明〉 

  西５番町に特別養護老人ホーム建設計画 

《審議事項》 

 （１）会則変更案２箇所の説明 

（２）代議員選出規程の変更（説明文の変更）‐‐２月理事会 

 《報告事項》  

 （１）令和２年度役員候補について 

 （２）総会までの日程 

（３）代議員候補者選任依頼 

（４）令和２年度事業計画・予算立案方針について 

（５）地域功労者の推薦‐‐３月末までに 

（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！ 

 

＜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 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

 
 

 
 

 

２月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

 
 

森川 三男 様 （東 3） 87 回 

林  基子 様 (東 3) 23 回 

林  睦雄 様 (東 3) 23 回 

 

歩こう会 
（健康づくり部）

会） 

地域の話題 

第２回ウォーキングのご案内 
 

寒さも緩み梅の花も綺麗な季節になってまいりました。 

平素は百合が丘シニアクラブ連合会の活動にご協力賜り誠にありがとうご

ざいます。 

さて、本年度は交流部会におきましてウォーキングを開催させて頂くこと

になりました。健康は足腰から弱ると言われていますが、ウォーキングをす

ることで健康が維持でき、また青蓮寺の地域をおしゃべりに花を咲かせなが

らのんびり歩くことで親睦がより深まると共に心も体もリフレッシュするこ

とが出来ます。 

 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 尚、一般の方のご参加も大歓迎ですのでお誘いあわせの上ご参加下されば

幸いです。 

【日 時】 令和２年３月２３日（月）午前９時００分～12 時 

（集合時間 ８時３０分を厳守願います） 

【集合場所】 東第３集会所（イチョウ公園） 

【持ち物】 飲料水・タオル・帽子・履き慣れた靴（スニーカー等） 

※雨天の場合は東第３集会所にて「よくばり青春体操」等を行います。 

※ウォーキングコースは当日にご説明いたします。 

【連絡先】 交流部部長 津田末子 ☎６４‐５４０３ 

百合が丘シニアクラブ連合会 

避難所開設訓練を実施！！ 
 

 ２月２日（日）に百合が丘小学校の避難所開設訓練を 

実施しました。 

今回の避難開設訓練は安全防災防犯委員会メンバーが 

主体で行いました。初めて経験する方が多いため避難所 

の責任者が手順を説明しながら実施しました。避難所責 

任者も多少戸惑う場面もありましたが、無事訓練を終了 

することができました。また、課題も多く見つかり、来 

年度に実施する訓練に生かして行きたいと思います。 

今回の訓練には三重防災コーディネーター 防災メッ 

センジャー名張にもご協力いただきました。 

 

「地域功労者表彰」の公募について 
 

この制度は、青蓮寺・百合が丘地域を支えるボランティア活動や地域社

会に貢献する活動を通じて、他の模範となる善行を積まれた功労者を表彰

するものです。この対象は概ね５年以上にわたり、公道・公園・集会所な

ど公共の場の清掃活動や、青少年の育成、見守り、安全防災活動などを実

践されて地域の活力づくりに貢献された、個人又は団体を対象としてお

り、３０年度の一般公募をします。公募は自治会長の推薦が必要です。 

 「推薦書」は市民センターにありますのでお問い合わせください。なお、

公募締切は３月末となっています。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

ノーマルタイヤ交換サービスの実施 
 

ノーマルタイヤに交換する時期になってきました。協議会で住民サービスの

一環でタイヤ交換サービスを昨年に引き続き試験的に実施します。タイヤ交換

サービスを希望される方は百合が丘市民センターまで事前にお申込みくださ

い。下記の条件を確認していただきお申込みください。 
 

【事前申し込み先】 3 月 9 日(月)より受付を開始いたします。 

百合が丘市民センターまで電話又は窓口にて 

お申込みください。（☎６４－６４６６） 

※申し込みをいただいたときに交換日時をお知らせします。 

【利用条件】 ・ホイル付のタイヤ交換のみ（ホイルが付いていないタイヤは交換 

できません） 

・交換可能な車種は軽自動車、1,300CC までの乗用車。 

・60 才以上の方および障害をお持ちの方 

【場 所】 百合が丘市民センター 

【価 格】 １台 １，１００円 

【交換時間】  ３０分～４０分程度（車種によって多少交換時間が前後 

します） 

【その他】 タイヤの空気は入れますが、後日スタンド等で空気圧を 

ご自身で確認をお願いします。 

また、タイヤ入替中及び入替後に発生したトラブルは責任を負うことができま

せんので、ご理解いただきご利用ください。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

第 12回「百合小こどもクラブ」活動報告 
“力を合わせて大成功‼” 

 

２月１日(土)、今回は「百合小こどもクラブ」恒例行 

事の『なが～い巻きずし』を行いました。今年は昨年の 

71.7m を超す 75m に挑戦です。75m ってどの位？単 

純に言いますと小学校のプール 1 往復半(笑) 

こども達・保護者・地域の協力者・サポーター合わせ 

て 260 人が一丸となって巻き上げました。力が一つに 

なるって凄いことです。今年もまた目標を超す 76.82 

m を巻き記録を果たしました。 

“あれっこわい認定書 1 号-④”を 

亀井市長さんから頂き万歳三唱です。 

来年は 80m に挑戦で“あれっこわ 

い認定書 1 号-⑤”を獲得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、３月７日(土) 

修了式・皆勤賞の授与式(41 名)体力測定・活動記録のム 

ービー鑑賞会をおこないます。 

「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

  

美濃加茂市を訪問 
 

２月１６日(日)に美濃加茂市古井地区に当協 

議会の活動を紹介して欲しいとの依頼があり訪 

問しました。古井地区の人口は約８，３００名の 

地区であり、これからまちづくり協議会を立ち 

上げして行こうしている地域です。 

昨年５月１０日に当地域を視察され、古井地 

区の方にも講演をして欲しいとの依頼があり、 

訪問しました。 

「住み続けたい、住んでよかったというまちに 

していこう」「地域で解決できることは地域で解 

決していこう」との目標を掲げ、地域の方約１０ 

０名に当地域の取り組みを聞いていただきまし 

た。今後当地区の取り組みを参考にして地 

域ビジョンを作成し、まちづくり協議会を立ち 

上げるとのことでした。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

青色パトロールの総会が行われました 
 

２月１８日(火)に青色パトロール隊員の総会を実施しました。 

総会は年間活動報告と来年度に向けた活動について報 

告がありました。なお、青色パトロールは地域の安全、 

安心を守るため、地域ボランティアの方が下校時間(１４ 

：３０頃から)に合わせて地域をパトロールしています。 

現在２２名のボランティア隊員が毎週２～３回地域を 

巡回しています。 

青色パトロールの隊員を募集しています。 

詳細は百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）までお問合せください。 

 青色パトロール隊長 久保 郁夫 

自然から学ぶ “天体観測会”開催 
 

 夜空に浮かぶ大きな月（スーパームーン）を市民センターで見ませんか。申

し込みは不要ですので、自由に参加してください。雨天・曇りの時は中止しま

す。問合せは百合が丘市民センター（☎６４－６４６６）までお願いします。 
 

【日 時】４月８日（水） １９：００～２１：００ 

    （１）１９：００～１９：２０ 多目的ホールで説明 

    （２）１９：２０～２１：００ 市民センター前で観察 

  説明及び観測の指導は西１番町 川端 孝幸さんです。 

 主催 百合が丘市民センター 

協力 地域づくり協議会 


