
 
 

                         

       
 
 

            

ゆりがおか 

掲示板 ＜2020 年５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 24（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン ５月はお休み 

さわやかサロン ５月はお休み 

お茶べりサロン ５月はお休み 

ユリの木サロン ５月はお休み 

東５番町花水木の会サロン ５月はお休み 

防災無線通信テスト  10（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ ５月はお休み 

みんなの楽しい映画会  ５月はお休み 

配食サービス(ゆりの花) 未定 市民センター 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ歩こう会  ５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 ５月はお休み 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
５月はお休み 

親子サロン ５月はお休み 

育児サークル「キキ・プチ」 27（水） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 15（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル ５月はお休み 

 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 

２０１９年度 会計・資産管理及び業務監査を実施 
 

 ２０２０年４月１９日（日）に２０１９年度の会計・資産管理及

び業務監査が実施されました。監査内容はつぎの通りです。 

１．勘定帳と会計報告書の照合・確認 

２．預金・預貯金残高と金銭出納帳の照合 

３．資産の確認 

４．各部会が実施した業務内容の確認 

５．収益事業内容の確認 

 なお、監査結果については５月１７日に開催予定の定時社員総会

に承認を受けることになります。 
 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

第 13 回(第 10 期)、第 14 回(第 11 期)定時社員総会及び 

第 11 回地縁法人百合が丘東西地区自治会定時総会 

開催のお知らせ   

青空に田植えや茶摘みの景色が清々しい時候となりました。でも、今年

のゴールデンウイークは家庭で静かに過ごす日々です。 

さて、５月１７日（日）午前９時より定時社員総会を開催する予定です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の関係で定時社員総会の開催方法を変

更する可能性がありますので、ご承知ください。 

なお、開催方法の詳細が決まりましたら、新旧理事、新旧代議員、各自

治会内回覧でお知らせします。また、議案書は５月２日以降に理事、代議

員、各自治会（回覧用）にお渡しします。 
 

【日 時】令和２年５月１７日（日）午前９時～ 

【場 所】百合が丘市民センター 多目的ホール 

主な議題は、次の通りです。 
 

１．第１３回（第 10 期 2019 年度）定時社員総会 

【第１号議案】2019 年度事業活動報告、決算報告、会計・資産管理・業 

務監査の承認 

【第２号議案】会則変更の承認 

【第３号議案】2020 年度理事、代議員候補者の承認 
 

２．第１４回（第 11 期 2020 年度）定時社員総会 

【第１号議案】2020 年度事業活動方針、事業計画の承認、2020 年度 

予算報告 

休憩を挟んで百合が丘地区の第１１回地縁法人 百合が丘東西地区自

治会定時総会を開催します。議題は以下の通りです。 
 

１．第 11 回地縁法人百合が丘東西地区自治会定時総会（百合が丘地区のみ） 

【第１号議案】2019 年度事業活動報告及び決算 

【第２号議案】2020 年度事業活動方針及び予算 

【第３号議案】2020 年度役員 

【第４号議案】保有資産目録 

 本総会は代議員制を採用しています。第１３回（第 10 期 2019 年度）

定時社員総会は 2019 年度代議員、及び第１４回（第 11 期 2020 年度）

定時社員総会は 2020 年度の代議員の出席をお願いします。 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 事務局 

お詫びと訂正 
 

３月に配布致しました、『古紙回収令和２年度日程表』に一部誤り

がありました。 

内容については、下記の通りとなりますのでよろしくお願いいた

します。 
 

● 毎月第２・第４日曜日 百合が丘東２～８番町 
 

（誤） 令和３年２月７日・２１日 
 

（正） 令和３年２月１４日・２８日 

  

 

古着タオル回収一時停止のお知らせ 
 

毎月２回行っている、資源ごみの回収につきまして新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、古着タオルの回収が一時停止されるこ

ととなりました。回収再開の日程が決まりましたら広報等でおしら

せいたします。 

その他資源ごみは、通常通り回収させていただきます。 

雨でも回収しますので、ご自宅前にお出しください。 

皆様のご協力お願いいたします。 

 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」、カフェバルーン、 

配食サービス、ゆりバスの再開に関して 
 

新型コロナウイルス感染症の関係で４月２０日（月）～５月６日（水）

までの間活動を中止しています。ご利用の皆様には迷惑をおかけしていま

す。再開は５月７日（木）としていますが、感染状況ではさらに延びる可

能性があります。 

 再開日が決まりましたら、広報等でお知らせします。または、市民セン

ター（☎６４－６４６６）、ふれあいサロン「ゆこゆこ」（☎６２－７３６

６）に問合せをお願いします。 

「自然災害とも言える新型コロナウイルスから 

”生活と命”を守りましょう！」 
 

 今年１月から日本を含め世界中で猛威を振るっている”新型コロナウイ

ルス”。 
４月２５日時点で世界の新型コロナウイルスで亡くなった方は２０万

人を越えています。 

また、三重県下でも感染事例は４５件、内亡くなった方が１名と、決し

て他人事ではない状況です。ウイルスはどこにでも潜んでいると考え、私

たち一人一人が予防措置を取り「感染しない、感染させない」ことが最も

重要です！！一度感染すると、ご自身の苦しみはもちろん、ご家族や周囲

の方々にも多大な迷惑を掛ける事になります。  

現時点で有効な治療薬が無いことを踏まえ、 

 

 

 
★これらをしっかりと守り、ご自身の”生活と命”を守りましょう！ 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

安全防災防犯委員会委員長 田中 幹夫 

①手洗い・うがいの励行  ②マスクの着用 

③３つの”密”を避ける  ④不要不急の外出をしない 



 

 

令和２年度東２番町自治会長を仰せつかりました、阪田でございま

す。 

平成元年に、大阪から百合が丘に移り住んでから、３２年目になりま

すが、その間に班長職は幾度か努めてまいりましたが、今回初めて自治

会長を務めることとなりました。 

至らぬところも多々あると思いますが、各班長さんと協力しながら一

生懸命取り組んでいく所存でございます。 

皆様の支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。 

東２番町自治会会長 阪田 恵児 

 

『笑顔で むすぶよ つながりを』西 3・6 番町自治会のスローガン

です。四役で考え決めました。地域のご高齢の方々や子どもの皆さん

と共に日常生活を過ごしたい。そのつながりを結ぶのはお一人おひと

りの笑顔です。私も笑顔がでるよう努めます。 

 「新型コロナウイルス」と戦っておられるすべての方々を覚えたい。

私たちも手洗い、うがい、マスクや検温に努めたい。その影響で自治

会総会が中止となり、市のご担当のご指導により、委任状にて会員皆

様の承認をいただき 4 月、新自治会活動が始まりました。 

役員（四役＋協議会部会委員）19 名努力をします。ご声援、ご助

言お願いいたします。 

西 3・6 番町自治会会長 本吉 聰 

 

 

この度西 2・5 番町の自治会長に就任させていただきました山﨑で

す。 

百合が丘に住んで 25 年、初めて重責を担うことになり不安ですが、

少しでも恩返しが出来ればとおもっております。 

新型コロナウイルス感染問題で大変な時期ですが『(おはようござい

ます)のあいさつが飛び交うまち』を活動方針に思いやりと助け合うま

ちづくりを目指し班長さんの力をお借りしながら活動してまいりま

す。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

西 2・5 番町自治会会長 山﨑 伊津雄 

自 治 会 長 挨 拶 文 

令和２年度東３番町自治会長を仰せつかりました井戸本です。 

百合が丘に住んで３２年、安防副委員長３年間、班長を３回させて頂

き今回は自治会長の大役をさせて頂く事になりました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け総会・班長会議が中止になる波

乱含みのスタートを切ることになり、今後の自治会活動にも支障をきた

す恐れがあります。副会長・班長のご支援を得ながら一年間一生懸命自

治活動に取り組んで行く所存でございます。よろしくお願いします。 

東３番町自治会会長 井戸本 正和 

令和２年度の東５番町自治会長を務めさせて頂くことになりました

高木と申します。 

百合が丘に住所を定め約１６年、今回２回目の自治会長となります。 

改めて、初心に立ち返り、副会長はじめ１５名の役員の方々と協力し

ながら、共に自治会活動を盛り上げていきたいと思っております。 

自治会活動は、会員の皆様、各委員の皆様の協力があってこそ前に進

んでいくものと思っています。 

東５番町全住民の皆様との絆を深め、明るく住みやすい住環境にする

ことを目標に活動してまいりたいと考えております。 

また現在、地域づくり協議会の生活環境部会長も務めさせていただい

ておりますが、活動するなかで、これからの地域のことを考えると、若

い世代にも伝わるような活動、若い世代に参加していただけるような活

動が必要だと感じていますので、皆様の意見を頂戴しながら進めてまい

りたいと思っています。 

まだまだ未熟ではありますが、地域の発展のために精一杯務めさせて

頂きますので、ご協力をお願い致します。 

東５番町自治会会長  高木 久一 

2020 年度東８番町自治会会長を仰せつかりました岩森と申します。 

旧市内よりここ百合が丘に住居を構えて２３年になりました。 

その間に一度自治会会長を経験させて頂き、今回二度目の自治会会長

を務めさせて頂く事となりました。しかしながら前回からかなり時間が

経っており不安な面がありますが、これから一年間この東８番町を安

心、安全で住みやすい町になる様、地域住民の皆様、役員の皆様のご指

導、ご協力を頂きながら全力を尽くさせて頂きます。至らぬ事が多々あ

るかと思いますが宜しくお願い致します。 

東８番町自治会会長 岩森 正英 
 

 

 

本年度、西４番町自治会長を務めさせていただくことになりました

杉森です。 

昨年度は副会長として田中会長と共に、より良い自治会を実現する

ため、住民の皆さんのご協力をいただき、いろいろな調査・改善を行

ってきました。 

今年もその活動を継続し、全ての世代が気持ちよく暮らせる地域づ

くり、またコンパクトな自治会運営を目指し活動して行きたいと思い

ますので、皆さまのご支援・ご協力をお願いいたします。 

西４番町自治会会長 杉森 和博 

令和２年度、東４番町自治会長を務めさせて頂く事になりました吉村

です。百合ヶ丘に住んで 15 年が経過しましたが、前回は妻が自治会活

動に取り組みましたので私自身は、自治会役員の経験もなく、全く初め

てで会長役をさせて頂く事になりました。 

 未だ不安でいっぱいですが、新役員と共に自治会活動に一生懸命取り

組んでいきたいと思います。また地域の皆様には、至らぬ点でご迷惑を

掛けてしまう事もあるかと思いますが、新役員共に一年間宜しくお願い

致します。 

東４番町自治会会長 吉村 和己 

 
 
 

 ＜４月度実績＞ 

通常パトロール 昼３回 

●各巡回とも特に異常なし 

歩こう会 

（健康づくり部会） 

４月の目標達成者 

（毎月２５日締切） 

久保 良子 様 （東 9） ２２回 

春本 幸子 様 (西 3)  4回 

斉藤美代子 様 (西 3) 44回 

吉田満津江 様 (西 3) 37 回 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

協力者を募集中です！ 

 
 

臨時理事会開催 
４月２５日(土)新型コロナウイルス感染症の関係で審議事項の資料を

配布し、書面による理事会としています。 

議題は次の内容となっています。 
《審議事項》 

１．第１３回（第１０期）定時社員総会議案書安の承認 

（１）２０１９年度事業活動報告 

（２）２０１９年度決算報告 

（３）２０１９年度監査報告 

（４）会則変更 

（５）２０２０年度理事候補者・監事候補者 

（６）２０２０年度代議員候補者 

 

 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  –４月度理事会の議題の報告- 
 

４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２２

名出席、７名欠席でした。 

【日時】４月１１日（土） 午後７時３０分～９時３０分 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

《審議事項》 

（１）会則変更案の決議(理事会構成と監事の選任・任期の２箇所) 

（２）2019 年度決算案の報告と 2020 年度事業活動方針案・事業計画及び 

予算案の承認 

（３）百合が丘総合スポーツクラブとの使用賃借契約更新について 

《報告事項》 

 （１）令和 2 年度役員候補者(執行役員ほか)について 

 （２）総会までの日程 

（３）名張市太陽光発電設備の設置に係る手続き等に関する条例 

（４）決算監査について 

（５）各部会報告 

（６）その他 

昨年初めて、自治会の班長をさせていただき、今年は自治会長をさ

せていただくことになりました。           

何分初めてのことなので関係者各位のお力をお借りして職務を果た

していきたいと思っております。 

 特に防災については自分自身についても同様、皆さんの防災意識向

上にお役に立てればと願っております。 

 足りないことが多々あると思いますがよろしくお願い致します。 

東６・７番町自治会会長 柏木 利行          


