
 
 

                      

 

  

       
 
 

            

ゆりがおか 

掲示板 ＜2020 年７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） 8:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 24（月） 13:30～ 西第 2 集会所 

さわやかサロン 2,16（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 ７月はお休み 

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 4（土） 9:30～ 市民センター前 

みんなの楽しい映画会  ７月はお休み 

配食サービス(ゆりの花) 1,8,（水） ※7/15～9/9 までお休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 ７月はお休み 

 

発 行：一般社団法人青蓮寺･百合が丘地域づくり協議会 
  
連絡先：百合が丘市民センター 
 

TEL６４－６４６６  FAX６４－６４６７ 
E-mail yurigaoka-ko@emachi-nabari.jp 

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 14（火） 10:00～12:00 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
31（金） 10:00～12:00 東第３集会所 

親子サロン 3,17（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」 1,15（水） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 17（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 27（月） 10:30～13:30 東第３集会所 

 

第２はなの里(仮称)テニスコートについて 
 

地域内のテニスコートはこれまで「ゆこゆこ」テニスコートでし

たが、８月より新たに「第２はなの里(仮称)」テニスコートを開設し

ます。開設する目的はテニスを通じて当地域のたくさんの方が、笑

顔でだれしもが生き生きと、毎日楽しく健康で過ごしていただく事

を目指して開設します。テニスコートの概要は以下の通りです。 
 

【テニスコート名】 「第２はなの里(仮称)」テニスコート 

【所 在 場 所】 名張市百合が丘西５番町２番地 
（旧アマノ研修センター） 

【コート詳細】 オムニコート ２面 

【利 用 時 間】 午前９時～午後５時 

【そ の 他】 利用開始日は８月の予定をしています。 

申し込み開始日、方法、利用料金、利用方法の詳 

細は７月中旬に自治会回覧をします。 
 

青色防犯パトロール活動の現況報告 
 

 百合小校区防犯パトロール隊は、平成 18 年 12 月に活動を開始し、百合が

丘・南百合が丘・青蓮寺地域内及びその周辺の犯罪発生抑止、地域住民の防犯

意識の向上に努め子ども達の安全を守ることを目的として、現在 23 名の隊員

で青パト活動を行っています。” 高齢者集団ですが、まだまだ元気です! ” 

1 ) パトロール場所は、百合小校区内及び赤中通学路を ①百合が丘東地区と赤

目中学 ②百合が丘西地区・青蓮寺・南百合が丘と赤目中学の２地区に分けて、

10 回/月を目標に２地区を交互日運行とし、午後の約１時間の行程です。 

2) パトロールの乗務体制は、コロナ禍までは 4 名/班体制での運行でした。た

だ 、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、3/12 首相の全国一斉休校表

明で皆さんの生活が一変し、小学校なども休校、再開などの繰り返しで、青

パト活動も同様に休止、再開などの対応をとってきたところです。 

3) 今一番苦慮しているのは、コロナ禍の『３密』回避です。5/4 の全国緊急

事態宣言の延長で「新しい生活様式の徹底」の提言を受け、4 人/班体制を６

月から試行的に 2 名/班体制で運行をしています。マスク着用は必須で車両

の窓を全開にしての運行です。ただ、ローテーション配置の中、1 名の乗務

欠員がでれば青パトの運行はできません。(１名での青パト乗務は危険です) 

なんとか 23 名の隊員で運休しないよう人員のやり繰りをしているのが現状

です。地域の皆様のご協力を引き続きお願い致します。隊員を募集していま

す。           百合小校区防犯パトロール隊 隊長 久保郁夫 

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。 

調理担当は毎月１回午前８時３０分から 

午後１時３０分頃までの活動になります。配達担当は午前１１時か

ら午前１２時頃までの活動となります。 

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。 

なお、７月１５日～９月９日の間は配食サービスはお休みです。 

 
～きれいな「ゆり坂」になりました～ 

 

通常であれば、６月２１日(日)は全住民の皆様の 

ご協力をいただいての「一斉清掃」でしたが、コロ 

ナウイルス感染症の影響により中止となり、地区の 

玄関口である「ゆり坂」の清掃活動が出来ない状況 

でした。そんな時、「チームクリーンゆり」の有志 

の方々から声があがり、６月２２日(月)、２３日(火) 

の２日間をかけて、ゆり坂の清掃(両側の生垣剪定を 

含む)作業を実施していただきました。 

特定の方々に負担を強いてしまうような形になり、 

申し訳なく思っております。また、暑い時期での作 

業に心より感謝申し上げます。一斉清掃が中止にな 

った段階で、部会(協議会)として、他に何か手立て 

はなかったのか、住民の皆様に呼びかける方法はとれなかったのか、等々、色々

と反省しないといけないと感じています。この先、秋の一斉清掃がどうなるか

わかない状況ですが、この事実を重く受け止め、これが当たり前にならないよ

うに考えていきたいと思っています。ご参加いただきました有志の皆様、本当

にありがとうございました。心より御礼申し上げます。 

生活環境部会長 高木 久一 

   

平素は地域の安全防災防犯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。 

現在、毎年お手数をお掛けしております「緊急時家族連絡簿」と「防災アン

ケート」についてプライバシー保護や内容の見直しを行なっています。出来る

だけ分かり易く、お手間をお掛けしないように改定します。改定が出来ました

ら８月に実施させて頂く予定です。 

「緊急時家族連絡簿」は、皆様が万一災害などに巻き込まれた場合にご家族

やご親戚など関係者の方に素早く連絡するために、大変重要なものですので、

ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。保管は厳重に行ない、目的以外で開

封することはありません。 

 今回の更新を機に、ご家族やご親戚との連絡方法の再確認を行い、万一に備

えて頂ければと思います。 

 また「防災アンケート」は、防災･減災について各ご家庭で”出来ていること”、”

出来ていないこと”、”出来ていないことをいつやるか”、などを話し合って頂く

機会にすると共に、大規模災害への備えを実施して頂くことを目的としており

ますので、こちらの方も併せて宜しくお願い申し上げます。 

安全防災防犯委員会委員長 田中 幹夫 

百合小こどもクラブからのお知らせ   
 

 新型コロナウイルス感染症の関係でクラブの活動予定が不確定となり、地域

の皆さんにご迷惑をおかけしております。７月よりクラブの開催連絡を（一社）

青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会のホームページ（ＨＰ）で確認いただける

ようになります。ＨＰの「お知らせ」でクラブ開催・中止、連絡を掲載します。

次に示すＵＲＬまたは名張市のＨＰ地域づくりポータルサイトから見ることが

できます。ご活用ください。 

 http://www.emachi-nabari.jp/syourenji-yurigaoka/ 

 

「みんなの楽しい映画会」のお知らせ 
 

みんなの楽しい映画会は、７月はお休みです。 

８月以降の開催については、「広報ゆりがおか」でお知らせいたします 



 

 

（健康づくり部会） 

歩こう会 

６月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

森   省蔵 様 (東５) 24回 

岩瀬  恭子 様 (東６)   1回 

 
 
 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜６度実績＞ 
通常パトロール 昼８回 
●各巡回とも特に異常なし 

― 安全防災防犯委員会 ―    委員長 田中 幹夫 
 

当委員会では地域の安全･安心を確保するために、次に掲げている活動

を各自治会や消防団、百合小や関係施設･団体と連携して推進していま

す。 

＜防災･減災＞今後３０年以内に発生が予測されている”南海トラフ”を

中心とした M９を越える超巨大地震や、異常気象による”集中豪雨”な

どに備えた取組みを実施し、災害に強い地域づくりを目指しています。 

①当地域では大規模災害が発生した場合、”在宅避難”を推奨しています。 

そのために、在宅避難をした時の安否確認を安全に確実に行なう自助･ 

共助の在り方、在宅避難を行なうために必要な事項の周知を行なって 

います。 

②名張市指定避難所の開設訓練や運用訓練を行ない、避難してきた人た 

ちが主体となり開設から運用までを実施できる仕組みを整備中です。 

③他地域からや観光客などを含めた”広域避難”への対応も検討中です。 
 

＜防犯＞子どもから高齢者まで全ての住民の皆さんが、安全･安心に暮ら

せる地域を目指した活動を推進しています。 

①定期的に「青色パトロール」での地域巡回による見守りと犯罪抑止活

動を実施しています。 

②登校時間帯の午前８時頃と下校時間帯の午後３時頃に庭先に出て頂き 

子どもたちの見守りをお願いしている「８･３運動」を継続推進と啓蒙 

活動を実施しています。 

③百合が丘小学校と連携して下校時の見守り活動を実施しています。(１ 

学期のみ) 
 

― ビジョン特別委員会 ―      委員長 川岡 均 
 

青蓮寺・百合が丘地域の「地域ビジョン」は、平成２３年９月に第一次

が策定されました。その後、協議会の様々な事業を通して着実に推進され

てきました。 

１０年という期間の中で社会情勢は大きく変化し、複雑化してきました。

これらの変化に着実に対応するとともに、より活性化した地域づくりを行

う観点から見直しを行うこととしました。 

令和元年度と２年度の２か年に亘り代議員からのアンケート、先進地

視察、これからの世代を担う若者たちの意見等を参考資料とし、ビジョ

ンに盛り込むべき重点項目(少子高齢化社会に対応した福祉の充実、防災

意識の醸成と安全安心の住環境の整備、地域コミュニティの活性化、就

労場所の確保)に照らし、基本目標、基本方針を中心に夢のある地域を目

指し、第二次ビジョン策定に向け、１０名のメンバーで話し合いを進め

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 

各部会、委員会の紹介 
 

協議会には４つの部会、２つの委員会があります。部会・委員会の活動

をご紹介します。なお、部会長・委員長については広報「ゆりがおか」６

月号をご覧ください。 

２０２０年度の部会・委員会の活動計画については地域内の回覧又は市

民センターで見ることができます。 
 

― 生活環境部会 ―           部会長 高木 久一 
 生活環境部会は地域がきれいで住みやすい環境にするための様々な活動をし

ています。毎年６月、１１月に実施されるゆり坂一斉清掃、空き宅地の除草（委

託作業）、公園の除草（有償ボランティア作業）、地域の方の協力をいただき外周

道路の清掃、クリーンデイの推進、市民センター周辺の環境整備等々の活動を行

っています。特にゆり坂の一斉清掃は地域の方の協力をいただいて実施していま

す。地域外の方からもきれいに剪定され気持ちが良いとの感想のことばをもらっ

ています。 
 

― ふれあい交流部会 ―         部会長 斉藤 勲哉 

 ふれあい交流部会は地域の方々がふれあいできる場を提供する活動を実施し

ています。特に夏祭り（今年は中止になりましたが）は準備段階から多くの方に

ご協力していただき、毎年２０００名を超える方が参加し盛大に開催していま

す。特に夏祭りは地域の住民同士のコミュケーションが生まれています。今年は

新型コロナウイルス感染症の影響で夏祭りが中止になりましたが、秋以降地域の

方がふれあえる場をできないか検討していきます。 
 

― 教育文化部会 ―            部会長 橋本 健 
教育文化部会では、地域の子どもは地域で育て、かつ安全安心を守り、また、

地域住民の交流の場づくりの活動を行っています。 
 

１．子ども対象事業 

(１)百合小こどもクラブ…文部科学省から名張市を通じての委託事業として放課 

後子ども教室を原則毎月 1 回の活動として、主なものは地域内オリエンテー 

リング、水遊び大会、長い巻きずしチャレンジなどがあります。 

(２)百合小学習支援    

①ほめほめ隊…学校(学習)支援事業を行っています。 

⓶体験学習…子どもたちに農作物の育成から、水やり、食べることの体験を通 

じて、食物のありがたさ、従事者への感謝と食育を学んでもらっています。 

(３)通学合宿･･･6 年生を対象に市民センターで宿泊し、買い物を行い、食事作 

り、掃除などを行い、集団生活を送る中で、リーダー研修も実施しています。 
 

２．地域住民対象事業 

(１)吹奏楽合同演奏会…赤目中学と名張青峰高校の合同演奏会として地域の学 

校との協働活動推進と交流を図っています。 

(2)クリスマスフェスタ…地域交流のイベントとして実施しています。 
 

 以上の活動を毎年行っていますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で

中止せざるを得ない状況にあり、７月から感染症対策を十分に行い百合小こども

クラブを行います。また、百合小学習支援の体験学習のみ例年通り行っています。 
 

― 福祉健康部会 ―          部会長 吉田 幸子 
 春からは、新型コロナウイルス感染防止対策のため、当地域の活動も静まり返

っていました。ようやく活動再開となりましたが、従来と違い「命と健康」を第

一に考えた活動となります。 

 部会では、まちじゅう元気プロジェクトが年間計画を作成し、毎月内容を詳し

くチェックしながら協力体制を進め実行しています。 

①高齢者サロン、シネマサロンでは、まちの保健室と民生児童委員の方々が大活 

躍で、月ごとの趣向をこらした内容豊富なメニューで、手先を動かしおしゃべ 

りすることが脳トレになっています。 

⓶子育てサロンは、こども支援センターの先生やまちの保健室、ボランティアの

方々といっぱい遊び、幼児の成長を見守っています。 

お母さんにとっては、情報交換の場であり育児の悩み相談の強い味方です。 

③市民センターでは、９月に聴いて納得、家庭円満！言葉の宝庫「林みち子さん 

の子育て講演会」を予定しています。 

⓸健康寿命延伸のために、ラジオ体操、青春体操、スクエアステップ等の日々の 

努力結果を数値で確かめられる「体内組成がわかるインボディ測定会」も企画 

しています。 

 今年度も地域の皆様に好評な行事を予定していますが、やむを得ず中止となる

場合もありますので、ご了承お願い致します。 

ご自身や大切な家族、友人の「命と健康」を守り健やかな生活を過ごしましょう。 

YJCC とジュニアサポーターの研修会 
今年度の活動計画を高校生の進行で検討 

 

6 月 14 日(日)YJCC(百合が丘ジュニアキャ 

ンプカウンセラー)と百合小こどもクラブジュ 

ニアサポーターの 2020 年度第 1 回合同研修 

会が 5 か月ぶりに開催されました。 

参加したのは、今年度からメンバーに加わっ 

た中学 1 年生 7 名と高校 3 年生から中学 2 年 

生までの 8 名、地域支援者の 4 名。自己紹介 

の後、それぞれが事前に考え持ち寄った「困っ 

ていること」「やりたいこと」「共有したいこと 

」をテーマに、3 名の高校生が進行役となりま 

とめていきました。「みんなが元気になるイベ 

ントを企画したい。」「地域の環境整備を考えた 

い。」などこの地域で育った彼らの発言を頼もしく感じました。出された

意見をまとめて、今年度の活動計画案を作成し、次回の会合で決定の予

定です。 

「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。 
 

『ほめほめ隊』活動報告 

百合小体験学習 ぶどう畑で袋かけ作業 
 

6 月 20 日(土)3 年生が「ぶどう学習」の一環として青蓮寺・山口繫

一さんのぶどう畑で袋かけ作業を行いました。 

今年は新型コロナにより今回が初めての学習となりました。そこで、

ぶどうの花が咲き、実がつき、種なしぶどうにするためのジベレリン処

理がすんだところまでの説明を受けました。 

その後、一人 5 枚の袋を自分の選んだブドウの房に袋をかける仕事を

体験しました。願い事と自分の名前を書いた袋をかけ「大変楽しかった」

とのことです。 

山口さんは「袋をかけると虫がつきにくく、病気にもかかりにくく、

大きくなる…」等の説明もしてくれました。そして学校に戻り今日のこ

とを画板を使い絵を描いたそうです。   

8 月には保護者と収穫祭を楽しみます。 

教育文化部会 学習支援コーディネーター 奥本 祥 


