
 
                         

        

 
 
 
 

          

ゆりがおか 

掲示板 ＜202１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 7:50～8:10 百合小校門前 

クリーンゆり 28（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン 26（金） 13:30～ 西第２集会所 

さわやかサロン 4,18（木） 10:00～ 東第３集会所 

お茶べりサロン 8（月） 10:00～ 西第２集会所 

ユリの木サロン 16(火), 5,19(金 )  14:00～16:00 東第 2集会所 

東５番町花水木の会サロン ３月はお休み 

防災無線通信テスト  7（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 6（土） 9:30～ 市民センター前 

みんなの楽しい映画会 27（土） 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 3,10,17,24（水） 市民センター 

 

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 
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百合小校区 
防犯パトロール隊 

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。 

※令和３年度の年間日程表は３月中旬に各戸配布いたします。 
 

 
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】 

3 月 6，20 14，28 

４月 3，17 11，25 

 

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 9（火） 10:00～11:30 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
26（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 19（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」 3,17（水） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 19（金） 10:30～14:00 東第３集会所 

プチスマイル 22（月） 10:30～14:00 東第３集会所 

 

２月の目標達成者  
（毎月２５日締切） 

 

齋藤公太郎 様 (西３) 32回 

齋藤美代子 様 (西３) 47回 

 

歩こう会 

＜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 

青色防犯パトロール隊の総会 (令和 2年度) を開催 
 

去る 2 月 18 日(木)に青色防犯パトロール隊の総会を行いました。 

令和 2 年度の活動報告ではパトロール時、特に問題となる出来事はありません

でしたが、まさに新型コロナに翻弄された 1 年でした。4 月の全国緊急事態宣

言の発出並びに学校の休校に伴い、青パトの休止・再開の繰り返し、また 6 月

から『3 密』回避で、今現在も人的に少し厳しい暫定の運行乗務 2 名/班 体制

です。【令和 3 年 1 月 8 日から 3 月 7 日を目途に、「第 3 波」の感染拡大に伴 

い、首都圏・関西圏などに緊急事態宣言の再発出中 

(2/20 時点 )】令和 3 年度の活動体制は、新型コロナ 

ワクチンの先行接種 (副反応の有無などの確認) が既 

に始まっており、このワクチンで今後コロナ感染症の 

収束が確認されるようであれば 乗務 2 名体制/班を従 

前の乗務 4 名体制/班に戻し、人的にも余裕のある乗務 

体制で地域の安全・安心を守る青パト活動 を行いたい

と考えています。地域力の 8・3 運動と協働で!        

百合小校区防犯パトロール隊長 久保 郁夫 

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２４名の内２２名出

席でした。 

【日時】２月１３日（土） 午後７時３０分～８時 4０分 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

《報告事項》 

（１）定時社員総会までの日程連絡 

（２）「会則等見直し検討特別委員会」からの報告 

（３）市民センター事務員採用のお知らせ 

（４）第２次地域ビジョン、素案への意見と案について 

（５）第４はなの里、第５はなの里、ふれんど百合、工事期間延長の 

お知らせ 

（６）一時避難地看板作成費用報告 

 （７）令和３年度事業計画・予算案の説明 

 （８）各部会報告 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０２１年３月２７日(土) １０：００～１１：４０ 

【場 所】 百合が丘市民センター・会議室 

【作 品】 [劇場版・どうぶつの森]   上映時間１時間４０分 
 

人間のこども“あい”がどうぶつと一緒に暮らせる「どうぶつ村」に夢を探し

て引っ越しして来た。村で出逢った様々な住人、また出来事と共に“あい”は夢

を見つけていく。これは、“あい”が「どうぶつ村」で過ごした１年間の成長物

語である。 

★ニンテンドースイッチで大人気ゲーム‼‼ 

今回上映の[劇場版・どうぶつの森]は、2006 年東宝系で公開されたものです。

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご参加ください。        

 ※コロナ感染症予防のため、換気・マスク着用・検温・手の消毒を徹底します。 

※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「百合小こどもクラブ」 

三重とこわか国体ホッケ－競技 

成年種別強化指定チ－ム「三重クラブ」活動ご挨拶 
 

ひかる汗 心ひとつに とこわかへ 

今秋、三重国体において名張市で実施されるホッケ－は日本国内では余り知ら

れていない競技ですが、発祥の地であるイギリスを始めとするヨ－ロッパでは非

常に人気が高く、サッカ－同様に１チーム 11 人で行う球技であり、カ－ボン製

のスティックを使用する点が最大の特徴でパワ－とスピ－ 

ド感溢れる魅力的なスポ－ツです。 

コロナ禍により心が晴れない昨今ですが、とこわか国体 

では、皆様からのご支援に応え、活躍する姿をお見せし、 

百合が丘地域は勿論、名張市の皆様に明るいニュ－スを届 

けられるよう、はなの里スタジアムで心ひとつに精進を重ねて参りますので、ト

レ－ニング中の選手を見掛けた際は叱咤激励を頂戴出来れば幸いです。今後とも

ホッケ－を通じて百合が丘地域の発展・活性化の一助になるべく全力を尽くして

参りますので、活動全般へのご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

開催期間：2021 年 9 月 30 日～10 月 4 日 

開催会場：はなの里スタジアム、メイハンフィ－ルド 

三重県ホッケ－協会理事 塩澤博明 

名張市ホッケ－協会会長 川上 潤 

第８回「百合小こどもクラブ」活動報告 
“寒さなんかに負けないぞ！！” 

 

2 月 6 日(土) 本来なら 2 月の「百合小こどもクラブ」の活動は[なが～い巻

きずし]に挑戦なのですが、今年はコロナ感染症予防のため中止です。大人数で

の室内活動が難しいので野外とチョッピリ室内を利用して、[みんなの楽しい体

力測定]を行いました。握力測定・50m 走・上体起こしなど 10 種目の測定を

行い、こども達の 6 年間の成長を各自のカルテに書き込んでいきます。毎年行

っていると、以前に比べて体力が向上しているのが一目で分かるので、こども達

のやる気スイッチも入ります。密を避けつつ、わいわいと楽しい時間を過ごしま

した。 

※「百合小こどもクラブ」の活動時には、コロナ感染症予 

防のため検温・消毒・マスクチェックを行っています。 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、3 月 6 日(土)  

はなの里スタジアムで[フィールドホッケー体験会]を行 

います。 

        「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 


