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 (事務局広報部) 
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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 ２月はお休み 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
28（月） 10:00～12:00 東第３集会所 

親子サロン 18（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」 16（水） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 4（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

 

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】 

2 月 5，19 13，27 

3 月 5，19 13，27 
 

※ 回収による売上金は、地域の防犯灯の電気代や自治会活動の為に利用されますの 

で、ご協力をお願い致します。 

掲示板 ＜2022 年２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 27（日） 9:00～ 前山公園集合 

シネマサロン ２月はお休み 

さわやかサロン ２月はお休み 

お茶べりサロン ２月はお休み 

ユリの木会 20（日） 13:00～16:00 東第 2 集会所 

サロン・ボンジュール ２月はお休み 

東５番町花水木の会サロン ２月はお休み 

防災無線通信テスト  6（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ ２月はお休み 

みんなの楽しい映画会 26(土) 10:00～ 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) ２月はお休み 

 

 

１月の目標達成者  
（毎月２５日締切） 

 

吉田満津江 様 (西３) 42回 

歩こう会 
 

通常パトロール昼 7 回 
●各巡回とも特に異常なし 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０２２年２月２６日(土) １０：００～１１：３０ 

【場 所】 百合が丘市民センター 小会議室 

【作 品】  [となりのトトロ] ジブリ映画  上映時間１時間２６分          

※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」 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 －１月度理事会の議題の報告－ 

1 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１９名出席で

した。 

【日時】１月１5 日（土） 午後７時３０分～８時 20 分 

【場所】市民センター 多目的ホール 

【議題】 

《審議事項》 

 (１) 2021 年度 地区活動実費弁償費について 

《報告事項》 

(１)各専門部会、委員会、2022 年度事業計画、予算案ヒヤリング 

(２)百合が丘市民センター(ミーティングルーム室)の使用賃貸借契約 

について 

(３)各部会報告 

(４)その他 

 

第９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‼” 
 

 2022 年 1 月 8 日(土)、今年最初の活動[寒中ミニ運 

動会]をはなの里スタジアムで行いました。ラジオ体操か 

ら始まり、スタジアムを２周ランニング･･･体のコンディ 

ションを整えて５種目の競技を行いました。中でも、最 

も盛り上がったのが“風船割り”！ 

あちこちで悲鳴に近い大声が上がり･･･大爆笑でした(^^♪ 

そして、今年も出来なかったけれど、来年こそは“パン 

食い競争”(今年は、お菓子釣りに変更)を復活させたい 

と思っています。 

 昨年は大雪の中の運動会でしたが、今年は穏やかな日 

和に恵まれ、楽しい時間を過ごしました。 

            「百合小こどもクラブ」コーディネーター  畑 行子 

＜1 月度実績＞ 

百合小校区 

防犯パトロール隊 

「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、令和３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、公募締め切りは３月２5 日(金)です。 

一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会事務局 

「ヒヤっとして、ハットする！」 
 

 「おっと危ない❕」 

街路樹の根で歩道が凸凹しているせいもあってか、車道を散歩し 

ている人に遭遇し、ヒヤリハットを体験された方もおられることと 

思います。 

 特に日没から夜間にかけては見通しも悪く大きな事故を招き、自分がケガす

るだけではなく、相手の心をも傷つけることもあります。 

 歩道のある道路では、特別な理由がない限り車道を歩くのは絶対に止めまし

ょう。 

 お互いが交通ルールを遵守し、お互いが安心して暮らせる地域づくりに今以

上のご協力をお願いします。 

安全防災防犯委員会 

「まん延防止重点措置」期間中の休業のお知らせ 
 

まん延防止重点措置期間中下記の日程でお休みいたします。 
 

・caféバルーン     1 月 21 日(金)～2 月 13 日(日) 

・配食サービスゆりの花  2 月中 

・防犯パトロール(青パト) １月２５日(火)～２月 13 日(日) 

子育てサロンつどいの広場体験会のお知らせ 
 

体幹を鍛えることで心身のコントロールが身につきます。体幹は座る力に 

大切です！幼稚園入園や就学に向け座る力を育みませんか？ 
 

【開催日時】 ２月２８日(月)  １０:００～１２:００ 

【開催場所】 百合が丘東第３集会所 

【講  師】 子育て世帯と地域をつなぐ専門家 

キッズコーチング®ゆずりは 代表 坂井真緒さん 

【講師紹介】 地域福祉・個別支援で関わった人延べ 10000 人。 

福祉職 12 年で培った経験と人脈を活かし、世代を超えてみ 

んなで笑って泣いて孤立しない子育てできる地域づくりを応 

援中。 

三重県在住、小 6・年長男児ママ  

【連 絡 先】 つどいの広場代表 守屋さおり 090-1993-3034 

 

※ 申込不要ですが、感染拡大防止の為、10 組までとします。 
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まちの保健室では、今後認知症のある方もない方もみなさんが住みやすい地域

になるよう下記の取り組みを進めていく予定です。 

みなさんもぜひ、認知症サポーターになりませんか？ 

まちの保健室便り２月号 

☎６４‐８６００ 

☆今後のご案内☆  

・認知症カフェ ・認知症サポーター養成講座 ・物忘れチェック 
 

＊認知症カフェとは：認知症の人やそのご家族が地域住民や認知症の専門家らと

の交流を通じて、情報共有や相互理解を深めるための場で、どなたでも参加で

きます。 

＊認知症サポーターとは：認知症の方の「応援者」のことです。 

何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、認知症の

人や家族を温かい目で見守る人の事です。 

＊物忘れチェックとは：タッチパネルを用いて簡単に 30 分程度で認知機能の確

認をすることができます。なお、感染予防対策の為、予約制としていますので、

希望者は事前予約をお願いします。 

詳細については、今後市民センターだより等にてお知らせいたします。 

いずれも参加無料です。 

 

はじめまして、おーちゃんです。 

みなさんと認知症があってもなくても 

みなさんにやさしいまちにしたいよ。 

よろしくね！ 
名張市地域包括支援センター 

応援マスコット 

三重県まん延防止重点措置の発令に伴い、２月はお休みします。 

３月以降の開催については、広報にてお知らせいたします。 

 

 
 

オミクロン株など新型コロナウイルス感染症拡大のため、１月２１日

から名張市に「まん延防止等重点措置」が適用されました。これに伴い

市民センター及び集会所を利用するときは、次のことに注意しご利用く

ださい。 
 

(１)活動を始める前に備え付けのチェックリスト及び当日参加 

名簿を作成して、お帰りの際に回収ボックスに入れてくだ 

さい 
 

(２)活動終了後は通常清掃に加え、使用した部屋の机、椅子、 

ドアノブを市民センター又は、集会所入口に置いてある 

次亜塩素酸トリウム水、使い捨て布巾で消毒してください 
 

(３)利用者の方にはマスクの着用をお願いしています 

マスクを着用していない方のご利用はお断りさせていただ 

きます 
 

(４)３密を避けての利用をお願いします 

また換気をよくして利用をお願いします 
 

(５)体調がすぐれない方の利用はご遠慮ください 
 

(６)市民センター又は集会所を入る、又は出る際にはアルコー 

ル又は次亜塩素酸水で洗浄・消毒をお願いします 
 

 

なお、市民センターをご利用する際は玄関横に設置の非接 

触検知器サーモウォークストップで必ず検温を実施しご自 

身の体調を確認してください。 

事務局広報部 

 

【講習時間】AM ９:００～AM １１:５５ 

【場  所】百合が丘市民センター 会議室(大) 

【定  員】10 名(成人男女) 

【会  費】￥5,000－(テキスト代含む) 

【講習内容】パソコンの基本操作 
      電源の入れ方からマウスの使い方・文字入力・文章作成・年賀状作成・ 

インターネット・表計算などを学習します。 

テキストどおりに進むとは限りません。講師の判断によります。 

日程は、講師及び公的行事等で稀に変更なることもあります。 

【申込み方法】2 月 14 日(月)9 時～ 百合が丘市民センター窓口又はお電話 

にてお申し込みください。☎64‐6466 
※定員に満たない場合は開催しない場合もあります。 

4 月 16 日(土) 5 月 21 日(土) 6 月 18 日(土) 

7 月 16 日(土) 8 月 27 日(土) 9 月 17 日(土) 

10 月 15 日(土) 11 月 27 日(日) 12 月 17 日(土) 

1 月 21 日(土) 2 月 18 日(土) 3 月 18 日(土) 

 

【募集条件】下記の搭載のノート型パソコン持ち込み者に限らせていただき 

ます。 
※注意：OS はＷindow8・10 で Wor2013・2016・2019・office365が入っている機種 

「天までとどけ❕」 
 

１月１５日(土)の小正月に市民センター広場横で「どんど焼き」を行い

ました。 

当日は、勝手神社の宮司さんにお越し頂き 

お祓いをした後、地域の方が持ち寄った正月 

飾りなどに火を入れました。 

どんど焼きとは「どんどん燃えるから」や 

「燃やしはじめに青竹がはぜて〝どん〟と音 

がする」などいろんな諸説がありますが、炎に染まるみなさんの顔には、

１年の健康や幸せを祈願する共通の思いが映っていました。 

事務局広報部 

東 3番町自治会 東 3 タイムズより 

 郵貯も硬貨手数料 
 

皆さんは小銭貯金をしていませんか。もうそんな時代は終わるのかも

知れません。低金利で台所事情の厳しい金融機関にあっては手数料ばか

りが跳ね上がる昨今「入金なら硬貨何枚でも手数料無料ですよ。」と言っ

ていた郵便局が、1 月 17 日から手数料有料化に踏み切りました。 

消費税 3%で急に脚光を浴びた「1 円玉」。この 30 余年 

で溜まった枚数を郵便局で数えたら 1300 枚でした。手数 

料がタダの内に入金しましたが、17 日からは「硬貨取扱料」 

なるものが発生し、入金時に硬貨を利用する場合、枚数に応 

じた料金がかかるものです。窓口なら 50 枚までなら今まで通り無料で

すが、超えると右の表のように手数料が発生します。また、1001 枚以

上は 500 枚毎に 550 円が加算されます。 

今回のように1300枚がすべて1円玉なら1650円の手数料がかか

り、350 円の赤字になります。500 枚 

だけ入金し手数料 825 円を 1 円玉で支 

払う方法が使えるかは分かりません。 

何にしても世知辛い世の中になりま 

した。 

ATM は硬貨 1 枚でも手数料発生!! 

小銭貯金は止め、支払いはカードや Pay か？ 

 

1/17 からの手数料 

1～50 枚    無料 

51～100 枚   550 円 

101～500 枚     825 円 

501～1000 枚     1100 円 

 

「ひな人形を飾ります！」 
 

今年も２月上旬から市民センターのロビーにひな人形が飾られます。 

これは、地域の皆さんから寄贈頂いた貴重なも 

ので、中には昭和５０年代のものもあり、それぞ 

れにそれぞれの時代が感じ取られます。 

ひな人形飾りは、将来、『幸せな結婚ができるよ 

うに』と願いを込め、結婚式の場面を表現したも 

のだそうです。 

みなさんも是非ご鑑賞して頂き心を和ませてください。 

ひな人形は、たくさんの方からご寄贈頂いておりますが展示スペース

にも限りがございますので、全ては展示できません。何卒ご理解とご了

承をお願いします。 

事務局広報部 


