
 
 

                        

        
 
 

      

ゆりがおか 

掲示板 ＜2019 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 28（日） 8:00～ 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 1（月） 9:30～11:50 東第 2 集会所 

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） 9:30～11:30 市民センター 

みんなの楽しい映画会  27（土） 10:00～11:15 市民センター 

配食サービス(ゆりの花) 3,10（水） ※7/17～9/11 までお休み 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ歩こう会  ７月８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) 

 

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 

 
 

団体・行事名 実施日 実施時間 実施場所 

Skip 広場 9（火） 10:00～12:00 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 5,19(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） 10:30～17:00 東第３集会所 

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

プチスマイル 29（月） 10:30～13:30 東第３集会所 

 

地域の広場・子育てサロン・子育てサークル 

紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 

ケンコー！マイレージ対象 

「みんなの楽しい映画会」開催のお知らせ 
 

【日 時】 ２０１９年７月２７日(土) １０：００～１１：１５ 

【場 所】 百合が丘市民センター・小会議室 

【作 品】 [猫の恩返し] ジブリ映画  上映時間７５分 
 

 

猫の国。美味しいものを一杯食べて、１日ゴロゴロ昼寝して、嫌

なことを全部忘れて… “猫になってもいいんじゃないっ？”って、

１７歳のハルが、「猫」になろうとした物語。 

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。 

ご家族・ご近所お誘いのうえ、是非ご参加下さい。 

※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 

百合小低学年プール授業 

見守り支援ボランティア参加のお礼 
 ６月１７日(月)より始まった百合が丘小学校プール授業の見守り

の支援を募ったところ、１８名の方よりご連絡を頂き、学校から要請

を受けた全学年のプール授業の見守り支援に 3～４名ずつご参加頂

きました。昨年に支援頂いた１０名以上の方が、今年も参加を頂いた

お蔭で、段取りよく学校の要望にお応えすることができました。 

ご協力頂いた皆様に心よりお礼申し上げます。 

百合小学校運営委員会 
 

「つながる！つなげる！地域の輪！！」 

第３３回《青蓮寺・百合が丘夏祭り》のご案内 
 

【開催日時】2019 年８月３日（土）午後５時スタート 

       雨天の場合８月４日（日）に順延（悪天候の場合は中止） 
 

【開催場所】百合が丘 前山公園 
 

【主 催 者】一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 
 

昨年の夏祭りは「夏だ！祭りだ！チャレンジだ！！」をテーマにして

会場のレイアウトの大幅な変更、グループ対抗ゲーム大会など新しいこ

とにチャレンジしました。今年はさらにパワーアップして人と人とのつ

ながりを大切にした夏祭りするために、「つながる！つなげる！地域の

輪！！」をテーマにした内容としました。日頃なかなか会うことができ

ない友達、ご近所の方々等の出会いの場として夏祭りを楽しんでいただ

きたいと思います。 

 夏祭りの内容としては自治会及び団体による夜店の出店、みんなで参

加していただける大声合戦、早押し対抗クイズ大会、まっくろくろすけ

を探そう、フラダンスショー等などに加えて、さらに盆踊りを復活しま

したので楽しんでください。恒例のお楽しみ抽選会もあります。 

 また、浴衣で参加すると先着順で特典がもらえる可能性があります。   

夏祭りの詳細なプログラムは７月中旬に戸配されます。 

 なお、夏祭りに参加する 

と「名張ケンコー！マイレ 

ージ」のポイントが付与さ 

れます。 

マイレージカードは会場 

でもお渡しできます。 

スタッフ一同、皆様のご 

来場をお待ちしております。 
 

 

夏祭り『大声合戦』参加者大募集！！ 
 測定機に向かって、日頃のうっぷんを晴らす一言を大声で叫んでくだ

さい。参加人数次第では当日の参加も OK ですが、声の大 

きさに自信のある方は出場の予約を申し込んで下さい。 

７月１０日より市民センターで受付します。 

年齢は問いません。個人戦です。 
(１位 商品券 3,000 円 2 位 商品券 2,000 円 3 位 商品券 1,000 円) 
 

夏祭り『早押し対抗クイズ合戦』 

 昨年に引き続き早押し対抗クイズ合戦を行います。 

3 名 1 組で申し込んで下さい。 

小学生以下だけのチームは申込みできません。 

7 月 10 日より市民センターで申込みを受付します。 

先着 6 組に出場して頂きます。 

ふれあい交流部会 

ゆり坂一斉清掃ご協力の御礼 
 

いつも生活環境部会の活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。 

去る６月１６日に「春のゆり坂一斉清掃」を実施致しました。当日は早朝

から雨模様のあいにくの天候となり、実施にあたり何件かの問い合わせも

頂きました。 

時折、雨足の強まる時もありましたが 

開始前には雨もおさまり、約４８０名の 

方々にご参加を頂き無事に終了する事が 

出来ました。 

あいにくの天候でしたが、ご参加頂い 

た各自治会の皆様、ゴミの回収等でご支 

援を頂いたボランティアの皆様、ありがとうございました。 

また、一斉清掃にあたり、クリーンゆりの皆様に事前作業で生垣剪定を

実施して頂きました。３日間にわたる作業、本当にありがとうございまし

た。重ねて御礼申し上げます。 

「ゆりの坂」は、青蓮時・南百合が丘、百合が丘の玄関口となる道路で

す。皆様に清掃して頂くことで気持ちよく通行することが出来ています。 

シッカリと根付いたこの活動を、これからも当地域の誇れる活動として進

めて参りたいと思います。 

今後共、ご協力頂きますようお願い致します。 

生活環境部会長    高木 久一 

 
 

平成２７年から百合が丘地区の用途地域の指定・地区計画の検討

が始まり、これまで地区内の説明会、住民アンケートを実施してき

ました。 

７月１日から百合が丘地区における用途地域の指定・地区計画が

施行されます。百合が丘地区における用途地域の指定・地区計画の  

詳細については名張市のホームページに掲載されています。 

協議会 事務局 



 

 

紅葉の青蓮寺湖を歩きましょう！ 

２０１９年度東４番町会長を拝命致しました酒井でございます。 

 百合が丘に住んで３０年余り、自治会活動にも何度か参画してまい

りましたが会長職は初めての事なので副会長をはじめ１０人の役員の

方々と協力しながら一緒に自治会活動を盛り上げていきたいと思って

おります。 
 今年度の東４番町自治会は「明るく 住み良い 楽しい町つくり」、

そして会員相互の絆を深め、コミュニティーの活性化を図る事を重点

目標として活動してまいりますので、今後とも自治会活動へのご協力

宜しくお願い致します。 

東４番町自治会長  酒井 顕 

自 治 会 長 挨 拶 文 

百合が丘に居を構えて 2 年 8 ヶ月で、東 8 番町の自治会会長を務め

させていただく事になりました。 

初めての経験であり、いきなり自治会長という大役で不安でいっぱ

いです。しかし百合が丘を知る良いきっかけ、地域の皆様と交流でき

る良いきっかけとポジティブにとらえ、班長の皆様と力を合わせて魅

力あふれる地域づくりのお手伝いを精一杯務めたいと思っています。 

未熟者であり至らぬ事があるかと思いますが、ご理解・ご協力を賜り

ますようよろしくお願い致します。 

東 8 番町自治会長  山本 雅俊 

 

令和元年、東５番町の自治会長を仰せつかりました岡田一弘です。 

 この地に住居をかまえさせていただいて、３０年が経過しようとし

ています。自分自身、初めての自治会活動となりますが重責をしっか

りと理解し住民の皆様、班長の皆様のご協力、ご支援を得ながら一生

懸命取り組んでいく所存でございます。宜しくお願い申し上げます。 

東５番町自治会長  岡田 一弘 

百合が丘に住居を構えてから、29 年目になります。 

その間、班長は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。家族と長く住んで、これまで色々な行事に参加し

て来ましたが、それでも百合が丘の事は知らない事も多く、自治会の

仕事をさせて頂く中で、新たな発見もありました。これから一年間、

自治会の皆様のご支援を頂きながら、至らない事も多いと思いますが、

役を務めさせて頂きたいと思っております。よろしくお願い致します。 

東６･７番町自治会長  安武 昇 

 

６月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

春本 幸子 様 （西 3）  1回 

古川 敏弘 様 (東 3) 40回 

古川八重子 様 (東 3) 28回 

歩こう会 
（健康づくり部会） 

一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  －６月度理事会の議題の報告－ 

６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２５

名出席でした。 

【日時】６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】 

《審議事項》 

（１）「百合小」通学合宿計画の説明 

（２）5/19（日）定時社員総会での質問事項への回答経過報告 

（３）太陽光発電設備設置規制についての活動進捗状況 

（４）その他 

 

百合小こどもクラブ第２回   
勝利を目指して GO!! 

 

 6 月 1 日(土)今回は、百合が丘全地域を使って[オリエンテーリング大

会]を行いました。[オリエンテーリング]とは、地図に指示されたポスト

を時間内に何箇所回って来られるかを競うスポーツです。「百合小こども

クラブ流オリエンテーリング」は、指定 

された時間内に、地域に設けた 10 箇所の 

ポストを出来るだけ多く回り、そこで用意 

されているゲームで勝ち取ったポイント数 

の多いチームが優勝といったルールで行い 

ます。9 時 50 分、笛の合図でスタート‼ 

25 チーム(２４１名)が地図を頼りに大 

移動を開始です。こども達は、ポストにたどり着くと早速ポスト係とゲ

ームを開始。楽しそうな声があちこちで響いていました。暑くてしんど

いだろうけどゴール地点に帰って来るまで頑張ってね(笑) 

11 時 15 分、大会が終了です。今回の優勝は 31 点を獲得した“ある

け”チーム♪ 

勝っても負けても、みんな最後まで良く頑張りました。全員に拍手で

す。チームに同行して頂きました保護者の皆さま・地域協力者の皆さま・

サポーターさんのご協力に感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の「百合小こどもクラブ」の活動は、7 月 6 日(土)百合丘市民セン

ターの駐車場で[水をいっぱい使ったゲーム大会]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 

 
 
 

 

協力者を募集中です！ 

 
 

＜６月度実績＞ 

通常パトロール 昼６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 

百合が丘地区内のあき宅地及び 

一部の公園の草刈りを開始のお知らせ 
 

７月より百合が丘地区内のあき宅地、及び一部の公園の草刈りを開

始します。この草刈りは土地の所有者から委託を受けたあき地、及び

名張市より委託を受けた公園を協議会が毎年実施しています。 

 あき地、又は公園周辺に車を駐車されますと作業に支障をきたしま

すので車の駐車はご遠慮ください。また、あき地にごみ、草、木類を

捨てることは不法投棄となりますので、ご注意ください。 

 ご不明な点がありましたら市民センターまでお問合せください。 

（☎６４－６４６６） 

 
生活環境部会 

 

 

 移動図書館巡回日程変更のお知らせ 
 

４月号でお知らせした、移動図書館「やまなみ号」の 

巡回日程が変更になりました。   

〈変更前〉             〈変更後〉 

６月７日          →     ６月７日、２１日 

１０月４日、１８日    →    １０月４日 
 

【駐車場所・時間の変更はございません。】 

 

 
 

平素は地域の防災防犯活動にご協力いただき有難うございます。 

 毎年恒例になりました緊急時家族連絡簿の作成（更新）と防災アンケ

ートを８月より実施します。この取組は当地域の独自な取り組みであり。

２００６年から初めて、今年度で１３回目となります。 

 最近山形、静岡などで震度４以上の地震が発生しています。この地域

もいつ大きな災害に見舞われが分かりません。その際に重要になるのが

災害に対する日頃の備えです。当地域で実施している緊急時家族連絡簿

は地震を含む不測の状況が発生した時にスムーズな対応ができるように

するためのものです。緊急時家族連絡簿の作成と同時に家族内の連絡方

法の見直しを実施してください。 

 なお、個人情報ですので厳重に管理し目的以外での使用はしません。

その趣旨をご理解いただき、緊急時家族連絡簿の作成にご協力ください。 

 また、同時に防災アンケートも実施します。アンケートの目的は住民

の皆さんに防災意識を高めて頂くことと、各ご家庭で防災に対する取り

組みを確認していただく目的で実施しています。是非ご協力ください。 

安全防災防犯委員会 

車の通行及び長時間の駐車にはご注意ください！！ 
朝の通勤時間帯及び帰宅時間帯は極力 道幅の広いモミジバ通り（西地

区）、カエデ通り（東地区）、ユリの木大通り（中央幹線）の幹線通りを

ご利用ください。特に朝の通期時間帯に信号を回避する目的で狭い道を

通行すると、通学時間帯と重なり交通事故が発生する可能性が高くなり

ますのでご注意ください。 

 また、公園、空き地、住宅前に長時間 車を駐車すると交通事故また

は災害時の通行に支障をきたしますので、長時間の路上駐車はご注意く

ださい。 

安全防災防犯委員会 


