
 
                        

        
 
 

            

ゆりがおか 

掲示板 ＜2020 年８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 夏休みにつきお休み 

クリーンゆり 23（日） 8:00～ 前山公園集合 

シネマサロン ８月はお休み 

さわやかサロン ８月はお休み 

お茶べりサロン ８月はおやすみ 

ユリの木サロン 18(火),7,21(金 ) 14:00～16:00 東第 2 集会所 

東５番町花水木の会サロン ８月はお休み 

防災無線通信テスト  2（日） 21:00～ 市民センター 

百合小こどもクラブ 1(土）,2(日) 9:30～ 市民センター前 

みんなの楽しい映画会  ８月はお休み 

配食サービス(ゆりの花) 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 ８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 ８月はお休み 市民センター 

子育てサロン 

「つどいの広場」 
7,21,28（金） 10:00～14:00 東第３集会所 

親子サロン 7,21（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」 5,19（水） 10:30～14:00 東第３集会所 

育児サークル「こどもとごはん」 ８月はお休み 東第３集会所 

プチスマイル 24（月） 10:30～13:30 東第３集会所 

 

今年も長い梅雨が明けてようやく夏の青空がやって来ました。活動自

粛のせいか蝉の声が大きく聞こえます。新型コロナウイルス感染の収束

傾向がまだまだ見えず遠方への行動自粛や、活動の際は密にならない対

策など沢山の気配りをしながらの生活になっているものと思います。 

普段とは違った夏休みになり、自分自身を見つめ直すためには良い機

会かも知れません。感染対策をしっかり行うとともに熱中症にも注意し

て、毎日の体調に特に気を配って活動しましょう。 

家族みんなでの配慮努力が感染抑制に対して良い効果となり、この夏の

終わりには清々しい秋空が垣間見えるようになることを願っています。 

 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

代表理事   時枝 民生 

手洗い、うがい、検温にマスク着用などを日常としながら、地域の会

員の皆様にはご健勝にお過ごしのことと拝察いたします。  

 4 月自治会長会会長に選任。5 月社員総会で協議会副理事長に任じら

れ執行役員に。早速 6 月 13 日（土）に協議会 3 部会、自治会長会役員

会、自治会長会及び理事会に出席し、現役のころを思い出しました。同

月には加えて 2 つの委員会出席と執行役員会があり、いきなりの大忙し

です。おかげ様で新しい方々との出会いもたくさんあり楽しんでいます。

一年間のご支援切にお願いいたします。 

コロナウイルス対策と熱中症対策には万全を期し盛夏をご一緒に乗り

切りましょう。 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副理事   本吉 聰 
 

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 

平素は、協議会の運営と活動へのご理解とご協力を賜り、誠にありがと

うございます。新型コロナウイルスの関係で８月に予定していました、

恒例の夏祭りが中止等で地域の方が集える場が大幅に減ってきていま

す。また、各自治会においても同様ではないかと思います。しかし、小

さな単位でふれあいの場をみなさんで工夫していただき、交流を深めい

くことを考えていただきたいと思います。新型コロナウイルス騒動が落

ち着いた時期に地域でふれあいの場を企画していきたいと思います 

梅雨も開け、暑さ厳しい時節となりましたが、皆様のご健勝をお祈り

申し上げますとともに、引き続きご指導を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

副理事   斉藤 勲哉 

 

防災コラム    『集中豪雨や暴風への備えを』 
 

 梅雨明けが待ち遠しい頃ですが、「感染症対策」や「熱中症対策」

は十分に実施出来ていることと思います。 

 さて、梅雨が明けると暑い暑い夏と共に「台風シーズン」もやっ

て来ます。昨年の台風１９号や今年７月初めの九州地方での豪雨や

暴風で多くの人命が奪われたり、大切な財産が失われました。 

 地震と違い台風や集中豪雨・暴風などは、かなり早い時点で進路

や雨量・風の強さの予測が可能になり、私たちはその情報を基に対

策を講じることができます。屋根の点検は危険なので専門家に任せ

るとして、雨戸や雨樋の点検、飛ばされやすい物の補強、ガラス飛

散防止フィルムを貼る、敷地周辺の水路の掃除、などの雨や風への

対策は平時から行なっておくことが重要です。 

また、道路が寸断され生活物資が入手できなくな 

ることを想定して、日頃食べ慣れている食品などの 

生活物資を多めに蓄えておくと安心です。 

 「備え」に早過ぎることはありません。今から 

「備え」ておきましょう。                   

安全防災防犯委員会 

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。 

★育児サークル『キキプチ』メンバー募集中★ 
 

未就園児の親子が集まって遊んだり、プールや芋掘りなど

の     イベントを楽しんでいます。 

お昼はお弁当やパンなど持参し、ママ同士で育児の情報交 

換をしています。午前中だけでも歓迎です。 

気軽に遊びに来てくださいね。 

７月末現在は０歳が三人、一歳が一人、三歳が一人と少人数です。 

※ベビーベッド、バウンサー、バンボ、ミルク用のお湯もあります。 
 

コロナ禍によりこの夏はプールを止めシャボン玉遊びをしています。大

きなシャボン玉に子どもたちも大喜びです。 
 

【コロナ対策】 

窓の常時開放、大人はマスク着用、家庭での要検温、氏名・連絡先の記入、

手指やおもちゃの消毒 

※ ねんね期のお子さんはバスタオル等の敷物を持参ください。 
 

【活 動 日】毎月第一、第三水曜日（例外あり） 

８月５日、８月１９日(シャボン玉遊びです。) 

９月２日、９月１６日 
 

【活動時間】１０：３０～１４：００ 

【活動場所】百合が丘東第三集会所（イチョウ公園内） 
 

※詳しくはこども支援センターかがやきへお問い合わせ、または Twitter

キキプチで検索して下さい。 
 
 



 

 

（健康づくり部会） 

歩こう会 

７月の目標達成者 
（毎月２５日締切） 

齋藤 美代子 様 (西３) 45回 

森川  三男 様 (東３) 90回 

春本  幸子 様 (西３)  5回 

久保  良子 様 (東９) 23 回 

 
 
 

 

百合小校区 
防犯パトロール隊 

＜７月度実績＞ 

通常パトロール 昼８回 
●各巡回とも特に異常なし 

YJCC（百合が丘ジュニアキャンプカウンセラー）研修 
   2020年度活動予定案を決める！ 

 

7 月 26 日(日)に YJCC 今年度第 2 回の研修が実施 

されました。 

８月１・2 日(各日５０人)実施の百合小こどもクラブ 

夏休み飯ごう炊さんのリーダー予行演習を兼ね、カレー 

ライスづくりとフェイスシールドづくりを行いました。 

雨天のため、カレー作りは、調理室で実施。２つのグル 

ープが手際よく進め、美味しいカレーを頂きました。 

フェイスシールドは、コロナ感染症予防対策で、子ども 

たちに作ってもらうため事前の練習で自分のものを作り 

あげ、後半は、今年度の活動予定を前月の会議内容を踏まえ、話し合っ

て練り上げました。 
 

 

目  的 

地域課題でもあるこれからのこども支援活動や地域

づくり活動の運営継続の担い手として、5 年後(当初

からではあと 2 年)には大学生・高校生・中学生が活

躍できるように、地域でしっかりと学ぶ。創造と共同、

和を重んじる組織キャンプの活動を通して、自主的に

楽しく学びながら次代の指導者としての、スキルと知

識と精神を体験を通して磨き、自分の人間力を高める

ことを目的とする。 

主な研修/活動 

研修は、月 1 回実施、1 回 6 時間以内。昼食は、自

分たちで作ることを原則とする。百合小こどもクラブ

の月次活動(毎月第 1 土曜)、同クラブ夏休み企画(8

月)、地域夏祭り(8 月)、地域フェスタ(11 月)の企画

運営に参加する。地域課題解決施策立案。その他の地

域活動への参加、サポートは必要に応じて随時参加す

る。 

参 加 条 件 
目的に賛同する中学生以上で、YJCC 活動に積極的に

関われる者 

 

 

 
 

７月１８日(土)に、百合が丘市民センター多目的ホールで特別養護老

人ホーム「第５はなの里」工事事前説明会が開催されました。 

建設場所は百合が丘西５番町２７番、２８番(名張市教育センター横)

となります。建設期間は令和２年７月１３日より令和３年３月３１日ま

でとなっています。工事期間中は建設機械等の出入りがあり、通行には

十分注意をはらってください。 

なお、説明会には約４０名が参加されました。 

 百合小５年生 田んぼの草刈りを実施 
 

 旧青蓮寺公民館前にある田んぼは、毎年地域の方に協力 

いただき百合が丘小学校５年生がお米を栽培しています。 

毎年田植え、草刈り、収穫、お米パーティを行っていま 

す。今年コロナウイルス感染症の関係で田植えはできま 

せんでしたが、田植えをした後の雑草の除去を５年生全員 

で行いました。ぬかるんだ田んぼに足を取られながら雑草 

を除去しました。 

なお、収穫まではボランティアの方々が田んぼの面倒を 

見ていただきます。 

朝のラジオ体操イチ、ニー、サン 
 

ふれあいサロン「ゆこゆこ」の駐車場で雨の以外毎日６時３０分のラジオ体

操に合わせてラジオ体操が６年４カ月も継続して行われています。目標は３６

５日としていますが、雨、お正月の三が日などはお休みしていますが、毎日継

続して行われています。どなたでも参加できます、 

 これまで６年間を振り返ると体操に参加された方の１日平均参加者は２５

名、年間延べ参加者は６，２００名となります。 

参加される方の目的は様々で健康を求める方、友達の顔を見に 

来られる方、一日のいいスタートを切りに来られる方、日ごとの 

気分充実の確認や喜びを求める方、寝覚めの良さを感じる方、自 

宅へ帰って飲むコーヒーのうまさを実感される方などおります。 

いずれにしても継続することが必要だと思います。 

是非、毎日でなくても参加してみませんか？参加をお待ちしています。 

福祉健康部 まちじゅう元気プロジェクト 

『百合小図書ボランティア』募集 
 

百合小の図書ボランティアは平成１９年６月に始まり、図書室の環境

整備、本立ての作成、授業の合間に「おり紙教室」、絵本読みを行ってい

ます。今年は新学期を迎えて、新しい教室での出会いを期待して、1～2

冊の本を読みなど新しい子どもたちの出会いに胸躍らせて出発をする予

定でしたが、新型コロナの影響で読み聞かせ等の活動は一学期中止とな

ってしまいました。 

しかし、中止となりましたが学校司書のご 

指導いただき、図書室の整理作業に当たるこ 

とになりました。今行っているのは、絵本の 

汚れ落とし、ラベルの貼り替え、補修等を行 

っています。絵本を手にする子どもたちの顔 

を思い浮かべながら、集ったメンバーで和気 

あいあい作業を行っています。 

子どもたちにできるだけ多くの絵本を届けるためには、メンバーの人

数は多い方が望ましいです。理想は全校の学級数の数だけの絵本の読み

手がおられたらと思います。 

図書ボランティアを募集しています。是非一度見学にきてください。 

お問合せは本吉(63-8378)までお願いします。 

 
 

 

下校時見守り活動は平成２８年に百合が丘小 

学校の要請に応えてスタートしまして、今年で 

４年目を迎えています。この見守り活動には地 

域のたくさんのボランティアの方に協力してい 

ただき、児童を自宅近くまで送り届けています。 

今年は１学期中（７月末まで）の活動を予定 

していましたが、新型コロナウイルスの関係で 

学校が臨時休校になり、活動開始が遅れたこともありました。しかし、学校再

開後にすぐに見守り活動を再開し、７月までに延べ６１４名のボランティアの

方に協力をしていただき、事故なく活動終了日を迎えましたことを私達も密か

に喜んでいます。 

なお、この見守り活動は毎年 小学校長、小学校ＰＴＡ会長及び地域づくり 

協議会会長名で、「活動に関する覚書」を締結して推進し 

ています。 

 7 月で見守り活動は終了しますが、継続してみんなで 

こどもを見守る「８・３運動」を継続して実施していま 

す。朝の登校時、午後の下校時 普段の生活のなかでこ 

ども見守りを実施していただいたいと思います。 

(一社)青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会 

安防委員会下校時見守り活動担当 本吉 聰 

「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。 
 

お陰様で、5年目を迎えました 

百合が丘総合スポーツクラブ紹介 
 

百合が丘総合スポーツクラブは、子どもから高齢者まで、だれもが、いつで

も、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツ活動に参加できる環境をめざし、

スポーツ・文化・レクリェーション活動に関する事業を通して、健康で活力あ

る地域づくりに寄与することを目的とします。そして、継続して活動ができる

ように、会員が会費を納め主体的に運営するクラブを目指します。会員募集し

ています。 

幼児からシニアまで、基礎体力増進や健康維持を目指して、あなたも興味の

ある教室にぜひご参加ください。無料体験実施中です。 

お問い合わせください。市民センター☎64-6466 
 

★開講中の教室 

硬式テニス/一般・シニア (水)、硬式テニス/小・中学生(日)、卓球/(土) 

サッカー(木)、ダンススポーツ/一般・シニア(木)、少林寺拳法(日)  

バドミントン/小・中学生・一般・シニア(金)、ドッジボール(火)、 

ヒップホップダンス/幼児・小・中学生(水・金) 

(注)ダンススポーツは、コロナ感染症予防対策のため休講中 


