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９，７７４人 平成31年2月1日現在

区　　分 項　　目 数

人口構成 総人口

男性 ４，６７３人 48%

女性 ５，１０１人 52%

平成 ３1 年 ２ 月 ２７ 日 

つつじが丘自治連合会 
     会長 小引 福夫２９

団塊世代の紹介

 つつじの事どれくらい知ってますか？                      
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 生活支援センターが運営する「交流サロン・モア」は、散歩 

の途中や友達とのコミニュケーションの場として誰もが集える 

憩いの場所です。収益は、生活支援センターの資金として使わ 

れています。ぜひ、ご利用をお願いします。 

水曜日担当 

山北真佐子 

水曜日担当 

相原郁江 

木曜日担当  

浜マサエ 
木曜日担当 

下条すず子 

木曜日担当 

田中幸子 
金曜日担当 

堀 令子 
金曜日担当 

寺内廣子 
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 地域づくり組織では、２月２３日（土）午後に、百合が丘にある名張市教育センターにおいて、ゆめづくり協働事業

及び地域ビジョンに基づく具体的事業と、その事業内容について発表を実施した。すずらん台、箕曲、薦原地域他

１５の地域が参加し、前３地域が直面している課題や地域ならではの工夫をパソコンやスクリーンを駆使して発表し

た。同会には、市長、教育長も参加し、NPO政策研究所理事長「直田晴夫氏」がコーディネイターを務め、帝塚山大

学法学部名誉教授「中川幾郎氏」が講評者として招かれた。 

    高齢者の増加や若者の流失などで、町の存続に対する施策や考え方。 元気に、はつらつと生きていく工夫や考

え方について学ぶことが出来た。今後はつつじでも生かしていきたい。（総務部） 

交流サロン・モア 

コーヒー、ココア、紅茶、ゆず茶 

すべて100円 

来年度は「もっとつつじのこと知って！」と題して、データを調べます。お楽しみに！ 

平成30年度地域づくり代表者会議実践交流会実施 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2017/06/coffee-9934.png


団塊世代の紹介No９ 

    平成２４年から発足したは～とバ

ス事業も、約１２０名の会員を持つ

NPO法人事業へと成長を遂げ、

市内への買い物にも利用していた

だいて、高齢者あるいは障がいを

持つ方に好評をいただいていると

ころです。つつじが丘連合自治会

会員の皆様方には、５０円の会費

を負担して頂き、誠に有難うござい

ます。深く感謝申し上げます。 

 つつじが丘ソフトボール愛好会の会長は南4番町竹中さん。67歳。団塊世代ではないが、

同会の会員140名のトップに立つ。その会員の約1割(約14名)が団塊の世代だ。 

 そこで、同会の代表としてお話を伺った。野球やソフトボール 

と言えば、いかつい男がするもの。ヤジも凄いという印象だが、 

竹中さんは、いたって紳士で物腰も柔らかい。社会人になって野 

球を始められたそうだ。つつじが丘に来た頃は、皆、ソフトボー 

ルで繋がっていた。キャッチボールで顔を覚え、真っ青な空に飛 

んでいく白いボールを皆で追い掛けた。その繋がりのお蔭で、今 

まで助け合って過ごしてこれたと話していただいた。月日も流れ、 

南番町も高齢者が目立つようになってきた。これから先、同会も 

無くなってしまうのではないか。36年間続いた同会を潰すわけに 

はいかない。若い世代間のコミュニケーションの場所として、また、高齢者と若者がソフ

トボールを通じて元気に盛り上がってくれたら。そういう想いを強く感じた。昨年は「名

張市市民大会」で名張の強豪を抑えて、つつじが丘ソフトボール愛好会が念願の初優勝を         

                   果たした。名張市の頂点にたった。つつじが丘 

                   の底力を見せてくれた。若い選手が主力であっ              

                   たそうだが、つつじの若者も満更ではないと感 

                   心した。つつじが丘でスポーツが無くなってい 

                   くのは寂しい。ぜひ、これからも長く続いてほ 

                   しい。全会員の願いだ。今年も、3月24日(日) 

大川杯（つつじが丘ソフトボール愛好会創設に尽力された故大川氏を讃えて行われる大

会)を皮切りに10月までリーグが始まる（8月は休憩月）。今年は、ぜひ一度応援に行って

みませんか？そして、スポーツを通じて体力向上と親睦を深めませんか？  

   ★ ソフトボール大川杯 ３月２４日（日）午前９時～ つつじが丘運動公園 

同好会 

は～とバス利用料金改定のお知らせ 

この度、諸般の事情で止む無くは～とバスの会費を
個人会費@1,300円/月、家族会員@1,000円/月に 

4月1日より改定させて頂きます。 
      特定非営利活動法人 つつじ・春日丘 
              理事長 小引 福夫 
                     は～とバス事業管理者 清水 義夫 
                             ☎0595(51)5716 

https://www.illust-box.jp/sozai/72196/


                        投稿先：   つつじが丘市民センター内 

                                                                                       つつじが丘自治連合会受付まで。 

                        メールは、komerinnko@yahoo.co.jp 

                        住所、氏名、年齢、電話番号を明記。 匿名の場合 

                        は、明記して下さい。投稿お待ちしています。（編集部） 

     いつも読んでいただいてありがとうございます。また、多くのご意見やご投稿ありがとうございます。励

みになったり、すごく参考になったりしています。「番町で防災マニュアル作りで大変ですが、将来のため

に今頑張ってます！」といったおはなし。身体に気を付けて、無理をせずに進めて下さい。青蓮寺湖駅伝

で「つつじが丘Aチーム」が４７チーム中９位に入ったというお便り。伊賀白鳳高校も２チームとOBチームも

出場していたとのこと。おめでとうございます。つつじもやるじゃないですか！ 

寒さも少しずつ緩み始めましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

今年は花粉の飛散量が多いと予想されています。日本人の4人に1人は

花粉症と言われ、今まで大丈夫でも、急に発症することがあります。花

粉症の予防・症状軽減のために、早めの対策をお勧めします。  

☆風の強い晴れた日は… 

 できるだけ外出を控えめにしましょう。特に昼前から１５時頃までが花

粉が飛ぶピークです。 

☆顔の周りを守ろう！ 

 眼・鼻・口から花粉の侵入を防ぐ為、メガネやゴーグル・マスク・スカー

フ・帽子を着用する事がおすすめです。花粉症用メガネもありますが、通

常のメガネでも目に入る花粉量は１/３に減少します。 

☆洋服はここに注意！ 

 服は、花粉がつきにくいスベスベした素材のものを選びましょう。 

☆髪型 

 髪をコンパクトにまとめる・短くする等、花粉が髪につかないように、気

を付けましょう。 

☆車内も注意！ 

 花粉の侵入を防ぐ為に窓を閉めて、通風口は閉じるようにしましょう。 

☆花粉は家に持ち込まない 

 家に入る前は玄関先で、衣服や髪・持ち物についた花粉をはらいましょ

う。 

☆うがい・手洗い・洗顔・洗眼も大切に！ 

 うがいはのどに付着した花粉を除去する効果があります。帰宅したら

うがい・手洗い・洗顔・洗眼で花粉を除去すると症状の軽減が期待でき

ます。  

心地よい春の風を感じながら、季節を満喫して頂きたいと思います。 

つつじが丘のみなさま こんにちは！ 

  つつじが丘地区「まちの保健室」です。 ☏６８・７８００ 



 

◎サロンカレー亭のご案内 

日時 ３月 ２１日(木)１１～１３時 

場所 つつじが丘南集会所 

   参加費  １００円 

      （スプーン、お皿は持参） 

※ 夢乙女の皆様による南京玉す   

 だれをお楽しみ頂きます。 

   

  1日(金)   6年生を送る会(2～4限) 

               委員会 

  4日(金)   分団児童会 

  5日(火)  校内委員会 

  6日(水)    職員会議 

12日(火)    折り紙 

13日(水)    校内研修会 

                卒業予行 

15日(金)    紙芝居 

18日(月)    卒業式 

19日(火)   給食終了 

22日(金)    大掃除 

25日(月)    修了式 

26日(火)    企画委員会 

27日(水)    企画委員会 

 

  5日(火)   三年生を送る会 

  6日(水)   同窓会入会式 

  7日(木)   卒業式 

11日(月)   県立後期選抜 

13日(水)   校内研修会 

14日(木)   マラソン大会 

       短縮開始 

18日(月)  合格発表 

20日(水)   職員会議 

22日(金)  大掃除 

25日(月)   修了式 

  1日(金)  ひなまつり 

       誕生会 

  4日(月)   年中組お別れ参観 

  5日(火)   年長組お別れ参観 

  6日(水)  さくらんぼ組 

                お別れ参観 

  7日(木)  年少組お別れ参観 

11日(月)  お別れ会 

15日(金)    半日保育      

16日(土)  卒園式 

                  (市民センター) 

19日(火)    半日保育 

20日(水)    半日保育 

22日(金)  修了式 

 

◎おじゃまる広場 
  12日(火)10:00～11:30 
  市民センター多目的ホール 
  19日(火) 修了式 
  10:30～11:30 
  ふれあいセンター 
◎ベビースマイル 
    7日(木)  

     13::05～13：40   南中 

◎きになるサロン 

    8日（金）北集会所 

  22日（金）南集会所 
      10：00～12：00 

おじゃまる広場 

健康福祉部 

3月 

    １９８９年に開始した世界寺小屋運動では、これまでに約１３０万人 

の人々が寺小屋で学ぶことができました。しかし、世界ではいまだに学校に行けない

こども約１億２４００万人（１１人に１人）。読み書きができない大人（１５歳以上）は７億５

０００万人（６人に１人）もいます。そして、その７割がアジアに集中しているようです。２

０１７年１２月～２０１８年１０月に全国から集まったハガキが９６万枚（約４５１６万円相

当）になり、アフガニスタン、カンボジア、ネパールに寺小屋をたてることができました。

皆様の１枚１枚がアジアの人達の応援となります。平和な未来を拓くために必要なの

は教育です。私たちは、毎日感謝を忘れずに過ごすことはもちろんですが世界の平和

も願い、忘れてはなりません。ご協力を賜りますように宜しくお願い申し上げます。 

 期間 12月中旬～2月末ですが3月初旬に回収します。 
★名張ユネスコでは、書き損じハガキ、使用済み切手 

 未使用の切手、プリペイドカード、図書券、収入印紙 

 各種 金券などを集めています。 

（つつじが丘市民センター受付横に投入箱が設置） 

書き損じハガキ・キャンペーン 

 名張市各地域の水路しゅんせつ

土砂を「最終処分場管理型A区画」

に搬入されます。 

 ○平成３１年２月２５日(月) 

                         ～３月１５日(金) 

            午前9時～正午。 

            午後1～3時まで 

 ○平成３１年３月１７日（日） 

            午前9時～正午（雨天決行） 

２トンダンプが合計約５０台が出入

りします。譲り合う等、安全運転に

充分気を付けてください。 

           （生活安全部） 

しゅんせつ土砂の搬入 


