
平成３０年１０月３１日 

つつじが丘自治連合会 
     会長 小引 福夫２９

1１ 
秋の子どもフェスタ 

ハナレ猿の現状 
  ハナレ猿対策は、この地に住まいを設けた我々の宿命ともいえます。これからのシーズン  

 は、食糧を求めて住宅に出没する機会が増えます。注意点は次のとおりです。 

○ 吊るし柿を食べに来ます。昨年度に被害にあったお家には今年も来ます。吊るす時 

 には、工夫をして下さい。 

○ 特に、小型犬に親しみを持って駆け寄って来ます。散歩時は注意をして下さい。 

○ 女性や児童に抱き付きに来ます。３０人以上の方が抱き付かれています。背後にも 

 注意を払って下さい。 

 サルの出没時には、多人数で対応し、サルにこの地は恐いと認識させて下さい。 

  ※ ３頭以上のサルは名張A群（群れ約３０頭弱）です。ハナレ猿は、１頭か２頭で行動 

   しています。群れは、襲っては来ませんが、音のするもので追い払うと山に逃げます。 

   山際の方は群れが山に逃げるまで追い払うとよいでしょう。子ザルがいる場合などは、 

   親と子ザルの間には入らない等の注意は必要です。（古川）  

          名張市環境室 ０５９５-６３-７４９２ 

 秋の子供フェスタ。学習体験型。初の試みとしてつつじが丘自治連合 

会主催の「学び」を取り入れた子供フェスタが１０月２１日（日）の午前９ 

時からつつじが丘市民センターで開催されました。小学４年生から中学 

生までが参加できる教室は、和太鼓や囲碁、オセロ、草履作りなど全部 

で１３教室。 しめ縄づくりは、國津生まれの藪井さん、國津神社宮司の 

中野さんに事前準備と当日の指導でお世話になりました。手を黒くしな 

がら悪戦苦闘していた生徒も、教えて頂いた後は要領を覚えて何本も 

作って得意げな様子。ゴム鉄砲作りも、割りばしと輪ゴムで簡単にゴム 

鉄砲ができることから多くの生徒が真剣に取組んでいました。その他に 

も餅つきに挑戦する女子生徒。ゴミ袋で雨合羽や新聞紙でスリッパを作 

ったりする防災コーナー。学校ではなかなか体験出来ないものばかり。 

水彩画も予想どおりの人気。今回は、色使いについて学べたようです。 

   大正琴や筝（そう）の教室もありました。筝（そう）は、奈良時代に唐か 

ら日本に伝わった日本伝統和楽器のひとつです。江戸時代初期に八橋 

検校（やつはしけんぎょう）が筝曲の基礎を大成させました。京都のお菓 

子で筝の形をした「八つ橋」に「八橋検校」の名残があります。暗号のよ 

うな数字「７７８・・・」と書かれた音符で演奏します。これで「ヒーヒーハー」 

と読むそうで、昔は「チントンシャン」と覚えたそうです。「７７８・・・」は、唱 

歌「さくら」です。早速、生徒は親指と人差し指、中指に爪を付けて「さくら」 

を爪弾きます。筝の音色は、優しくて素朴。そして力強い。癒されます。 

    お隣の教室では、おにぎり作りを体験しています。玄関口では、南中 

生の創作料理。今回は「アレンジパウンドケーキ」。ホットケーキをサイ 

コロ大にカットし、それをカップに詰めて、キウイ、りんご、みかん、黄桃、 

バナナ、マシュマロをトッピング。最後にホイップクリームを上からかけて 

出来上がり。行列が出来て、瞬く間に無くなりました。 

    今回の体験学習型「秋の子供フェスタ」は、古きを見直して現在に生か 

す「学びの宝石箱」。歴史や文化を大切に育てることは、街の発展にも繋 

がると確信しています。また「子供は地域が見守り、育てる」という基本に 

立ち返る絶好の機会であるとも感じました。   （編集部） 



団塊世代の紹介No6 

  

 

 南６番町の真崎さん（女史）は団塊 

世代。自由に生きて、自由に遊んで 

いる。小物を作り始めて３０年以上 

になるという。家の中に所狭しと飾 

られた小物。その数１，０００を超え 

る（写真参照）。圧巻だ。マカロニで 

創ったクリスマスリース。ハマグリで 

造ったお雛様。その座布団も手作り。公園や山に落ちているドングリや松 

ぼっくりで置物を作ったり、南天の木に９匹のサルをくっ付けて「苦難が去る」 

と遊び心も満載。これを何本か器に放り込めば、りっぱなインテリアになる。 

不思議な世界だ。究極は、小さくした綿を、染めた布で包んで稲穂にし、 

細い針金をひげにした麦。筆者は、本物と間違えた。 

    昔に勤めていた会社で、お昼休みに皆んなで作り始めたのが切っ 

掛けという。ご本人がいうには、「昔の人間だから、お金を使わないで 

遊ぶのが好き」「物を捨てるのが嫌」だそうだ。ペットボトルのキャップ 

まで小物にしてしまう（右下の写真のハット帽。芯にフタを使用）。また、 

「俳句やお茶も好き」「昔の人は、質素な中で心を豊かにする遊びをし 

ていた」「昔の人はすごい。そういう生き方をしたい」と話して頂いた。 

なるほど。共感される方も多いと思う。 

 番町では、イベント等で「小物作りコーナー」を設けて、子供さん達に 

教えて頂いているそうだ。また、総会では、シンプルではあるけれど格 

式高いお花を活けていただき、重厚な会議の場の雰囲気を和らげて 

頂いている。 

  最後になるが、野菜も作っている。「自然が大好き」。生き生きとした 

笑顔で話をされるのが印象的だった。。「まだまだしたいことがある」とも。 

 また、つつじが丘で遊び心と探究心旺盛な心に響く団塊世代を見つけた。 

                                  （広報：米田） 



朝晩、冷え込むようになりましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか？ 

毎年、インフルエンザが猛威を振るいます。今年は９月頃からインフル

エンザ感染者が発表されていますので、早期からの対策が必要です。 

インフルエンザの予防には、手洗い・うがい・十分な栄養と睡眠・適度な

運動・マスクの使用が大切です。あわせて予防接種を受けることで、重症

化を防ぐことが出来ます。 

名張市では一部公費負担があり、インフルエンザの予防接種を受ける

事ができます。  

☆実施期間 平成３０年１０月１５日(月)～平成３１年１月３１日(木) 

☆対象者 

・名張市に住民票がある６５歳以上の方… 

  個人負担金：２０００円 （1人1回）です。 

※６０歳～６５歳の心臓・腎臓・呼吸器機能や免疫機能に著しい障害の

ある方も対象となる場合があります。  

・名張市に住民票がある生後６か月～小学校就学前の乳幼児は… 

             補助金：１回２０００円（期間中2回まで）です。  

公費負担の手続きや実施医療機関など詳しくは健康・子育て支援室 

（☏０５９５－６３－６９７０）にお問い合わせください。 

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 

（投稿） 

伐採後の樹木の処分について 

 南６番町ぞうさん公園では、先日来の台風

の影響で山際の大きな木が何本か倒れ、伐

採致しました。その木の処分に困っています。

薪等で必要な方は下記に連絡して下さい。 
ぞうさん公園クリーン会 廣田（６８-３６９１）まで 

 広報つつじを読んでいただき有難うござい

ます。 

投稿先：    つつじが丘市民センター受付。 

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） 

北９番町理事 環境部  池田 優 
 
                                                    理事就任あいさつ 

                  この度「つつじが丘北９番   

               町自治会理事・自治連合会  

               環境部副部長」を拝命し、こ 

               の１０月より就任いたしました 

               非常に責任あるポストで、こ   

               の重責に不安でいっぱいで 

               すが、1日でも早く、理事の責 

               務、役割、業務を理解できる

よう、諸先輩理事のご指導を仰ぎます。 

 そして住民の皆様に寄り添い、より良く住みやすい

地域造りに努力して参りますので、よろしくお願い申し

上げます。 

                             以上 

 



 

◎サロンカレー亭のご案内。 

日時 11月15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） 

※ 響様によります大正琴演奏 

    

◎ず～と元気！健康教室 

日時 11月22日(木) 南集会所 

    11月29日(木) 北集会所 

 

   1日(木) 乗り入れ授業(６年) 

               つつじが丘幼稚園 

       交流（１年）     

  2日(金)  ふれあい参観(２・３限) 

              委員会(６限) 

       校内研修会 

  7日(水)  校内研究会 

  8日(木) 入学説明会 

        就学時健診 

  9日(金)  演劇鑑賞会 

13日(火)  折り紙               

14日(水)  グループ研究部会   

16日(金)  クラブ活動・紙芝居 

17日(土) 土曜授業(市総合防災訓練) 

20日(火)  校内委員会 

21日(水) 職員会議 

27日(火)  小中一貫代表者会議 

28日(水) 校内研修会  

30日(金)  美術展（桔梗東小）  

秋の防災講演会実施～三重県防災対策室 防災企画地域支援課  西川実雄 氏 

平成３０年１１月１０日（土） １３時～  つつじが丘市民センター 

 ○ワークショップ形式によるDIG（災害想像ゲーム）、 

     地図を見ながら地形を精査し災害を想定し、チームで避難対策を立てる等をゲーム形式で行う。 

 ○小学生チーム、中学生チーム、市民センターチームに分かれてチームで検討する。 

 

 ６日(火)   名張市音楽会  

 ７日(水)   校内研修会 

13日(火)   部活動なし 

14日(水)   グループ研究部会 

17日(土)   土曜授業 

       市総合防災訓練 

20日(火)～22日(木) 

        期末テスト 

21日(水)   職員会議 

22日(木)  ヒューマンライツ 

27日(火)   小中一貫 

       代表者会議 

28日(水)   小中合同研修会 

 

 1日(木) つつじ小１年生 

              と交流 

  2日(金) 遠足（年中） 

  5日(月) 消防署見学(年中) 

 6日(火) 遠足（年長) 

  7日(水)  年少組参観 

  8日(木) 年中組参観 

  9日(金) 年長組参観  

12日(月)  観劇 

15日(木)  誕生会 

20日(火)  茶道教室 

21日(水) さくらんぼ参観 

26日(月) 避難訓練 

               消火器訓練 

28日(水)～30日(金) 

              南中３年生との 

       交流 

 

◎おじゃまる広場 

  6日(火)  身体計測 

20日(火)   10:00～11:30 

市民センター多目的ホール    

◎ベビースマイル 

  1日(木) 13::05～13：40 

15日(木)         南中 

◎きになるサロン 

  9日（金）北集会所 

30日（金）南集会所 

 いずれも10：00～12：00 

おじゃまる広場 

名張市総合防災訓練～市民こぞって防災訓練～ 

日時 平成３０年１１月１７日（土）午前９時～正午 

目的 災害発生時における市や地域及び関係機関の連携に基づく 

   応急対策の推進と、過去に実施した訓練から見出されるた課 

   題の解決、市民の防災意識の高揚及び防災諸活動の習熟を 

   図るため。 

想定 停滞する前線の活動で河川水位が上昇。氾濫危険水位を超  

   え、宇陀川沿い地域に避難勧告を発令する準備を行っていた 

   時に南海トラフを震源とする巨大地震（震度６強）が発生した。 

健康福祉部 

 

     つつじが丘地区クリーン 

   大作戦の実施 
   趣旨  

        不法投棄ゴミ収集を目的 と    

    する 「春のクリーン大作戦」 と 

    異なり、バス通りや幹線通 りの 

    各番町が共有する場所 を番町 

    の垣根を越 え、共同で清掃（落 

    葉、雑草等）に当たる。 

   内容 

        実行委員会で検討中。 

環境部 

生活安全部 

「日本住宅改善保安協

会からのご案内」 

この文書に注意 

１１月 


