
６月２３日（日）市民センターにおいて、つつじ
が丘・春日丘自治協議会主催の「認知症サ
ポート養成講座」が開催されました。約１６２名
の方に参加をいただきました。若い方の姿も
目立って、盛況となりました。講師つつじが丘
地区「まちの保健室」森尚子氏から講義を聴
いた後、寸劇を見て、認知症の知識を分かり
やすく学ぶことができました。（健康福祉部） 

令和 元 年 ６ 月 ２９ 日 

つつじが丘自治連合会 
     会長 小引 福夫２９
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６月２日（日）好天に恵まれ、恒例の名張クリー
ン大作戦が実施されました。つつじが丘は総
勢１、５８６名が参加の下、特に不法投棄ゴミ
の回収にあたりました。昨年度より回収量は減
少したものの、まだ、使用済みの車のタイヤや
大型バイクなどが回収されました。これからも
私達が暮らす街をきれいにしていきましょう。            

地区計画住民説明会 

 認知症サポート養成講座 

「つつじが丘地区計画」住民説明会が、６月２３日
（日）南集会所で開催されました。引き続き６/３０
（日）、７/３（水）にも行われます。平成２６年に市
が「用途地域等の見直し方針」を定め、平成２７年
５月には、自治連合会に「つつじが丘地区計画策
定委員会」を設立しています。これらは、つつじが
丘の将来を見据えての地区計画です。市が主導
ですが、住民の意見、要望で創られていく住民の
ための地区計画です。 

理事会の紹介 
毎月第１・第３土曜日午前に自治会館で開催され

る。１８番町理事及び事務局とで構成される。場合

によっては各種団体等に出席をいただいて説明を

求める場合もある。各部定例事業の計画・会計報

告の他、現在提出されている「ゴミ捨てマナー啓

発」「監視カメラ設置」「桑名市社協・松の木自治連

合会視察団への対応」等案件は多岐に亘る。 



 つつじの事どれくらい知ってますか？                      

つつじが丘の歴史 ～６月号の続き 
 （平成１４年に「つつじが丘地区まちづくり委員会」が奈垣地区の方から聞き取り調査した内容です） 

   ～開発（造成）前のつつじが丘の様子～ 

・ 深い山ではなく自然の雑木林。 
・ 炭を焼いたり畑を耕したり、山の谷間にある棚田で米作りをしていた。  
・ 棚田は谷沿いにあったので、水は充分にあったが水気が抜けにくかった（水田）。 
・ ３０～４０％は禿山で集落や民家はなかった。 
・ きのこがたくさん採れた（松茸、しめじ、こう茸、くろかわ、すどし等）。 
・ 戦後、松くい虫が大発生して松が被害にあい松茸は採れなくなった。 
・ 鹿、イノシシが生息し、谷川にはウナギがいた。 
・ 開発前は、國津の人が山を下りるための古い道が３本（名張市街地方面、比奈知方面、 
  青蓮寺川方面）あった。その道は、美杉村太郎生、曽爾村にも通じており、多くの人や物 
  の行き来があった。 
・ つつじが丘交番あたりから南側が奈垣地区。北側が下比奈知地区であった。字名は, 
  「内浦」「上下（じょうげ）」「目細（めおそ）」「板屋」「松尾」など。 

                                           南８番町 古川高志氏 提供  

北１番町は、つつじが丘住宅地の西方向に位置する。バス通りに面しており、その通りは、

つつじが丘に出入りする４つのルートの中でメインのルートになる。バスで来ると最初に見

えてくるのが、この北１番町と同２番町である。２ヶ月に１度の清掃日と週１回のバス停清掃

で、自治会会員が団体となって箒と鎌を持って清掃に充たられている姿をよく見かける。

他の番町にはないと思われる。一歩中に入ると、街並みも整然として、どのお宅もきれい

にされている。ゴミも落ちていない。しっかりとした番町という印象だ。同番町の人口は、男

性２７５名、女性３２１名、合計５９６名。世帯数は、２５０世帯でつつじが丘住宅内の番町で

は４番目に多い世帯数である（名張市HP参照） 

 

番町紹介   

 親睦会は、年に１度自治会館でバーベ

キューをしたり、イチゴ狩りに行ったりと自治会

活動も活発である。毎回１００名位が参加をす

るとのこと。ただ残念なことはメイン道路がある

からか、きれいにしてもポイ捨てが多く、ゴミス

テーションにも通りすがりに捨てていく人が後

を絶たないということだ。自治会長に話を伺うと

「住民同士の交流も盛んで、住みやすい番町

です」とのこと。 



                        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。 

親子の会話から 
A） 高齢化になったけど、この街はどうなるのかなあ？ 

B） まだ、大丈夫だろ 

A） でも、空家も増えてきて人口が減ってきたら・・・ 

B） 道路が壊れても誰も直さない。バスも通らない。夜も暗い街になって以前のように不便になったら・・・ 

A） そのために「若い人も住みやすい街」を目指して、皆で一生懸命に頑張っているのかも・・・ 

梅雨空が続く毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

体調不良を起こしやすい時期です。だるい・疲れやすい・冷えるといった不調

を感じる方も少なくないと思われます。 

 つつじが丘地区では、様々な健康づくりに取り組んでいますのでご紹介致し

ます。「健康チェック」と「活動」「情報収集」でいきいき生活を目指しま

しょう。日時等の詳細は回覧や広報つつじをご覧ください。 

 

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 

自分に合った活動を楽しむ 
★ず～っと元気！健康教室 

★スクエアステップ 
★モアサロン 

★カレー亭 
  

チェックの内容を活かして・・・ 
  

健康チェック 
★インボディ（体組成計）測定会 

【5月に開催し、大好評！次回は秋に予定中】 

★特定健診・後期高齢者健診 【8月１８日・２９日】 

★がん検診 【9月15日】 

★こつこつ骨の健康教室（骨密度計測）【11月１日・13日】 

★タッチパネルによる脳の元気度チェック 

      【番町毎に順次お知らせを各戸配布中】 
  

今年は気温・湿度が高く、細菌が繁殖しやすいと予想されています。

例年になく食中毒の発生が危惧されており、皆様ご注意ください。 
  

情報提供 
★広報つつじ 

「いきいき長寿コーナー」 

★相談窓口 まちの保健室 
  



ず～っと元気！！健康教室 
       第１部（無料） 

開催日： ７月１１日・７月２５日 

         （第２・第４木曜日） 

時   間： ９時半受付、血圧測定 

              １０：００～１１時半 

場   所： 市民センター多目的 

対象者： つつじが丘・春日丘 

      地区在住（定員６０名） 

内    容：簡単にできる体操 

      筋力トレーニング 

      認知症予防体操など 

スクエア・ステップ開催 
楽しみながら転倒・要介護予防・認

知機能向上・生活習慣予防を目指

す楽しいエクササイズを実施。（毎

月曜日） 

 ・７月１日      南集会所 

 ・７月１５日    北集会所 

 ・７月８・２２日   市民センター 

   いずれも午前10時～11時 

 

  3日(水)  グループ研究部会② 

              職場体験学習① 

  4日(木)  職場体験学習② 

  5日(金)  職場体験学習③ 

  8日(月)  乗り入れ授業（６年生） 

  9日(火)  個別懇談会①（終日） 

10日(水)   個別懇談会②（午後） 

11日(木)   大掃除（午前） 

       個別懇談会③（午後） 

12日(金)   終業式 

       薬物乱用防止教室 

14日(日)   伊賀大会 

17日(水)   職員会議 

20日(土) ～23日(火)   伊賀大会 

 南サロンカレー亭のご案内 

日時 ７月１８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） 

   

  3日(水)  グループ研究部会 

  5日(金)  クラブ活動・紙芝居 

  8日(月)  乗り入れ授業（６年生） 

  9日(火)  校内委員会・折り紙教室 

10日(水)   職員会議・分団児童会  

11日(木)   給食終了 

12日(金)   終業式  

16日(火)   個人懇談（午前） 

       校内研修会（午後） 

17日(水)   校内研修会（午前） 

       個人懇談（午後）   

18日(木)   個人懇談（午前） 

19日(金)   個人懇談（午前） 

 自由水泳 16日(火)～19日(金) 

        22日(月)～26日（金） 

  16日(午前・午後)、以外は午前 

 

◎おじゃまる広場 
   ２日(火)   10：00～11：30 

       (七夕会・身体計測) 

  １６日(火)  10：00～11：30 
  ３０日(火)   10：00～11：30 

 市民センター多目的ホール 
  
◎きになるサロン 

  １２日（金） 北集会所 
   ２６日（金）南集会所 

 いずれも 10：00～12：00 

 子育て中の人もそうでない人

も誰でもどうぞ。集会所和室で

お茶とお菓子をいただきながら

まったりと語らいませんか   

評議委員会の開催 
日時：7月6日（土）19：００～ 

場所：市民センター２階会議室 

○第1四半期事業・会計報告等

資料は事前配布。 

○【自治連合会が抱えておりま

す諸課題】について、皆さんと忌

憚のない意見の交換に時間を

取りたいと思います。ご質問・ご

意見に対する回答で進めさせて

いただきます。 

おじゃまる広場 

健康福祉部 

7月 

総務部 

健康福祉部 

巨大災害に備えて 

地域で取り組む防災・減災活動 

日時 ７月２１日（日）１３：３０～1５：３０ 

場所 市民センター２階 大、中会議室 

講師  川口 淳 先生  

～三重大学 三重防災・減災センター 

         地域・企業支援グループ長 

参加者  自治会長、生活安全員及び二次避難所 

     （小、中学校、市民センター）施設管理者 

内容  講演並びに HUG訓練の実施 

 防災講演会開催のお知らせ 

各種募金のお礼 
合計1,613,232円 
となりました。適正に各団体に
配分し、適時送金致します。ご
協力ありがとうございました。   
（財務部：黒木） 

  5日(金)  七夕 

  8日(月)  誕生会 

10日(水)  なかよし広場（要予約) 

12日(金)   ～13日(土) 

       年長お泊り保育 

16日(火)  避難訓練 

19日(金)  終業式 


