
夏休み子どもカレー亭 

令和 元 年 ８ 月 ３１ 日 

つつじが丘自治連合会 
     会長 小引 福夫２９
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「名張のマジシャン」小林良行さん 

 つつじが丘自治連合会では、初の試みとして「夏休み子どもカ

レー亭」を開催しました。当初は、８月１６日（金）２０日（火）２３日

（金）を予定しておりましたが、台風１０号接近のため、早目に判断し

１６日は中止とさせていただきました。１６日に参加申し込みをされて

おられた皆様申し訳ございませんでした。当日は、お友達や保護者

の方とご一緒に参加していただき、１１時に開演でまず初めに「名張

のマジシャン」小林良行さんの手品が披露されました。素晴らしい技

と、それにも増したトークで場内は笑いと歓声に包まれました。子ど

もも大人も「何とか種を見破ってやろう」と目を輝かせていましたが、

残念ながら種を見破ることはできませんでした。 

 その後、藤原繁子さんをリーダーとするカレー亭スタッフの皆様が、

早朝より愛情を込めて作ってくれたカレーをいただきました。皆さん

「美味しい、美味しい」とお代わりをされる子が続出でした。参加して

いただいた皆様、スタッフの皆様ありがとうございました。 

                           （健康福祉部 湊先） 

８月３日（土）恒例の夏まつりが盛
大に行われました。約４,０００人の
参加者が訪れました。 

番町紹介  



 

 秋の子どもフェスタ～子どものお祭

  北９番町は、つつじが丘住宅の一番北側にある番町で

す。つつじが丘住宅から比奈知に抜ける道路が走る東側

にあたります。人口は５５５人で、２３２世帯を有し、つつじ

が丘の番町では、９番目の世帯数になります。（HP参照） 

 番町には、「組織委員会」という組織があります、２年前

の組織改革の年に、番町役員とは別に役員を助けること

を目的に作られたそうです。この組織の役目は、会則や規

則を作成したり、ゴミ問題やフン対策などの諸問題を取り

上げて考察し、その対策や方法を役員会に提案して行こ

うというものです。今は、自治会長や副会長、民生委員、

理事等の推薦と取りまとめもしているということです。他の

番町にはない特徴ではないでしょうか。メンバーは１２名程

で構成されているそうです。また、自治会活動も盛んで、

防災訓練の後、公園で座談会を開いたり、親睦会も毎年

開催しているということです。筆者は、以前にクリーン大作

戦の時につつじが丘１号公園で取材をさせていただいた

ことがあります。クリーン大作戦終了後、皆さんが消防士さ

んから「油火災の消火訓練」で濡れタオルを被せて消火

する訓練を受けておられました。大勢の方が熱心に見学

をし、若い方も積極的に前に出て実践していたのを思い

だしました。「まとまった番町だな」と感じました。最後に池

田理事さんが「団結した仲の良い番町です」と仰ったのが

印象的でした。（広報：米田） 

つつじわくわくワークって？
子供から高齢者（保護者）対象
会場内で体験やお手伝いをすると
ポイントがゲットできポイント数に
より会場内のフードが購入できます

つつじわくわくワークを開催！
（わくわくカードは本部席で配布します）

保育園・ 幼稚園・ 小学校・ 中学校保護者各位 令和元年8月
つつじが丘・ 春日丘自治連合協議
会

会長　 小引　 福夫
こどもフェ スタ実行委員会

委員長　 三永　 拡子
のフェスタ　
9月29日（日）
10：00～15：00

場所：つつじが丘市民センター
駐車場：中央グラウンド

・卓球
・ミニグランドゴルフ
・ミニパターゴルフ
・風船遊びルーム
・習字教室
・RV体験
・デジタル地球儀
・心肺蘇生体験
・ロープの結び方体験
・タンカ体験
・消火器体験
・囲碁・将棋・オセロ
・朗読を聴く

・起震車体験
・白バイ体験
・パトカー体験
・消防車体験
・煙幕体験
・竹ぽっくり作り
・竹馬作り
・餅つき体験
・綿菓子作り体験
・ミニSL
・高齢者疑似体験
・ブースの呼び込み
　体験

いろんな
体験が

できるよ♪　　　　　　　　　　

10種類の
小動物たち
とふれあい
ができます
� （無料）

・ふわふわサンドイッチ
・スープ
・おにぎり
・みそ汁

・ポップコーン
・綿菓子
・焼きそば
・フランクフルト
・タコ焼き

パフォーマンス
♪・伊賀琉真太鼓
・風船バルーン
・南京玉すだれ
・Jrダンス
・南中吹奏楽演奏

たくさん体験し
てポイントを
ゲットしよう！

もちの振る舞いは無料
体験は５PGETできます

12：30～

FOOD

問い合わせ　地域交流部　肥後　
　　　　　　

※会場での両替・釣銭は対応できません
　事前準備をお願いします

対称事業

子供用の制服あ
り
写真も撮れます！

50円～100円また
は20P～30Pで購入

近大高専
の学生さ
んも来て
くれ
るよ！

※授乳室・おむつ交換場所
　完備しています

番町紹介  

https://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=29162&sw=%E3%83%93%E3%82%A2%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3


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

つつじが丘の歴史                   ～南８番町 古川高志氏 提供 

１９８１年（昭和５６年） 
   １月         入居７戸 総入居戸数 ６８５戸 
   ４月         つつじが丘小学校開校 児童数 ６６１人 ３９教室 
          （１年１３７人 ２年１２３人 ３年１１２人 ４年９２人 ５年１００人 ６年９７人） 

              つつじが丘幼稚園 開園 
          5月                        名張警察署つつじが丘派出所設置 

    9月                        第１回 敬老会開催 

１９８２年（昭和５７年） 
    2月6日       南集会所落成式 
    3月                 老人会（福寿会）発足 会員99名 
          4月                         つつじが丘第1回自治会総会（準備委員会解散） 

          5月30日                  第1回つつじが丘体育祭開催   1位 北4番町 

１９８３年（昭和５８年） 
                                       つつじが丘の電話局番が 3局及び８局に統一された 
         ４月３日                   南中学校開校 

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 

つつじが丘のみなさま、こんにちは！まちの保健室です 

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

今年も年に１度のがん検診の季節がやってきました。がんの初期には症状がなく、症状が出た

時にはかなり進行している事が多々あります。症状がない、だからこそがん検診で早期発見

を！ 

つつじが丘市民センターにおいて９月１５日(日)開催します。 

つつじが丘で受ける特典として、受診者全員に名張市指定ゴミ袋をプレゼント！もちろん、名

張ケンコー！マイレージ‼の対象です。 

【検査項目】子宮頸がんは20歳以上、それ以外は40歳以上が対象 

☆胃がん（定員１００名） 

→問診とバリウムを飲んでレントゲン撮影 

☆大腸がん（定員なし） 

→問診と２日間採便し提出  

☆肺がん（定員なし） 

→問診と胸部レントゲン撮影 

☆乳がんマンモグラフィー（定員８０名） 

  →問診と乳房レントゲン撮影 ※授乳中の方は受けられません 

☆子宮頸がん（定員６０名） 

  →問診と内診細胞診 ※生理中の方は受けられません 

申し込みは、８月１９日(月)～９月３日(火)の平日９時～１７時につつじが丘まちの保健室に

申込書をご持参ください。        「まちの保健室」 ☏６８・７８００ 



7月28日（日）つつじが丘市民センターにおいて、まちの保健室主催「健康について」の話し合

いが開催されました。健康を感じる時とはどんな時ですか？「よく眠れた時」「楽しく食事が出来

た時」等。そのために、どうすればよいですか？～活発な意見が出て元気がでました。  

 

  2日(月)  始業式 

  3日(火)  引渡し訓練・草引き 

  4日(水)   庭園開放・誕生会 

       なかよし広場（申込必

要） 

  5日(木)  草引き予備  

26日(木)  運動会予行練習 

 ☆園庭開放   4日（水）～6日(金)  

   ９：００～１０：００（雨天中止） 

         （申込なし） 

 

 4日(水) 修学旅行説明会 

11日(水) グループ研究部会④ 

12日(木) 乗り入れ授業（６年）④ 

14日(土)  伊賀陸上① 

15日(日)  伊賀陸上② 

16日(月)  伊賀陸上（予備日） 

18日(水)  校内研修会 

21日(土)  国際交流イベント（３年） 

         乗り入れ授業（６年）⑤ 

25日(水)  職員会議 

29日(日)  子どもフェスタ 

                         

 南サロンカレー亭のご案内 

日時 ９月１９日(木) １１～１３時 

場所 つつじが丘南集会所 

 振り込み詐欺講話～名張警察署 

   参加費  １００円 

      （スプーン、お皿は持参） 
 

   

  2日(月)  発育測定・平常授業 

  4日(水)  給食運営協議会 

  6日(金)  みんなで語ろう会  

10日(火)  校内委員会・折り紙 

11日(水)  グループ研究部会 

12日(木)  乗り入れ授業（6年生） 

13日(金)  紙芝居・委員会 

18日(水)  職員会議  

19日(木)  自由参観１～２限 

        5年 １限ふれあい参観 

            ２限野外活動説明会 

        6年 ３限修学旅行説明会 

20日(金)  社会見学（1～4年） 

21日(土)  国際交流イベント（6年）授
業日 

24日(火)  振替休業日 

26日(木) 野外活動（５年） 

27日(金)  野外活動（５年） 

29日(日)  子どもフェスタ 

 

◎おじゃまる広場 
   ３日(火)   10：00～11：30 

  １７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 

  １３日（金）北集会所 
 ２７日（金）南集会所 
   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   

                 （参加費１００円） 

１．自治会館の予約 

２．南北集会所の予約 

３．中央グランドの予約 

      自治連合会事務局 

     TEL６８－６７６２ 

おじゃまる広場 健康福祉部 

9月 

健康福祉部 

    支援センター 

（ねこのて事業の詳細）    

TEL５１－５７１６  

 
有機質堆肥 

「かんとりースーパー®名張」 

無料配布について 

近畿環境サービス株式会社より

上記堆肥の普及促進のため、今

回無償で提供されるもの。 

食品廃棄物 約８０％ 

活性微生物下水脱水ケーキ 約２

０％ 

顆粒と３ｍｍペレットの２種類 

１袋 １５ｋｇ 各戸１袋 

        環境部 大内  

環境部 

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 
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。 

スクエア・ステップ 
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） 

 ・９月   ２日  南集会所 

 ・９月  ９日  市民センター 

 ・９月１６日    北集会所 
   いずれも午前９時～1２時 
持参するもの～くつ、飲み物、運動
しやすい服装で参加すること。 

 
ず～っと元気教室（第２部） 

 健康運動指導士下田先生をお迎

えして、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

を行います。 

人数に限りがあります。 

 まち保 ☏６８・７８００まで 

 

タッチパネルで脳チェック 
・９月２２日（日）南集会所 

  今回は、南５・６番町対象 

    （順次設定しています） 

ワールドカフェ開催 

https://www.sozai-library.com/sozai/15427

