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会長   本田 卓治

８
二次避難所開設訓練を実施して

NPO法人「こどもの安全を守る会コアラ」に感謝状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月１日（水）、つつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　じが丘小学校校庭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　において、NPO法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　「こどもの安全を守る

会コアラ」が、三重県警察本部長からの「感謝状」

を頂いた。NPO法人「こどもの安全を守る会コアラ」

の活動は、2001年（平成13年）に遡り、大阪の池

田小学校事件が発生したことを受け、当時のPTA

役員が中心となり「子どもたちを守る運動」として

始まった。当初は小学校の登下校時の交差点、

横断歩道での交通指導や新1年生の下校時の見

守り活動をしていたが、2006年（平成18年）には

NPO法人となり、「青色回転灯車両（通称：青パト）」

を導入して通学路や公園、団地内のパトロールも

見守り続けて２０年　三重県警察本部長が感謝！

実施するようになった。北2番町山田青弘代表は

「家に入れなくて泣いている子供がいたり、下校時

に怪我をする子供もいる」と話して下さった。１７人

のメンバーが所属する。受賞時は皆さんが恥ずか

しそうにされていたのが印象的でした。また、子ど

もたちも遠くから「コアラさんだ！」と駆け寄るのを

見て、コアラさんの名前が浸透しているのがよく分

かりました。※平成３０年には、三重県知事及び三

重県警察

本部長から「防

犯功労団体の

部」で表彰を受

けています。

（子ども育成部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月２５日（土）に二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次避難場所である

小学校を使い、ソーシャルディスタンスも考慮に入れ

て、どれだけのレイアウトが確立できるかを実際にシ

ートを敷いて2メートル幅の通路を設け、一人に概ね

3.5平方メートルの居住スペースを確保して、4人用を

9か所、二人用を8か所、一人用を7か所の59人分の

居住スペースを確保した。更に名張市から借用した

段ボールベッドと衝立を組み立て展示した。約１時間

弱の時間を要したが、北２番町生活安全員山田青弘

氏の指揮のもと実施者はテキパキと動いていた印象

コロナウィルス感染防止を視野に入れての設営

を受けた。危機管理室鶴長

防災担当監をお招きしての

開設訓練で担当監から

①実際に設営して反省点が

　 多く見つかった。大変有意

　　義な訓練だった。

②皆さんの前向きな姿勢や努力に感謝申し上げたい

との講評をいただいた。今回は、ひとつのモデルとし

て展開をしたが、みんなが心をひとつにしないとなか

なか難しい事としっかりとしたリーダーが必要かなとも

思った。また、リーダーを育てるうえでもこのような訓

　　　　　　　　　　　　練の繰り返しが必要になってくる

　　　　　　　　　　　　と強く感じた。（生活安全部）

　　　　　　　　　　　　※実施者は、北１，２，３，４番町、
　　　　　　　　　　　　　　南７，８番町理事、正副会長、
　　　　　　　　　　　　　　生活安全員



北２番町番町紹介

は～とバス利便

性向上
自治連合会会

則等の見直し

　北２番町は、つつじが丘住宅の北西に位置する

逆L字型になった番町です。春日丘住宅から入っ

てすぐのバス通りの左側と郵便局の交差点を左折

して４～５００ｍ位の通り両側が北２番町になります。

世帯数は１７５世帯で、３９９人が居住します（名張

市HP参照）。つつじが丘では１７番目の世帯数で

住宅内では少ない方です。

　同番町は、自治会館や名張近鉄ガス供給設備

を有し、中でも５号公園がきれいなことで有名です。

広い公園内は３つのブースに分かれていて、スポ

ーツが出来る広場や、また小さな子どもさんが遊

具やおもちゃで遊べる広場、高齢者用の健康広

場等があり、子ども達からは「どんぐり公園」の愛称

で親しまれています。子どもスペースでは会員から

寄付された子ども用自転車、三輪車が用意されて

いて、手ぶらで来て三輪車や砂場で遊べる等の工

夫がされています。パターゴルフは、月１回の定例

会があり、年間スコアーで桜の花見会にボランティ

アの親睦を兼ねて表彰もあると伺いました。これら

を支えているのが、役員は言うまでもありませんが、

平成１６年に集まったボランティアの存在だそうで

す。しかし、当初5号公園をモデル公園にするため

に集まったメンバーも年々減少傾向が進み、今で

は数名になっているようです。公園は偶数月の第

４日曜日に自治会員、奇数月の第４土曜日にボラ

ンティアメンバーが環境美化に取り組むという

仕組みになっていて、情報交換の場としても活

用し清掃後の親睦タイムも楽しいということでし

た。公園に案内していただきましたが、今年か

ら世代間交流のイベントとして、５月に鯉のぼり

作り、７月には七夕飾り、１２月の餅つき大会と

和気あいあいと交流の場を楽しんでいるようで

す。取材当日は七夕の笹が立てられ短冊が風

でなびいていました。自治会は、「あったかい番

町」で、親睦会は、広い公園の活用で「軽度の

スポーツ」や「ビンゴゲーム」「家族抽選会」と役

員が企画したイベントで懇親会を行っていると

いうことでした。お話の中で、北２番町にはつつ

じが丘住宅を支える地域リーダーが多く住んで

おられるということも分かりました。（広報部）　

願いが書かれた短冊

清掃をする会員
集まった自転車と三輪車

公園横の遊歩道 鯉のぼりとあづまや
5号公園

ンバーが揃った。早速、南北集

会所や自治会館の使用状況のデ

ータ資料を頂いた。思っていたよ

り使用率は高い。自治会館は、「骨

盤ストレッチ」「シュプール」「少林寺

拳法」「フラダンス」が上位を占め、

南北集会所は「いきいきクラブ」や

「エアロビクス」「遊所書教室」「そろ

ばん塾」等が上位を占めている。こ

のデータを見て非常に嬉しかった。

施設は皆さんのためにある。使っ

て初めて生かされると思うからだ。

会議のメンバーも「多くの皆さんに

利用してもらいたい」と口を揃えて

仰った。「お菓子作り」「演奏練習」

「勉強会」「フリーマーケット」「カラ

オケ」等は出来ないか。ハード面

での改善は出来ないか。メンバー

の挑戦は続く。（広報部）

次回は南３番町です



「まちの保健室」便り　　　　　　　　　　　－９月１日は「防災の日」－
つつじが丘の皆さんこんにちは　つつじが丘地区まちの保健室です！

                 　　災害が起きた時に混乱しないよう日頃から備えて
　　　　　　　　
　　　　　　　　おきましょう

・連絡先や避難方法について
　　名張市が配布しているハザードマップを確認し、避難所や安全な避難
　　経路を事前に確認しましょう。また、家族の連絡先を記入して、どこ
　　で待ち合わせをするか話し合っておきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・災害時の対応
　　　　　　　災害が発生した時は、冷静にしているのは難しく、思った通りの行動がなかなかでき
　　　　　　　ません。普段から、とっさのときに身体を守る姿勢と行動を学んでおきましょう。

　　　　　　　　　　　地震の時は、とにかく頭を守り、
　　　　　　　　　　　身の安全を確認することが大切です
・自宅等での備え
　　冷蔵庫や家具などの転倒でけがをしないよう、固定家具などで転倒防止の対策
をしておきましょう。備蓄の食料は家族の人数分を最低３日分、出来れば１週間分
の用意をしましょう。子育て世代は、子どもの成長に合わせて必要なのもが変わり
ます。オムツの種類・服のサイズ・ミルク・離乳食など定期的に見直しましょう。

ローリングストック法はご存知ですか？
「ローリングストック法」とは、普段の食料品の買い置きを少しだけ
増やし、消費期限を迎える前に定期的に食べて、食べたら買い足すと
いう行為を繰り返すことで、非常時の備蓄ができるという方法です。
　食べ物だけではなく、乾電池やカセットコンロのガスボンベなども
ローリングストック法を利用して、交換しましょう。

感謝状贈呈」を取材して！

メンバーの皆さんは、奢るのでもな

く、常に冷静に先を見つめ、謙虚

に相手と接する方々でした。「土

地を愛し、人を愛し、仕事を愛す

る」という言葉がぴったりな皆さん

だと強く感じました。（米田）

こんにちは！つつじが丘地区まちの保健室です



 

22日（土）環境整備作業（中止）

24日（月）2学期始業式 

 ４日(金) みんなで語ろう会（中止）

 ８日(火) 折り紙

10日(木) 部活見学・体験（６年生） 

11日(金) 紙芝居

15日(火) 授業参観

　　（学年により時間が異なります）

　　　２限野外活動説明会（5年）

　　  ３限修学旅行説明会（6年）

17日(木) 社会見学（１～４年）

24日(木)～25日(金)

  野外活動（５年：実施方法検討中）

27日(日) 子どもフェスタ（中止）

〇救急救命講習会

    ・８月２３日  中止

〇防災講演会（女性向け）

　  ・ ９月１３日　中止

伊賀南部最終処分場水質検査結果

令和２年６月に実施。報告を受けた。

 １日(土) ～23日(日)夏休み

 ５日(水) なかよし広場

22日(土) 入園説明会

 8/8（土）号のYOUに掲載されます。

　　　詳しくは広告をごらん下さい。

24(月) 始業式

25(火) 誕生会

26(水) 引き渡し訓練

　　　　　　　　未定

 １日(土) 伊賀総体

 ２日(日) 伊賀総体

 ３日(月) 個別懇談会①　

　　　　　　学校図書館開放

 ４日(火) 個別懇談会②　

　　　　　　学校図書館開放

 ５日(水) グループ研究部会

 ６日(木) 個別懇談会③　

　　　　　　学校図書館開放

 ７日(金) 個別懇談会④　

　　　　　　学校図書館開放

 ８日(土) 伊賀総体

 ９日(日) 伊賀総体

11日(火) ～16(日)　閉校

17日(月) 学校図書館開放

20日(木) 学校図書館開放

24日(月) ２学期始業式

27日(日) 子どもフェスタ中止

30日(水) 中間テスト

○夏休み子どもカレー亭

    ・８月３０日（日）　中止

　

◎おじゃまる広場
    ４日(火)   １０：００～１１：００
  １8日(火) 　１０：００～１１：００
　　　市民センター多目的ホール
乳幼児が遊んでいます。ちょっと
覗いてみませんか
　　
◎きになるサロン
  ７日（金）北集会所１０～１１時
 ２８日（金）南集会所１０～１１時
小さな子供達と一緒にお茶を飲
みながら遊んだり、お話しません
か。　　　　（参加費１００円）

幼稚園だより 小学校だより 南中だより

健康福祉部（ご案内）

おじゃまる広場（8月）

９月

９月

９月

子ども育成部

小学校分団児童会に参加して

８月

８月

８月

夏祭り中止に伴う予算使途について

各番町のご協力で多くの提案を頂き

ました。参考にさせて頂いて理事会等

で決定させて頂きたいと考えています。

ありがとうございました。（総務部）
環境部

手助けもあって、各番町の子どもたちは無事自分たちの教室に

集合した。そこで、先生や地区委員、民生委員・児童委員さんか

らの連絡事項や注意事項が伝えられて、いよいよ下校準備。校

庭に集合してから、点呼を取り、先生も一緒に下校した。繰り返

すことにより、身につく習慣でもあると感じた。（広報部）

７月２２日（水）午後、年に３回行われる「分団児童会」に各番町理事１８名で参加した。１３時半にマイク放送が

流れ、高学年が低学年を迎えに各教室に向かう。各番町が集まる教室が決まっており、先生と地区委員さんの

総務部

○サロンカレー亭のご案内

     ★８月２０日（木）は中止です。　 

○配食サービス

      ★８月中は予定なし。

〇スクエア・ステップ

      ★８月中は中止です。

○ず～っと元気健康教室 

      ★８月中は予定なし。 

○集団がん検診

　 　日時　９月２０日(日)

　　場所　つつじが丘市民センター

（8/18～9/4の平日９：００～１７：００

にまちの保健室に申し込む。）

○特定健診

　　・８月２３日(日) 　　北集会所

　　・８月２７日(木)     南集会所

          　　　　  （後期高齢者健診）

○認知症サポーター養成講座

      １１月以降で調整予定

○インボディ測定検査

１２月７日・９日・１１日 実施予定

生活安全部


