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つつじが丘自治連合会

会長   本田 卓治
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安否確認カード等の掲示

 ６１％

つつじが丘自治連合会災害対策本部設置に関する懇談会

★訓練に携わって頂いた自治会役員の方々はじ

め、協力頂いた住民の方々お疲れ様でした。今年

の訓練はコロナ禍の中で密を防ぐため

　①　訓練時の一時避難場所への集合は中止。

　②　安否確認の通信訓練として住民の方々に接触す

ることなく安否確認カードを門扉等へ掲示して頂くこと

で安全確認の実施を行いました。結果として安否確認

カード等の掲示を頂いた方々の住民集計は、つつじが

丘住民世帯全体として

　　　                      ６１　％

（安否確認カード等の掲示数÷つつじが丘番町総世帯数）と

なりまだまだ納得できる数値ではありませんが、これか

名張市防災訓練 を終えて　(11月21日午前9時より実施）

11月21日（土）午後3時から、地域消防

団、名張警察署、つつじが丘交番、市

民センター館長、理事18名。名張市か

ら危機管理室鶴長防災担当監にご出

席いただき、『災害対策本部設置』に関

する懇談会を開催いたしました。鶴長

防災担当監より、平成25年三重県が

作成した理論上最大の東南海地震で

予測される名張市の被害想定から推

定したつつじが丘地区の被害は家屋

全壊は73軒。半壊は65軒程度。避難

者は1日目は約370名程度と推定され

るとの事でした。数字上は地区の二次

避難所である、つつじ小学校体育館、南中

体育館・武道場及び市民センターで受け入

れ可能な避難者数に収まっております。(2

㎡／1人)災害発生時の警察署、消防団に

ついてはそれぞれの組織としての規則が

あり、即、地域の支援には動けないことも

良く理解できました。

私の準備不足もあり『対策本部設置』の要

件、組織の在り方について突っこんだ検討

まで出来なかったが、この課題は急を要す

る事案でもあり、今後も生活安全担当を中

心に検討をスピーディーに実施、次回の開

催に繋げてまいります。 (会長 本田卓治)

らもいつ起こるか分からない災害に対して様々な機会を捉えて住

民の皆様方の意識の高揚等を図っていきたいと思っています。

（自治連合会　生活安全部）

＊なお番町毎の安否確認結果については別途生活安全部会を

通してお示しさせていただきます。



南中学校へベンチ１４脚寄贈

ゆめづくり地域交付金

つつじが丘自治連合会から南中学校

へ、総檜のベンチ１４脚を寄贈しました。

昨年６月の理事会で、湊先理事から南

５番町に隣接している奈垣地区の杉・

檜数百本を伐採して切り出す事を報告

した時に、肥後理事から南中学校のベ

ンチを作りたいから檜をもらってくれな

いか？と言われたのが事の始まりです。

平成30年度に新設された自治連合会の

事業である「ゆめづくり地域交付金」住民

自治の向上に寄与するものであったり、福

祉及び健康の増進を図るものであったり、

文化・スポーツの振興に寄与するもの等の

申請要件に該当する団体に補助されます。

今回は、南８番町子供会の芋堀り体験を紹介します。昨年度も実施したそうで、今年も引き続き「芋植え」

「流しそうめん」「芋掘り」「餅つき」を申請し、「流しそうめん」は中止にな

りましたが、今回の「芋堀り」は無事行うことが出来ました。11月7日（土）

天候に恵まれた午前中。子どもや高齢者も集まって「芋堀り」を体験し

ました。大きな芋が掘り出される度に大きな歓声が上がり、いい思い出

になったとの事です。その後、事前に掘り出して乾かせていた芋を使っ

て「やきいも」を作り、子どもや住民に振舞われました。閉塞感の多かっ

た今年。笑顔を見れて本当に良かった。「餅つき大会」は様子を見て

行いたいとのとの事でした。（広報）

を利用した芋堀り体験の紹介

2020年8月現在の自治会未加入者は、約400世帯

（世帯数の11,5％）、5年前より100世帯の増加となっ

ております。将来の自治会活動にとって、放置でき

ない大きな問題であると認識しています。11月7日

（土）18番町自治会の正副会長の皆さんと、この問

題の現状と今後の対応についてグループ討議で意

見交換を実施致しました。増加の原因として①役員

になりたくない、②未加入でも生活に不自由しない、

③会費が高い、④自治会が何をしてる分からない

等々の意見があり、今後の対応として・班長を含め

た役員の負担軽減。・正副会長選出方法の再検討。

・班長業務の外注。・会費の再検討。・未加入者へ

の自治会活動の報告とＰＲ

を。・退会希望者との対話

に時間をかけて説得する。

・或いは会員と未加入者に

はっきりとした区別を付ける。といった意見も出さ

れてました。この問題については、番町自治会で

検討すべきこと、自治連合会で検討すべきことを

整理し、自治会活動を理解していただき、再加入

していただける具体策を検討するチーム（番町自

治会役員と理事他で構成する）を設置して、でき

る事から実施していこうと考えております。皆様か

らのご意見もお聞かせください。(自治連合会会長）

正副自治会長懇談会

木質バイオマスチップ株式会社の山本

社長に交渉し、快く２０本程の檜を無償

で提供していただきました。そして、日

頃からお世話になっている木工クラブ

の皆様方の、ご指導とご支援のお蔭を

もちまして、目標としていたベンチ１４

脚の作成が完了しました。

（地域交流部）

～自治会未加入者への今後の対応について

南中への寄贈式



 
は～とバス

利便性向上

つつじが丘のみなさま、こんにちは！まちの保健室です

冬本番！お肌の乾燥が気になる季節ですね。気付くとしつこい痒
みで傷だらけのお肌になっていませんか？

                            冬に肌が乾燥する理由

  ☆空気中の湿度が低い為、水分が失われやすい

  ☆新陳代謝が低下して、古い角質が残ってしまう。

乾燥したお肌は、角質層（外からの刺激から守るバリア）に小さな

ひび割れができています。つまり、肌が乾燥すると、刺激に敏感に

なってしまい、痒くなってしまうのです。

　【保湿】

  ☆お風呂上りにクリームや乳液を塗って保湿

  ☆こまめな水分補給で体の内側から保湿

  ☆寒さ対策を工夫しましょう

　　→暖房温度を低めに設定したり、加湿器や濡れたタオルを置く

などして湿度を保ちましょう

　【刺激を減らす】

  ☆お風呂はぬるめ、長湯は避けましょう。

  ☆下着類は、ウールやナイロン製を控え、木綿がおすすめです。

こんにちは！つつじが丘地区まちの保健室です

歳末警戒～各番町で工夫を

しながら実施をお願い致します。

　※青パトの運用はあります。

自治連合会会

則等の見直し

コロナ禍～自由投稿

第三波が来たようだ。予想は

されていたが、一旦解放され

ると、中々また規制に戻るの

は難しい。テレワークや外出

を控える等の厳しさは加減さ

れているようだが、他人に移

してはならないし、自分も罹

患したくない。飲食店やサー

ビス業等の経済再生も必要

との事。厳しい選択に迫られ

ている。三密を避ける事と手

洗い、マスクの着用は最低

限していかなければと思う。

自由は尊ぶがアメリカのよう

にはなりたくないというのが

本音か。  （大阪に通勤男性）　



 ４日(金) クラブ活動

 ８日(火) 折り紙（低）・ふれあい隊

 ９日(水) 分団児童会

11日(金) 紙芝居

21日(月) 給食終了・大掃除（5限目）

22日(火) 3限授業

23日(水) 終業式

  8日(金) 始業式

12日(火) 平常授業・給食開始

             折り紙・ふれあい隊

13日(水) グループ研究部会

15日(金) 乗り入れ授業

             入学予定者説明会（南中）

19日(火) ふれあい隊

22日(金) 委員会

26日(火) ふれあい隊

 ９日(水) 校内研修会 

14日(月) 短縮日課開始

15日(火) 個別懇談①

16日(水) 個別懇談②

17日(木) 個別懇談③

             命の授業（3年）

18日(金) 個別懇談④

22日(火) 集会・大掃除

23日(水) 終業式

  ８日(金) 始業式

12日(火) 平常日課開始

13日(水) グループ研究部会

15日(金) 入学予定者説明会

25日(月) 3年学年末テスト➀

26日(火) 3年学年末テスト➁

27日(水) 3年学年末テスト➂

北７番町理事不在のため、つつじが丘

自治連合会会則第14条に基づき、後任

者が選出されました。

・新理事　北７－１４６　友永 武 様

　　　紹介は、次号で行います。　　　　

　　つつじが丘クリーン作戦

・12月20日（日）開始午前８時３０分

（自治会は環境部員の指示に従って

下さい。雨天12月27日（日）に順延。）

・目的～快適環境づくり。主に幹線道

　　　　路の落ち葉・草等の除去作業　

　　　　　　　　１１月１１日（水）午後５時こ
ろ、南６番町で犬の散歩中、空地から出
て来たサルに足を咬まれるという事案
がありました。発信機が故障で追跡が
出来ていなかった矢先の事でした。児
童の登校見守りありがとうございました。
   サルが住居地に出てくる原因はいくつ
かあります。その対策として➀ 棲み分
け➁ 中山間地域見直しといった対策が
必要です。つつじが丘住宅に暮らすに
は、これらの事象をすべて受け入れて
サルと根気強く戦って行くしかありませ
ん。サルに対して
　➀ この地域に入ってはいけません。
　➁ あなた達は、山で暮らしなさい。
と学習させていく必要があります。
　➀発信機で動向を把握。
　➁住宅に近づくと警告をする。
　➂住宅内侵入時には、山へ追い払う。
といった地道な施策を繰り返し実施する
ことが必要となります。ひとりでは出来
ません。自治会の力が必要です。「これ
らは行政の仕事なのでは・・・？」と疑問
を持つ方もいらっしゃると思います。でも
「行政とも協力して、地域で出来る事は
地域でしていく」というのが基本ではな
いでしょうか？サルを見つけたらサル対
策まで連絡を（広報部）

◎おじゃまる広場
   １日（火）　10:00～11:30

  15日（火）　10:00～11:30

  22日（火）　10:00～11:30

　　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
 11日（金）北集会所　10:00～11:00

 25日（金）南集会所　10:00～11:00

子育て中の人もそうでない人も誰

でもどうぞ。飲食はありません。　　　

 ２日(水)～３日(木) 内科検診

 ４日(金) もちつき大会・誕生会

 ８日(火) 年長「いのちのはなし」

 ９日(水) なかよし広場

11日(金) クリスマス会

15日(火) 避難訓練

23日(水) 終業式

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（１２月）

１月

１２月

１月

１２月 １２月

総務部

お知らせ

環境部

※新型コロナウイルス感染状況により、
急遽中止する場合もあります。

○サロンカレー亭
日時　１2月２２日(火) １１時～１３時

場所　つつじが丘市民センター

催し物　なし　　　　　　多目的ホール

参加費　　１００円

（スプーン、お皿は持参）

※定員６０名　開催日と場所が変更に

なっているので注意して下さい。

○配食サービス （毎水曜日）

 （１２月２日、９日、１６日、２３日） 

○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）

・１２月  ７日 南集会所

・１２月１４日 市民センター２階

・１２月２１日 北集会所　

いずれも午前１０時～１１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～っと元気健康教室

    今年度中止

〇こつこつ骨の健康教室

　　今年度中止                       

○認知症サポーター養成講座

　　今年度中止　  　　　 

○インボディ測定検査

　　今年度中止


