
２０２２ 年 １０ 月 １ 日
つつじが丘自治連合会

会長   本田 卓治

１０月号 えみらる

　９月２５日（日）つつじが丘市民センターにお
いて、三重大学大学院地域イノベーション学研究
科水木千春准教授を招き、家庭の防災・減災対策
の主役と なってもらいたい主婦の皆さんに集ま
って頂き、防災講演会を開催しました。 　
　参加した皆さんは、家庭の非常用飲料水や食料
の備蓄、非常用簡易トイレの 備え、家具などの
転倒防止対策等について、活発に話し合っていた
だきました。 　
　翌日、水木先生から『講話中
は頷いたり相槌を打って、興味
深そうに聞いて 頂いたのがとて

主婦を対象にした防災講演会を開催しました

名張市総合防災訓練を実施 11/19(土)

安否確認カ－ド又はタオルなどの玄関先掲示をお願いします

　１１月１９日（土）午前９時に震度６
弱の巨大地震が発生したことにより、安
否確認を 行った後、各番町の一時避難場
所に集まり、中学生も参加して各種災害
対応訓練 を行います。 

地震

安
否
確
認 一時避難所へ

も印象に残っています。グループ討議でも活
発な意見交換が和やかな雰囲気で行われ、発
表では時間の制限があったにもかかわらず、
備蓄や 簡易トイレについての気付きなど短時
間にまとめて発表され、他のグループの 皆様
にも大変参考になったと思います。
　今後もご家族やご友人の方と 防災につ いて
話し合う機会を持っていただけましたら幸い　
　　　　　　です』との感想を頂きました。
　　　　　　　　　　　　　（生活安全部） 



　〇✕クイズ

　射的・輪投げ

　昔遊び

　ＶＲ体験

　ボルタリング

　シャボン玉など

　エミラルちゃん

　つつじが丘ソフトボール愛好会は、つつじが丘団地の宅地造成に併せて居住を開始された諸先輩が、団地
内居住者の絆造りのため愛好会を設立されました。時代の経過とともにチーム編成も親から子供の世代へと
移行してきました。また、愛好会を継続するためにつつじが丘在住以外の有志への参加勧誘や、つつじが丘
北地区・春日丘地区の有志を勧誘し、長きにわたって活動してまいりました。
    このたび40周年を迎えるにあたり、発足当時からのメンバーも高齢化が進み70歳を超えようとしている中
で、残されたメンバーで次世代に愛好会を託していくため、また若者への活気付けと愛好会のチームを盛り
上げるために、他県との交流・招待試合を計画したところです。開催にあたり名張市ソフトボール協会様に
も賛同をいただき、名張市教育委員会様に会場確保のご協力をいただいたところです。
試合日時会場：１０月２２日（土）名張市市民野球場メイハンスタジアム
◎招待チーム
   学校法人「ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校」 女子ソフトボール部
１試合目：招待チーム(Ａ)　ＶＳ　つつじが丘サウス　　１０時～
２試合目：招待チーム(Ｂ)　ＶＳ　一般選抜チーム　　　１３時～
※開始時間には変動があります。　※予備日：１１月１２日(土) 

つつじが丘ｻｳｽのﾒﾝﾊﾞｰ

つつじが丘ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ愛好会　４０周年記念行事の開催お知らせ

当日はお気軽に足をお運び下さい

コロナ禍での感染拡大時には急遽
中止するの場合もあります。



 
　
　
　

ひだまり文庫
ひだまり図書をつくり
ます。皆様のご支援ご
協力をお願いします。

�ご寄付頂ける方は、こちらまでご連絡頂けませんでしょう

か。当方にて頂きに参ります。

　　【市民センター内自治連合会事務局　68-6762】

�ご寄付頂きたいご本
     絵本・図鑑・子供図書・単行本
�その他注意！

    痛んでる・古い・汚れの本は回収出来ません。

ひだまり文庫（集会所図書）を作りたいと考えております。皆
様が「ひだまり」で楽しく過して頂けるように、本棚を整備し
本を並べたいと考えています。趣旨にご賛同頂き、ご本をご寄
贈頂きたくお願い致します。

お知らせ　　市民センター休館日の軽トラ貸出しは行いません
　毎月の市民センター休刊日（第３日曜日）と５月連休３・４・５日。お盆８月１３・１４・１５日。正
月休み１２月２８・２９・３０・３１日。１月１・２・３・４日の休刊日は自治連合会の窓口も休みます。
従いまして、軽トラックの鍵の受け渡しが出来ません。前日に借りておくという事も、万一トラブルが発
生した場合、メンテナンスをお願いしています「ワインドアップ」も定休日のため、対応が出来ません。
ご不便をお掛け致しますが、休館日の貸し出しは行いませんのでご了承下さい。　　　
                                                                                                                                  つつじが丘自治連合会：事務局

[ひだまり」事業の半年を振り返る
　住民が気軽に利用できる「憩の場所」が欲し
いという声は４～５年前から聞こえ始めていま
した。急ピッチで進行する住民の高齢化と家族
構成の変化は自治会活動にとって、無視できな
い大きな課題であり、高齢者又は世代間交流の
場創りも全国の自治会が苦労してい課題です。
つつじが丘でも、番町で空き家を活用して場づ
くりにチャレンジしたものの、賃料負担が障害
になり断念した番町もありました。番町自治会
単独では資金的に難しいなら、自治連合会とし
ての取組みをしようと考え、南北集会所を活用
した『憩の場所』づくりPJチームを２０２０年
に立ち上げて議論を重ねてまいりました。PJチ
ームでは住民の皆さんや小・中学校の生徒の皆
さんからのアンケート結果も踏まえ、環境整備
も行い、南北集会所での『憩の場所』づくりを
進める提案をいただきました。２０２１年９月
から試験運用を始めたものの、新型コロナ感染
拡大で２回の開催しかできませんでしたが、４
月からの開催を決断。一般公募により憩の場所

を『ひだまり』と命名し、月６回の開催をスタ
ートさせました。２～３年はじっくりと腰を据
えて、住民の皆さんに認知していただき、【子
ども居場所】も併設したいと考えておりました。
然しながら、やはり多くの方々に来ていただき
たいという気持ちが先行し、飲食を含めたイベ
ント実施に拘り過ぎたと思います。又、対象者
を高齢者か？子どもか？に絞り切れず、中途半
端、迷いながらの運営になってしまった感が否
めません。この半年を振り返り、初心に戻って
『ひだまり』として環境整備を見直し、主催者
が何かを与える場ではなく参加者が自主的に何
かをする、出来る場所を提供することに注力し
てまいります。尚、子供たちには、文科省の助
成金を利用して、２～３ヶ月に１回を目途に、
参加型のイベントを実施したいと考えておりま
す。（自治連合会会長　本田卓治）

お願い！



10月中行事予定(2022) ・ 資源ごみ～△北番町    ▲南番町　 ・ 廃品回収　□北１～８　◇北９～10　■南１～８
・  ◑燃やすごみ～毎週火・金曜日   　・ ✪燃やさないごみ～毎月第１水曜日　青パト

日 自治連合会関係 各 種 団 体 等 学  校  関  係 備考
1 土 ・前期理事会・評議員会
2 日 ・認知症サポーター養成講座
3 月 ◎スクエア・ステップ（南集会所）
4 火 （小）6年卒業写真  ◑

5 水
・編集会議
・ひだまり開放委員会

（小）ALT・企画委員会
（中）校内研修会 

 ▲✪

6 木 （中）国際交流イベント（３年） △■

7 金 ◎きになるサロン （北集会所）
（小）ALT・PTA本部役員会
（中）防災講話（１年） 

 ◑

8 土 （中）三重県陸上競技会
9 日 （中）三重県陸上競技会
10 月 （中）諸活動停止 □

11 火 ◎おじゃまる広場
（小）ALT　・折り紙
（中）諸活動停止

◇ ◑

12 水 　　　　　　　　　・ひだまり
（小）ALT
（小）伊賀南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ見学（4年）
（中）諸活動停止

13 木
（小）修学旅行（6年）
（小）伊賀南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ見学（4年）
（中）中間テスト①　・諸活動停止

14 金
（小）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ　・紙芝居
（小）修学旅行（6年）
（中）中間テスト②　・避難訓練

 ◑

15 土 ・後期理事会          ・ひだまり
16 日 　　　　　　　　　・ひだまり
17 月 民児協定例会議 ◎スクエア・ステップ（北集会所）                               （中）読書週間
18 火 （小） 折り紙  ◑
19 水 配食サービス・ひだまり  ◎おにぎりくらぶ（市民センター） （小）職員会議⑩　　　　  ・ALT

20 木 サロンカレー亭 ◎サロンカレー亭（北） （小）曽爾野外活動（5年）・ALT ■
21 金 ◎きになるサロン （南集会所） （小）曽爾野外活動（5年）  ◑

22 土 ・４役会議             ・ひだまり
・生活安全部会

 

23 日  　　　　　　　　　（中）読書週間

24 月 管理運営委員会会議 ◎スクエア・ステップ（市民センター）
（小）ふれあい授業参観
（小）安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

□

25 火 ◎おじゃまる広場
（小）ふれあい授業参観　・ALT
（小）ICTを活用したわかる授業推進事業

◇ ◑

26 水
（小）ALT　・校内研修会
（小）もみじのつどい学校経営訪問
（中）職員会議

27 木
（小）比奈知文化ｾﾝﾀｰ（3ー3）
（小）人権講演会(6年乗入)
（中）文化発表会   人権講演会

新型コロナウイルス感
染状況により中止する
場合があります。

◎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・生活習慣病予防を
目指す楽しいエクササ
イズを実施。くつ、飲
み物、運動しやすい服装
で参加。月曜日。

◎サロンカレー亭
11時～13時   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。参加費
１００円。

◎きになるサロン  
いずれも10:00～11:３0
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

◎おじゃまる広場
１０時～１１時半
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。

◎おにぎりくらぶ
１６時～１９時
       市民センター



28 金
（小）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
（小）比奈知文化ｾﾝﾀｰ（3ー1）
（小）校内支援委員会(5,6年)

 ◑

29 土 （中）伊賀駅伝 
30 日
31 月 （小）比奈知文化ｾﾝﾀｰ（3ー2）

編集後記～雑草と呼ばれて
灼熱の暑さ、カラカラの乾燥、
踏まれても引っこ抜かれても逞
しく生き抜く生命体。それは雑
草。昭和天皇が「雑草という植
物はない」と仰ってから山野草
と良い名前を付けてもらった。
しかし、粛々と額に汗して土を
ひっくり返すと、わぁいと言っ
て生えてくる連中。人間のやる
気をそぎ、腰痛を引き起こす。

　好き勝手に雑に伸びたり咲いたり
しているから雑草と呼ばれていると
思う。整然とガーデニングをすれば、
きっと華麗な花に誤魔化される人が
居るに違いない。
　ある日、参考本で名前を覚えてか
ら裏山に出掛けた。１００ｍ も行
かない内に、先ほど覚えたばかりの
草、３０種類は見つけた。クズ、ス
スキ、エノコグサ、オオバコ、ヒメ
クグ、ノブドウ、ツユクサ、チカラ
シバ、ジュズダマ、ドクダミ、ブタ
クサ、ヘクソカズラ、フキ、カタバ
ミ、イノコズチ、ヒガンバナ、スミ
レ、ネジバナ、ナンバンギセル、メ
ヒシバ・・・。挙げればキリがない。

タネを何万個も作り、動物に引っ
付けたり、風で飛ばしたりして生
命を次世代に繋げる戦略。タネツ
ケバナなどは、草むらのゲリラと
も呼ばれ、触るだけで鉄砲のよう
に種が弾ける、気をつけなければ
顔にあたって痛い。戦略は、それ
だけではない。踏まれても生き抜
く強靭さも持っている。それが人
間を苦しめているのを彼らは知ら
ない。枯らしてしまった方は、ぜ
ひご連絡を。朗報を待つ。
　私の脳みその活性化のためにし
か役に立っていないと思える雑草。
山だけで良い。庭には生えて欲し
く無い。（南6　おばさん）

☏６８・７８００



　今、自治連合会理事会では、これから５年、１０年先を考えて、いろいろ議論をしております。
主にはお金に関することです。８月から議論を始めた会員制度検証員会では一定の高齢者や社会
的弱者に対する番町自治会の会費の在り方、また自治連合会の運営費負担についても議論を始め
ました。またデジタル推進委員会では、スマホやパソコンを利用した情報伝達について意見交換
を始めたばかりです。皆さんから頂いております自治連合会の運営費も年々減少傾向にある事は
確実であり、名張市から交付されるゆめづくり地域交付金も人口減少に伴い減少が続きます。一
方、令和８年に予定している防犯灯ＬED電球の交換は１０年ごとにしなければならない設備更新
事業です。１,０００～２,０００万円のコストが予想されます。年々老朽化してくる自治会館、
南北集会所の空調衛生設備の更新に備えておくべき資金も考慮しておくべき課題です。（設備更
新は市からの補助金が出ません。）
　これまで述べてきた将来の資金需要に備えて、現状の予算執行をゼロベースで再検討すべきだ
と理事会は判断しております。今、理事会は以下のような事項について、現状を見直し、再検討
を始めております。番町役員会や評議員会等あらゆる機会に皆さんのご意見をお聞きしたいと考
えております。

こんなことを議論しています

A　 一般会計について
　１　慶弔費の廃止（香典、敬老のお祝い金支給）
　　※　２０２２年度予算800,000円）
　　　　敬老お祝い（500,000円）・香典(300,000円）
　２　正副自治会長、生活安全員、環境員への活動費支給の廃止
　　※    ２０２２年度予算：７２名×10,000円＝720,000円
　３　上記の代わりとして会議出席1回につき1,000円の交通費の支給する
　　※    評議員会、生活安全部会、環境部会、その他会議約30回として
　　　    延べ人数４５０名×1,000円＝450,000円
　　   削減理由：
　　   和８年、１８年に必要な防犯灯ＬＥＤ電球交換財源等として積立が必要となる
　　※    令和８年交換コスト予想：15,000,000円
　　※    令和１８年交換コスト予想：20,000,000円
　　※    令和４年３月末の積立金：12,000,000円
　　※    令和８年～毎年2,000,000円の積立金が必要となる。
　　※    南北集会所空調設備取替積立金～北（２００８年竣工）南（２０１１年竣工）
B　 ゆめづくり地域交付金会計
　４　共同募金（５月徴収）の還付金（今年度500,000円予定）処理方法
　　　現　行   ゆめづくり地域交付金会計に参入し、各種助成金に充当
　        変更案    ①各番町が集めた募金の還付金は各番町へ戻す。
                                                          約25～27,000円程度／１番町
　        変更案    ②一般会計に参入し防犯灯ＬＥＤ交換費用に充当する。
　５　支出の見直し
　　　① 夏祭りの金券・実施時期の見直し・
　　　② 番町自治会事業助成金の限度額見直し
C　 新たな収入源の検討
       ※    有料駐車場の設置～　南北集会所、旧北集会所用地の一部利用
       ※    自動販売機の設置　　南北集会所敷地内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：本田卓治）



　個人情報取り扱い検証委員会
個人情報を取り巻く環境はICT技術やグローバル化の進展と個人の権利利益を侵害するリスク

の拡大、スマートフォン、監視カメラ、IoT機器等の個人データ収集手段の高度化、SNSなど個

人によるデータ公開・共有化の拡大など急速な変化を遂げております。近年、個人情報保護に

関する関係法令も整えられつつあり、つつじが丘自治連合会及び各番町自治会においても保有

する会員情報についてその保護や取り扱いについてが問題となりつつありました。昨年開催致

しました未加入者問題特別委員会を契機として個人情報保護へ取り組みを進めるべく、この度、

個人情報取扱い検証委員会を設置致しました。（番町からの推薦者５名、理事６名で構成)当

委員会では半年から１年間程度を目途に自治会活動における個人情報保護の在り方を検証し自

治会における個人情報の取扱いについて提言を行いたいと考えており、今後の委員会での活動

について定期的に報告させて頂きます。

           (委員長　南８番町理事　栗木　誠)

　デジタル化推進委員会
□開催日時・場所：月1回、午後6時30分～

　　　　　　　　　　　　　市民センターにて開催

□参加者：佐野(北2)、仲田(南1)、立石(北9)、

　　　　　　 福西(北10)、香西(南8)、小引(北9)、

　　　　　　 米田(南6)、足立(北5)、岡田(南7)、

             溝延(南2)、薬師寺(北5)　計11名　

　　　　　　　　オブザーバー本田(南1) 

□活動目的：ICTやデジタル技術を活用し自治会活動のあるべき姿を立案。

　　　　　      実装するツールの見極め、具体的な実装事業の具現化を目指す。

＊【ICT活用で何が出来るか】＝スマートホンで誰でもでき持続可能な活動。

・オンライン会議　　・SNSでの情報共有　　・発信　　　・WordやExcel、メールの活用

＊上記の内容を纏め次回に報告し、各項目について具体化していく。

　　＊総務省のHP《地域コミュニティに関する研究会》を各自一読しておく。

　　　　　　　(デジタル化推進委員会担当   北８番町理事　小引福夫)

 

　会員特典制度検討委員会
◆検討メンバー(１１名)の紹介（敬称略）
委員長：若松(南３)、副委員長：大塚(北４)、事務局：亀山(北１０)、片山(北９)、肥後(北２)、　
　　　　大内(北１)、小引(北８)、友永(北７)、久國(北９)、中本(南７)、花井(北１)
◆本委員会の進め方と検討ポイントについて
　◎９月より毎月一回の会合を定例開催、最終提言に向けた具現策の討議と立案を行う
　◎主な討議テーマは以下の通り
（１）特典会員の選定条件を定める
　　　　　◎高齢者世帯(会員)と要支援者世帯(会員)の定義と認定方法の詳細決定
　　（２）特典会員が得られる権利内容を定める
　　　　　◎金銭面と体力面での支援内容の詳細決定
　　（３）各番町自治会及び自治連合会の会則への影響ポイントの整理と改訂ポイントの決定
　　　　　◎条文改訂サンプル(ポイント)の策定・提示　　　　(文責：若松政行)
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