
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期消火訓練＆AED 講習会 

９月５日 in 国分寺会館・広場 

消防署職員の指導を受けながら、

自主防災会の方を中心に大人、子ど

もの参加により防災訓練を行いまし

た。バケツリレーと消火器での初期

消火訓練を広場で行い、会館に会場 

を移して簡易担架の作り方とＡＥＤの使い方の訓練を行い

ました。 

１１月２７日 in 国分寺会館 

平成１６年の浸水地域やＡＥＤ

設置箇所を防災マップに記入しマ

ップを作成するとともに、作業を通

して防災について考え、意識を高め

ました。 

今年の６月から火災警報装置の設置が義務化されます。 

購入ご希望の方は、コミュニティセンターに置いている申

込書をご利用ください。 

（国分寺自主防災会） 

 
 

「ホタルＤＯＭＥいん国分寺」 

６月５日 in 国分寺会館 

高松市国分寺町奥の谷天神会ホタル部会

は、平成１９年から毎年「ホタル DOME い

ん国分寺」を開催しています。奥の谷地域で

養殖し、地域に放流したゲンジホタルをドー

ム型テントに放ち、ホタルの神秘的なヒカリ

を楽しんでいただき、多くの方々に、好評を

博しています。当会のホタル飼育事業は一年

を通じて全会員で取り組んでおり、養殖場の

整備・放流地域の保全等多岐にわたって活動

しています。 

活動資金は、会員会費およびまちづくり交

付金等によりまかなっています。一地域の活

動ですが、後世によりよい環境を引き継ぐこ

とができるように、頑張ってまいりたいとお

もいます。 

これからも、ご指導・ご鞭撻等よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

（奥谷天神会ホタル部会） 

年頭にあたって 

 平成２３年の新年を迎え、おめでとうございます。 

 北部コミュニティセンターは昨年４月に誕生し、協議会団体をはじめ、住民皆様の

ご指導、ご理解をいただきながら何とか年を越せたような次第でございます。 

 北部コミュニティ協議会では、当センター管理を受託しているほか、コミュニティ

協議会、自治会・衛生組合の活動支援、高松市とこれら団体の連絡調整などを行って

います。この主要なもののひとつが「まちづくり交付金」による事業支援で、今回そ

の一部をご紹介させていただきます。 

コミュニティ協議会は、元気な地域づくりのため、いろいろと課題もありますが、２年目を迎える今年は、

足元をかため、コミュニティの理念に沿って少しでも前進できればと考えております。今年も住民皆様のさ

らなるご理解とご支援を、お願いいたします。 

国分寺北部校区コミュニティ協議会 会長  佐々木 英典    

まちづくり交付金はこのように使われました。 

― 次回ご案内 － 

1 月 29 日（土）19 時～20 時 30 分 

自分の自治会の防災マップ作りについて 

国国分分寺寺北北部部校校区区  

ココミミュュニニテティィだだよよりり  
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“第３０回勝賀ブロックスポーツ大会” 
11 月 21 日 in 西部運動センター 

秋晴れのもと、香西、鬼無、弦打、下笠居、南北国

分寺で構成する“勝賀ブロックスポーツ大会”が開催

されました。国分寺体育協会は、昨年度の南部校区に

引き続き、北部校区として大会運営を担当しました。 

 今年は、ゲートボールの参加もあり、男女ソフトバ

レーボール、さわやかママさんバレーボール、５０歳 

以上ソフトボール、さわやか女

子ソフトボールの５種目で、総

勢５７０名の参加者があり、盛

大に開催されました。 

試合の結果 
種目 優勝 準優勝 

男女ソフトバレーボール 香西 国分寺北部 

さわやかママさんバレーボール 香西 弦打 

５０歳以上ソフトボール 下笠居 国分寺南部 

さわやか女子ソフトボール 国分寺北部 弦打 

男女混合ゲートボール 弦打Ｂ 下笠居 

（国分寺体育協会） 
 

第５回フライングディスク大会 
11 月 19 日 in 橘の丘総合運動公園 

 第５回目の本大会は、北部保育園が新たに参加し、

園児のかわいい宣誓で開会しました。南北の保育園児、

民生児童委員、婦人会と身体障害者分会、老人会など

前回より５０名余り多く参加して総勢１４６名の盛

大な大会となりました。 

競技は、一人が１０枚のディ

スクをゴールに投げる「アキュ

ラシイ」と遠くに投げる「ディ

スタンス」で行いました。 

障害者やおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、

お母さん、そしてお孫さんが参加して、皆が楽しめる

スポーツが、このフライングディスクです。競技です

から、もちろん喜んだり悔しがる場面があります。で

も、大会を運営して一番良かったと感じるのは、スポ

ーツを通して３世代の誰もが楽しく交流できたこと

ではないでしょうか。 

（国分寺フライングディスククラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康と生きがい 

ー高齢者の運動会盛大に実施― 
11 月 23 日 in 国分寺体育館 

高齢者の健康、生きがい、

ふれあいを目的とした運動会

が盛大に行われ、町内の 60

歳から 91 歳までの高齢者約

200 名が参加しました。 

輪投げ、玉入れ、パン食い競争などお年寄りだれでも

できる競技で、楽しくにぎやかに実施されました。 

参加した一人は「普段あまり運動していないが運動

会に参加して体を動かし元気になったような気分が

した。」と喜んでいました。また 92 歳になるおばあ

ちゃんは杖をついて競技に出てゆっくりゆっくり最

後まで完走（？）して会場から大きな拍手で湧き上が

りました。最後は全員が輪になって国分寺音頭と炭坑

節を踊って一日を楽しみました。 

（老人クラブ連合会） 
 

交通マナーアップモデル地区事業 
 

当地区は高松市から、今年度の交通マナーアップ推

進モデル地区の指定を受け、関係団体で推進組織を立

ち上げ、種々交通安全活動を行っています。推進活動

の中心は、国道交差点において毎月早朝に実施するキ

ャンペーンに置いています。そのほか 

○婦人会など参加団体の会合などで警察署の方

の話を聞く機会を設けました。 

○各種イベントでチラシなどを配りました。 

○スポーツ少年団の協力を得て夜間の反射材着

用効果の実証も行いました。 

○小中学校などから出された北部地区の交通危

険箇所を市に示し、対策をお願いしています。 

 このように、いろいろな活動を展開はしていますが、 

交通事故防止には、一人ひとりがきちんと交通ルール 

を守り、交通マナーを向上させるほかありません。 

住民の皆様、交通事故の

被害者、加害者にならない

よう気をつけましょう。 

 

（国分寺北部校区交通マナーアップモデル地区活動推進協議会） 

―――コラム「人権」――― 
コミュニティセンターで開いた「人権講座」での講師の先生のお話を紹介します。 

科学的根拠もない迷信で、誰もがおかしいと思いながら「昔から言われている」「皆がそう思っている」「今もそう

なっている」ことのために、偏見を恐れてやはり「そうしてしまう」ことがあります。 

その一つに「丙午（ひのえうま）」の言い伝えがあります。「丙午生まれの女性は、気性が激しく男を食い殺す」と

いうものです。「丙」も「午」も「火気」に当たるという中国のある説が発展し、広まった迷信です。丙午生まれの女

性にそのような事実があるのでしょうか。あるはずがないですね。だから、とんでもなくおかしいことなのに１９６

６年の「丙午」では、出生率が大きく落ち込みました。それは「丙午」の言い伝えがもたらす「女性差別」と言わざ

るを得ません。次の「丙午」は２０２６年です。そのときは人々の意識がどうなっているでしょうか。 

時代とともにいろいろな迷信、差別は減少したり、形が変わったりしていますが、なくなってはいません。「おかし

いこと」は、素直におかしいと考えて行動したいですね。 



子育て応援事業 

「おもちゃ広場」『リフレッシュ講座』 
 in 国分寺保健センター 

 母子愛育会では、月一回程度、

午前の約２時間「おもちゃ広

場」を開催しています。乳幼児

を持つ親子が中心となって集

まり、歳の違う子どもたちが関

わりあって遊んだり、母親が子 

育ての情報を交換したり、毎回多くの親子で賑わう場

となっています。今年度からは「食育」をテーマに、

その時間内にて簡単なおやつ講座も開いています。 

 また、子育てで孤独になりがちな母親のために、三

ヶ月に一度程度、「リフレッシュ講座」と称して託児

付きの講座を実施しています。今年度は、アロマ虫除

けづくり（7 月）、ピラティス（10 月）、手芸（1 月

予定）など行いました。どの講座も非常に好評だった

ので、今後も様々な企画を催して行きたいと思ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

（国分寺町母子愛育会） 
 

「国北小まつり」開催 
 7 月 24 日 in 国分寺北部小学校 

国北小まつりは、校区内における児童と保護者、そ

して地域の住民の皆様との交流を図る場として昨年

度より実施しています。 

日頃、お世話をして下さる地

域の方と笑顔でふれあい、学校

生活では味わえない楽しい時間

を共有し、夏のひと時を楽しく

過ごすことができました。 

地域の方々に、うどん・おにぎりの調理・販売、不

用品バザー協力、校内警備、交通マナーアップ推進ブ

ースなどご協力いただきました。 

夏の夜に打ちあげたたくさんの花火、子どもたちに

とっては忘れられない夏の思い出となったことでし

ょう。子どもたちがこの地域で育ったことを誇りに、

そして大切に思えるよう、学校を拠点とした地域の輪

が拡がることを願っております。 

皆様のご協力に感謝いた

します。ありがとうございま

した。 

（国分寺北部小学校ＰＴＡ） 

 

 

栃木県下野国分寺と讃岐国分寺との交流 
 下野市の児童達が讃岐国分寺を訪れるのを機会に、

国分寺南・北小学校の児童達や、国分寺町内の地域住

民達と、共通の歴史や文化について語り合い、交流を

深めています。 

地域の歴史と伝承芸能交流事業(参加者約 90 名) 

 ８月 9 日 in 国分寺北部小学校 

 国分寺南・北小学校児童及び讃岐国分寺太鼓の子供

太鼓、さらに地域の住民、栃木県の児童達が国分寺北

小学校の校庭に集い、讃岐国分寺子供太鼓による太鼓

演奏を聴き芸能文化に親しみました。地域の人たちと

国分寺南・北小学校の児童らによる手作りの郷土料理

を味わいながら、意見交換し交流も深めました。その

後、讃岐国分寺史跡地を一緒に見学し、歴史と文化を

学ぶとともに栃木の下野国分寺跡との関連など意見

交換を行いました。 

 地引網と海水浴による交流事業(参加者約 100 名) 

8 月 11 日 in 津田海岸 

 国分寺南・北小学校児童及び

父兄、讃岐国分寺子供太鼓のメ

ンバー、交流協会員、栃木の児

童達が津田の砂浜に集い、地引

網に挑戦。その後参加者たちは、 

交流を深めながらひととき海水浴を楽しみました。 

みんなで漁った魚の料理などによる昼食をとりながら、

地引網や海水浴の感想など 2 日間の意見交流を図り友

好を深めました。 

（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 
 

健康まつり 
11 月 21 日 in 国分寺保健センター 

「健康国分寺 21 計画」いきいき会議では、今年も

健康まつりを開催しました。お天気にも恵まれ、健康

チェックや体力測定、どじょう汁の販売などに多くの

方が参加してくれました。 

今年は介護予防を目的とした

折り紙、手遊びコーナーを実施

し、参加者にも好評でした。今

後もいきいき会議では健康まつ 

りをはじめ、国分寺地区の健康づくりのために活動し

ていきます。 

(いきいき会議) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ご案内 － 

「宇宙飛行士 山崎直子講演会」 

 とき  平成２３年１月２９日（土） 午後２時開演 
ところ  丸亀市綾上町アイレックス 
入場料  無料 
申込方法 

往復はがきに「住所、氏名、連絡先、ほか○名」を書いて 
 『〒７６９－０１０２ 高松市国分寺町国分１４  

宇宙少年団（岡内）』 まで 

 ※事前申し込みが必須です。 

― ご案内 － 

「小児科医による健康講座」 

日時：23 年１月２６日１０時 場所：保健センター 

☆小児科医の先生とゆっくりとお話できる良い機会です。

たくさんの皆様にお越しいただければと思います。 



  

平成２２年度河川・用水路等一斉清掃のお知らせ 

国分寺地区一斉に、皆様のお住まい周辺の河川等清掃を実施します。 

ご協力をお願いします。 

○い つ 平成２３年２月 20 日（日）  午前８時開始 

○どこを お住まい周辺の河川、用水路等 

○留意点 

 １.少雨は実施ですが、中止の場合は、当日朝７時に無線放送します。 

 ２.清掃で出たごみは、ごみ袋で所定のごみステーションに出して下さい 

 ３.ごみ袋は、前もって衛生組合長様に配布します。 

 ４.ごみは「可燃」「不燃」ごとに袋に入れ、所定のシールを貼って下さい。 

 ５.収集は、「可燃ごみ」「不燃ごみ」それぞれの定期収集日に行います。 
 ６.詳しくは、ごみ袋配布の際の注意書きをご覧下さい。 

お問い合わせは「国分寺北部コミュニティセンター ☎８７４－５８０５」まで  

 

綾川斎苑「やすらぎの丘」の利用料等が変わります！ 

平成23年3月31日で合併に伴う経過措置が終了することに伴い、

同年 4月 1日から高松市国分寺町(新居・国分・福家・新名・柏原)

に住所を有する方の綾川斎苑「やすらぎの丘」の使用料等が次のと

おり変更になります。 

①使用料 

使 用 区 分 変更前 変更後 

火葬場施設使用料 60,000 円 80,000 円 

胎盤焼却料 3,000 円 4,000 円 

未熟児および死産使用料 15,000 円 20,000 円 

手及び足の償却使用料 3,000 円 4,000 円 

②綾川町の霊柩車・マイクロバスが利用できなくなります。 

※綾川斎苑使用の火葬の申し込みと手続きについては、従前どおり

高松市国分寺支所で取り扱います。 

（綾川町住民生活課） 

第 14 回国分寺町冬のまつり  

日時 平成 23 年 1 月 23 日（日） 

９：３０～１６：００ 

場所 国分寺橘の丘総合運動公園 
 

「子どもたちに本物の雪で雪遊び

を！」との思いで始まったこのまつり。

地域住民手作りのまつりを目指して 5

年目の開催となります。 

おなじみの雪の広場や雪合戦大会。

子供太鼓や子供獅子等の地域伝統

文化の披露。前回好評だった、自衛

隊装備品も展示されます。室内では

凧作りやこま回しなどの昔なつかし昔

遊びにチャレンジ！餅つきや各種バ

ザーも楽しめます。ご家族揃って冬

のひと時を楽しんでくださいね。 

（国分寺町冬のまつり実行委員会） 

 

編集後記 

１年ぶりの広報部会からの発行で

す。発行回数を増やしたいと思っ

ていますので、みなさんどんどん

記事を提供して下さいね。 

私たちの力でコミュニティをもり

あげていきましょう。 

     （広報部会） 

平成 23 年度行事予定＆ 

コミュニティだより 

に載せたい記事を募集中！ 

改修工事に伴うコミュニティ 

センターの休館について 
 北部コミュニティセンターは、今

年の６月頃から耐震工事とあわせ

て大きな改修工事に入ります。工

事期間は４カ月程度ですが、工事

の準備を含め、今年の４月から９月

頃までは、センターは原則「閉館」

とする考えですので、関係団体に

おかれては、このことも念頭に２３

年度の活動を考えていただきたい

と思います。 

２２年度のセンター講座（１月～３月） 
※募集中の講座は皆様の参加をお持ちしています。 

月日 時間 セミナー名 内容 募集の有無 

１月１４日 

28日 
午前 大人のコーラス コーラス 募集無し 

１月２０日 午前 食品表示学習 生鮮加工食品の表示 募集中！ 

１月２８日 午後 折り紙教室 季節を映す折り紙 募集無し 

２月 ３日 

１０日 

午後 

 

相続・遺言 

 

相続の手続き、 

遺言書の書き方 
募集中！ 

２月 ４日 

25 日 
午前 大人のコーラス コーラス 募集無し 

2 月 17 日 午後 薬の知識 正しい薬の飲み方 募集中！ 

3 月 11 日 

25 日 
午前 大人のコーラス コーラス 募集無し 

３月中頃  園芸教室 山野草の寄せ植え 募集中！ 

 

 

 


