
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

讃岐国分寺天平文化倶楽部 

 讃岐国分寺天平文化倶楽部は「国の華」とたたえられ

た古の国分寺（約１２５０年前、聖武天皇の命をうけ各

国に建立）が栄えた天平時代の文化や歴史を語り継ぎ、

多くの市民が古の文化に触れ地域を活性化させることを

目的に、平成２３年１２月２４日に設立しました。 

 当面の活動は天平衣装を製作し、「讃岐国分寺史跡まつ

り」において子どもたちによる華やかな「天平行列」を

成功させることです。衣装の製作には、町内の多くの方々

から着物や帯の寄贈をいただき、眠っていた着物が見事

に変身し活かされています。活動日は、毎月第１、３、

５土曜日ですが、それ以外にも有志が集まって精力的に

衣装の製作に当たっています。１１月３日の「第１３回

讃岐国分寺史跡まつり」には、華やかな天平行列を鑑賞

していただけます。 

 衣装の製作はこれからも続けて参りますので、ご寄贈

いただける着物や帯などがありましたらご連絡をお願い

します。 
 

 会 長 川染節江  

 副会長 安部文代 亀井廣 

山﨑敏和 

 書 記 千田隆久 末澤敬子 

 会 計 大熊礼子 

【写真】着々と完成していく天平衣装  （写真左上）天平衣装の試着 
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「平成２４年度高松市ゆめづくり推進事業」 

本年６月９日、国分寺北部コミュニティセンターおよび国分寺北部小学校において、

事業成果を地域のみなさんと共有するため、「国分寺ふるさと環境フェスタ」を開催し

ました。 

今回はコミュニティセンターの改修完成記念イベントと同時開催し、「国分寺ふるさと環境シンポジウム

２０１２」では、地域でゆめづくり推進事業に協力いただいている方々をパネリストに、地域環境について、

活発な討議が行われ、今後も地域全体で、環境問題に取り組んでいく必要性があるとの認識が会場全体に広

がるものでした。 

 改修記念文化活動芸能発表会では、コミュニティセンターで活動中の文化芸能団体の方々が、練習の成果

を情熱的に披露し、「ふるさとバザー」では多くの方々がおいしい料理に舌鼓を打ち、好評を博しました。 

また北部小学校では、国分寺町奥谷天神会ホタル部会の協力の下、「ホタル DOME

いん国分寺２０１２」が開催され、多くの方々が幻想的なゲンジボタルの光に魅了さ

れました。今年小学校の中庭に完成した「自然観察ビオトープ」では、４年生および

北部幼稚園児が丹精こめて育てたゲンジボタルが乱舞し、子どもたちから、「僕らの

ホタルだ！！」と歓声が上がり、子どもたちにとっては貴重な経験となりました。 

 ゆめづくり関連事業は今後も自然観察会等、さまざまな事業を計画中。みなさんも是非ご参加下さい。 
                 国分寺北部校区コミュニティ協議会 

自主防災会加入についてお願い 

近い将来起きると言われている南海トラフで

の巨大地震について、内閣府が 8 月 29日新た

な被害想定を公表した。最悪の場合、県内で死

者約 3,500人、負傷者約 23,000人、全壊及び焼

失棟数 55,000 棟、高松市で震度 6 強、最大津

波高さ 4ｍ。詳細は今年度末に県より公表され

る。 

大災害時には、防災関係の行政はすぐには

動けない。そのためには地域の皆さんが一緒

になって、地域の防災活動に取り組むことと、

「いざ」というときに、手際よく活動できるような

訓練や、迅速な避難が行えることが大切だ。 

自主防災組織が日頃から取り組むべき活動

としては、防災知識の普及、地域の災害危険の

把握、防災訓練の実施、火気使用設備器具の

点検、防災用資材の整備などがある。 

また災害時においては、情報の収集・伝達

(安否確認含む)、出火防止・初期消火、住民の

避難誘導、負傷者の救出・援護、給食・給水等

の活動がある。        

 加入などの相談、説明が必要な場合は、北部

コミュニティセンターまでご連絡ください。                  
（国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会） 



 
国北小まつり 

7 月２１日  in 国分寺北部小学校 

今年で 4 回目を迎えた「国北小まつり」。最高気温

３５度になる猛暑の中、児童・保護者だけでなく、地

域の方々や今年は卒業生や南部小学校の児童もたく

さんきていただき、とてもにぎやかなまつりとなりま

した。  

このまつりは学校を開放することによって地域の

皆様方に国分寺北部小学校のことをもっとしってい

ただき、地域の未来である子供たちの頑張っている姿

や笑顔に触れてもらうことも目的の一つとしており

ます。どうでしたか? みんな、なかなかかわいかっ

たでしょ（笑）。 

また、まつりの収益は、すべて本校の児童のために、

学校と協議し有効に活用させていただいております。

子どもたちにとって夏休み最初の日に楽しい思い出

が作れたと思います。ありがとうございました。 

これからも国分寺北部小学校を暖かく、また厳しく

見守ってください。 

 

 

 

 
（国分寺北部小学校 PTA） 

 

国分寺北部校区防災訓練 
９月２日 in 国分寺北部小学校 

残暑厳しい中、子供から大人まで 322 人が第４回

防災訓練を行いました。南海トラフでの巨大地震を想

定して、「自分の命は自分の努力で守る」を合言葉に、

様々な訓練の説明を受けました。 

皆さんは、飲料水貯蔵施設が在る事ご存知ですか？

小学校の運動場の隅に 6,700 人が 3 日間使用出来る

「緊急貯水槽 60 トン」の水が貯蔵されています。そ

の水などを携帯パックに給水してもらう訓練なども

行い、最後に炊出し訓練で作ったカレーを食べて訓練

終了です。どこで災害に遭遇しても、訓練を思い出し、

落ち着いて行動して下さい。 

来年も防災訓練を行います。是非とも皆様ご自身で

体験していざという時に備えていきましょう。 

 

 

 

 

 
全員でバケツリレー訓練   竹と毛布で作った担架で搬送訓練 

（国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会） 

 
栃木県下野市との親善交流 

 ８月 7 日～9 日 in 国北小&津田 

栃木県下野市の小学生 23 名

が国分寺町を訪れました。初日

は北部小学校において、讃岐国

分寺子ども太鼓の演奏で歓迎し、

本町の子どもたちと一緒に「さ

ぬきの名物うどんとカレーライ

ス」の昼食をとりました。交流会に入る前から、お互

いに自然に打ち解け、有意義な交流会になりました。 

翌日は、大西高松市長を表敬訪問しました。 

三日目は、さぬき市津田の海岸で本町の子どもたち

とともに地引き網と海水浴に興じました。今年は、津

田の松原から津田公民館北山分館（元北山小学校跡）

に変更しましたが、一般の海水浴客もなく、子どもた

ちは思い切り地引き網と海水浴をすることができま

した。昼食は、地曳き網で獲れた魚を使った料理を堪

能しました。今年も子どもたちは充実した三日間を過

ごし、たくさんの楽しい思い出をお土産に栃木へ帰っ

て行きました。 
8 月 21 日～22 日 in 栃木 

本町の小学生 20 名が、栃木県下野市を訪問しまし

た。参加者募集時に、20 名の定員以上の応募があり、

抽選にもれた子どもたちには大変申し訳ない気持ち

でいっぱいでした。 

初日は、早朝 5 時 56 分に

端岡駅を出発し、JR 各線を乗

り継いで 12 時 19 分に下野

市に到着。市長さんをはじめ、

多くの方の出迎えをうけ、歓

迎していただきました。昼食後、交流会に移り、子ど

もたちは「下野市の紹介カルタ」に興じました。その

後、下野国分寺跡等の見学をし、一日目を終えました。 

二日目は、華厳の滝と日光東照宮を見学し、その雄

大さと華麗さに驚かされた様子でした。今年は帰路の

方法を変更したため、東京スカイツリーも見ることが

でき、楽しく一生思い出に残る親善訪問となりました。 
（讃岐国分寺下野国分寺親善友好交流協会） 

豆腐作り体験＆出汁の取り方講座 

今回の講座で、出来立て豆腐の

美味しさ、化学調味料を使わない

本物の出汁の美味しさに 皆さん

びっくり。試食の際に、「美味し

い！」という歓声が上がりました。 

化学調味料は、特に小さな子どもたちにとって重大

な影響を不えかねません。知識を深めることで、家庭

の食をより安心で安全なものにしましょう。 

今後も子どもたちの健全な生活を守るサポートを

続けていきます。      （国分寺町母子愛育会）  

まちづくり交付金はこのように使われました。 
 



中学生とのクリーン作戦 
 ８月３日 in 国分寺支所周辺 

午前６時４０分集合、７時スタートで約１時間半、

国分寺支所周辺を６コースに別れ、２ｋｍ強の距離を

清掃しました。中学生を主に、各種団体総勢２９２名

参加しました。一昨年より企業からの参加もあり、

年々増加の傾向で町内の環境美化と町を思う人たち

の輪が大きくなってきています。清掃活動の後、ご来

賓の方々からの励ましやお褒めの言葉もいただき、生

徒の感想も発表しました。 

 中学生の感想は「自分たちの町がきれいになってい

くのは、とても気持ちよかった」「ボランティア活動

に参加することによって、見えないところも見えるよ

うになった」等でした。 

ご協力いただきました皆様

にお礼を申し上げると同時

に来年も多くの方々がご参

加くださいますようお願い

します。 
 （国分寺町婦人会） 

交通安全母の会 

しばらく活動を休止していました「交通安全母の会」

ですが、昨年９月より再スタートすることができまし

た。 

主な活動内容は交通安全

フェアでのバザー、高松ま

つり総踊り、毎月２０日に

行なわれている交通安全マ

ナーアップ等に参加し、交

通安全の啓発活動に努めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また北部小学校４年生対象の交通安全教室（自転車

教室）に参加し、交通指導のお手伝いをしました。子

どもたちはとても真剣に指導員の説明を聞き、模擬体

験では、自転車の乗り方や、交差点での注意点を確認

しながら、正しい乗り方を身につけることができたと

思います。講習後、全員に自転車運転免許証が渡され

ました。これからの生活の場においても、今回学んだ

ことを生かして正しい運転をしてほしいと願ってい

ます。 

 これからも母の会では、子どもから高齢者まで、安

心して生活できるよう、交通安全活動に取り組んでい

きたいと思います。 
（国分寺北部校区交通安全母の会） 

 

転倒予防教室 

  「健康国分寺 21 計画」いきいき会議では、毎年

コミュニティ協議会と健康運動教室と共催で「転倒予

防教室」を開催しています。今年も 6 月に実施し、多

くの方に参加していただきました。年齢とともに足腰

は弱ってくるものですが、太ももの筋肉を柔軟にした

り、足首をよく動かしたりすることで、足をしっかり

持ち上げることができ、小さな段差や何もないところ

でのつまずきを防げるということが分かりました。 

次回は 12 月 14 日に予定していますので、大勢の

方の参加をお待ちしております。 

今後も健康でいきいきと心

豊かに暮らせるように、健康

づくりや仲間との交流ができ

る機会を企画していきたいと

思います。 
「健康国分寺２１計画」いきいき会議 

 

【平成２５年度高松市ゆめづくり推進事業】 

 平成２３年度から協議会で実施している「高松市ゆめづくり推進事業」では、現在２ヶ年かけて地域住

民の生活に直結する環境美化について、ホタルの飼育・生育観察や自然観察会、丌法投棄パトロールなど

を中心に行っています。  

平成２５年度国分寺北部校区では、下記の３つの柱を中心に活動する予定です。 

① 環境安全事業＝丌法投棄パトロールを中心とした事業 

※巡回パトロールの頻度を増す 

② こども未来事業＝子どもの見守りや夜間の見守りを中心とした事業 

※小・中・高校生の登下校時の見守り及び夜間の巡回パトロールを行う 

③ 安心生活事業＝高齢者や障害者などの見守りや地域防犯活動を中心とした事業 

※高齢者の見守りのほか、防犯面から空き巣などの犯罪の未然防止と抑止力を高めることを目的に

巡回パトロールする 

☆これらの事業はすべて青色回転灯装備車（通称：青パト）を使用し実施する予定です。 

この３つの柱を中心に多数の各種団体や個人の皆様にもご協力いただき、地域生活を取り巻くさまざま

な問題解決に向け、安全安心な地域生活を実現できるよう活動をしていきたいと思います。皆様、ご協力

よろしくお願いします。 

                    （国分寺北部校区コミュニティ協議会） 



  

編集後記 

北部コミュニティセンターがリフレッシュされ、コミセンの名前

も地についてきたこの頃です。このコミュニティだよりが皆様と

の絆になれば、との思いで毎回編集に勤しんでおります。 

これからもよろしくお願い申し上げます。  （広報部会） 

町内行事ご案内 

☆グリーンフェスタ国分寺 
１０月１９日（金）～２１日（日） in 橘ノ丘総合運動公園 

☆第１３回史跡まつり 
１１月３日(土)  in 讃岐国分寺跡資料館・史跡公園 

☆国分寺町文化祭 
１１月１７日（土）、１８日（日） 

in 国分寺中学校体育館、武道館 ほか 

☆高齢者の運動会 
１１月２３日（金）  in 国分寺中学校第 2体育館 

☆転倒予防教室 
１２月１４日（金）午後１：３０～３：００  in 武道館 

☆第 16 回国分寺町冬のまつり 
平成２５年１月２０日（日） in 橘ノ丘総合運動公園 

【KSD同好会（国分寺町社交ダンス同好会）】 
ダンスの基本である姿勢を

良くして、適度におしゃれをし、

楽しいリズムに乗って踊ること

は、足腰を鍛え、音楽による脳

の活性化、老化の防止に役立

ち、若返ること間違いありませ

ん。 

どなたでも入会歓迎！親切丁寧にご指導いたします。 
 

レッスン日時 毎週月曜日 午後１時２０分～３時３０分 

代表者     宮崎トシコ ☎８７４－４４１６ 

指導者    JBDF所属 岡本 修ニ 

 

【国分寺陶芸クラブ】 
 夏の窯場は汗みどろ 

 冬のロクロに指凍らせる 

 黄昏 山道 頂き知らず 

 何を思うて 土こね人は 
 

 初めて皿に料理を盛り付ける事でしょうか 

 手になじむ杯に酒を酌む時でしょうか 
 

 レッスン日時 毎週土曜日 午前９時～１２時 

【絵手紙同好会】 
 私達の会は午前の部と午後の部に

分かれて月に２回活動しています。画

材は季節のお花や野菜、果物その他

諸々の物を用いています。 

 下手でも良いから相手が見て明るい

気持ちになり、おもしろく心が癒される

作品が出来ればと遊び心を持って描い

ています。 

 教室では皆和気あいあいで作品づくりを楽しんでいます。

気軽に覗いてみてください。 
 

活動日 第２、４月曜日   ※入会は４月のみ 

午前の部 午前１０時～正午 （定員：２０人） 

午後の部 午後１時３０分～３時３０分                       

（定員：２０人）      

高齢者の運動会 

 高齢者の健康と生きが

い、仲間とのふれあいを

目的の高齢者運動会は老

人会の主催で次のような

要領で開催されます。高

齢者のみなさん大勢ご参

加下さい。 

日時 １１月２３日（金）午前 9 時～正午 

場所 国分寺中学校第２体育館 

競技種目 玉入れ・ボール送り・輪投げ・ボーリング 

スプーンレース・炭坑節おどりなど 

参加資格 国分寺町内に住む６０歳以上の高齢者 

参加料  ２００円（弁当代含む） 

※事前に申込みが必要です。 

申込み・問合せ先：国分寺地区老人クラブ連合会 亀井 

☎０８７－８７４－１０３５ 
（国分寺地区老人クラブ連合会） 

第 16 回音の祭り 
９月 29 日 in 橘ノ丘総合運動公園 

またもや雨…。でも多くの方が『MALTA（マル

タ）ライブ』を楽しみました。ジャズサウンドに身

を任せ、踊りだす人たちも…。勝又副市長もご満悦

で最後まで聴いていただきました。讃岐国分寺太鼓

保存会・夢幻の会の子どもたちとのコラボレーショ

ンも素晴らしかったです。 

ご来場いただいた方、

お手伝いいただいた方、

雨の中、本当にありがと

うございました。 
（音の祭り実行委員会） 


