
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【地域安全・交通安全事業】 

「交通マナーアップ推進事業について」 

 平成 23 年度高松市交通マナーアップモデル地区に指定

されてから、毎月 20日（20日が土、日曜日の場合は次の

月曜日）午前 7 時 30 分～8 時まで、高松市国分寺支所北

側国道交差点４箇所で、ノボリや横断幕などを持って交通

事故を抑止することを目的に街頭キャンペーンを実施し

ております。キャンペーン時、黄色信号でもどんどん交差

点へ進入してくる自動車やバイク、また、運転中携帯電話

を使用するなどの危険運転を多々目撃します。 

交通安全は、市民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正

しい交通マナーを実践することによって確保されます。 

安全で交通事故のない快適な交通

社会は、皆さんが思いやりの精神で

交通ルールを守ることによって実現

できます。交通事故をなくすため、

皆さんのご協力をお願いします。 
 （国分寺北部校区マナーアップ推進協議会） 

 

【讃岐国分寺天平文化支援事業】 

「天平行列を終えて」～第 13回讃岐国分寺史跡まつり～ 

11月 3日（土） in特別史跡讃岐国分寺跡 

 昨年末、当倶楽部発足後に製作した天平衣装をまとい、

「天平行列」が行われました。行列では子ども達とともに

会場内を練り歩き、鮮やかな「天平時代」の風情が漂い、

観客からは「素晴らしい、綺麗・・・」など感嘆の声が上

がりました。 

 史跡まつりは、文化的意義の高い讃岐国分寺跡を高松西

部地域の地域交流の核として継承していくために、地元住

民が物心共に協力し合いながら開催しています。このまつ

りの開催日を「天平の日」として後世に受け継いでいきた

いです。 

 最後に、古布寄贈者をはじめ本

年の天平行列に御協力下さいま

した関係者各位に御礼を申し上

げます。 
（讃岐国分寺天平文化倶楽部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【高齢者支え合い事業】 

「平成 24年度国分寺地区敬老会」 

9月 17日（月）in 香川県看護協会看護研修センター 

 毎年、敬老の日に国分寺地区敬老会を開催しております。

国分寺地区在住の 75歳以上の方々をお招きしてお祝いい

たしました。当日は約 500名の参加があり、盛大に式典を

終えることができました。 

演芸では香川シニアウインドオーケストラ様の吹奏楽

演奏と歌手の渡辺要様の巧みな会話と歌謡ショーで会場

を盛り上げて頂きました。 

毎年地区敬老会を実施するにあ

たり、ボランティアとして地区民

生児童委員・婦人会等の皆様にお

手伝い頂き感謝申し上げます。 
（国分寺地区社会福祉協議会） 

 

【地区体育協会運営支援事業】 

「勝賀ブロックスポーツ大会」 

11月 18日（日）in 西部運動センター 

恒例の勝賀ブロック〔国分寺北部・南部、香西、鬼無、

弦打、下笠居〕スポーツ大会が、開催されました。 

今回は、男女ソフトバレー・ママさんバレー・男子ソフ

トボール、今年から新しく追加されたグランドゴルフの 4

種目で行われました。 

年々、競技参加者の高齢化と参

加者が減少している厳しい状況の

中、国分寺北部は健闘することが

出来ました。なお、来年度の大会

に向け参加者を募集しております

ので、詳細は体協までお問合せ下

さい。  
 

競 技 種 目 優 勝 ２ 位 

ママさんバレーボール 国分寺南部 国分寺北部 

男子ソフトボール 下笠居 国分寺北部 

男女ソフトバレーボール 香 西 鬼 無 

グランドゴルフ 国分寺南部 下笠居 
（国分寺体育協会）  

－年頭にあたって－ 
 明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。平素は、国分寺北部校区コミュニティ協議会活動に対しまして格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとう

ございます。 

 昨年６月に国分寺北部コミュニティセンター耐震改修工事が無事に終わり、生涯学習やコミュニティ活動の拠点

施設として多くの住民の方々にご利用していただいております。 

 さて、国分寺北部校区コミュニティ協議会では平成２５年４月から国分寺北部校区全体で青パト事業を推進いた

します。現在各種団体の方々に声掛けをし、パトロール隊の編成を進めております。今後、地域全体で安全で安心

した生活ができるような環境整備に努めますので、是非一般の方々も事業へのご理解、ご協力を賜り多くの方のご

参画をいただきますようお願いいたします。 

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
国分寺北部校区コミュニティ協議会 会長 佐々木 英典 
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【琴華会】 
 大正琴の音色にひかれ、先生と先輩の指導を受けながら、練

習とおしゃべりを楽しんでいます。 

ソプラノ、アルト、テナー、ベースに

分かれて、右手で弦を弾き、左手で音

階ボタンを押さえて曲を奏でます。 

 みなさんも一緒に楽しみませんか。初心者の方も大歓迎で

す。一度見学にお越し下さい。 

   練習日時   第1・3火曜日  19時～21時 

            第 2・4月曜日  9時 30分～11時30分  

【地域団体活動支援事業】 

「スローガン ―私達の健康は私達の手で―」 

 食生活改善推進員（ヘルスメイト）は、料理を通じて「食

事の大切さ」を伝えるだけでなく、様々な活動を通して「健

康づくり」を支援しています。 

 香川県は、糖尿病患者数全国ワースト 1（平成 20 年）

ということで、特に「生活習慣病予防」に取り組んでいま

す。食生活改善推進協議会では、今年度は国分寺北部・南

部校区住民対象に、香川医大の先生方による「糖尿病予防

プロジェクト・チーム香川」の講話と実技の支援事業を行

いました。 

 1 月は「男性の料理教室」や「健

やかクッキング」を行いますので、

大勢のご参加をお待ちしております。 

≪1月の事業予定≫ 
実施日時 講座名 実施場所 

１８日（金）９時３０分 健やかクッキング 北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

２４日（木）９時３０分 男性の料理教室 国分寺町保健ｾﾝﾀｰ 

２９日（火）９時３０分 健やかクッキング 国分寺町保健ｾﾝﾀｰ 

お問合せ先：国分寺町保健センター☎８７４－８２００ 
     （高松市食生活改善推進協議会国分寺地区） 

 

【地域子育て支援事業】 

「地域の力」 

 国分寺北部地区青少年健全育成連 

絡協議会「子育て支援会」では、主に３つの事業を中心と

して活動しています。 

①防犯安全活動＝登下校時の見守りやパトロール、声

かけ挨拶運動 

②体験活動＝自然観察会、絵本読み聞かせ、園芸教室、 

カレーパーティー、伝統遊び、折り紙体験、

北部幼稚園「ぴかぴかデー（清掃活動）」 

③防犯安全研修などの各種研修会及び広報啓発活動 

体験活動では、地域のいろいろな年齢層の方々が一緒に

ふれあう機会を作ることにより、子ども達の感性や想像力

を養う場となっています。これからも子どもに関わってく

ださる方の「地域の力」を信じて活動していきたいので、

地域の方々のご参加をお願いします。 
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会 子育て支援会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域文化祭事業】 

「文化祭を終えて」 

 11月17、18日 国中第２体育館、武道館、福祉センター 

今年も町民全体の協力によって盛会に終了しました。 

 芸術の部は 9月 22日から 11月 12日まで図書館の研修

展示室で 10グループが展示しました。 

当日は一般の作品展示や芸能発表、獅子舞いなどを行い、

子ども達からお年寄りまで大勢の参加がありました。１日

目が雨天でしたが、2日目は快晴にめぐまれ、文化の町国

分寺といわれるだけあり、たくさんの人出で賑わいました。 

来年は新しくできる文化ホー

ルを中心に実施する予定です。 
(国分寺町文化協会) 

 

【地区子ども会育成支援事業】 

「国分寺北部校区子ども会」 

今年度は 10の単位子供会が活動を実施しています。た

だ、子ども会も年々減少気味であるのも事実です。それを

解消し、各単位子ども会の負担を減らすために、国北小Ｐ

ＴＡ育成部が企画運営・動員等のサポートを行っています。 

夏は北部小学校フットベースボール大会の実施、高松市

フットベースボール大会への参加。冬は南部小学校との交

流事業（対抗ドッジボール大会）を企画運営。単位子供会

の行事のための備品等の貸し出しも行っています。 

 これからも、北部校区だけで

なく南部校区との交流を続け

時代の変化に対応しつつ、子ど

も会のサポートを行います。 
（国分寺北部校区子ども会育成会） 

 

 

 

 

  

【国分寺キッズ】 
国分寺町内の♪ダンスが大好きな4歳～中学生までの元気な

子供達が集まりました！ 

高松まつり、国分寺町まつり、丸亀

バサラまつり等、イベント多数出演に

も加え、福祉施設の慰問など幅広くダ

ンスの輪を広げていく事を目的とし、

日々レッスンに励んでいます。 

今夏は、第４１回 たくま港まつりにて優秀賞をいただきました。 

【TWINKLE★T】 4歳～クラス   月曜日 17時～ 

【BOUNCE❤T】 低学年クラス   金曜日 17時～  

【INFINI∞T】   中学年クラス   月曜日 17時 50分～ 

【M2K】         高学年～クラス 月曜日 19時～ 

インストラクター：高橋康子・伊藤みか 

【清香デジカメ倶楽部】 

土佐勤王党の武市半平太の辞世の句に 「花は清
せい

香
こう

に依っ

て愛せられ、人は仁義を以て栄ゆ、、、」 

その詩の通り「心の清らかで人の道を守る人」の集まりです。

そのため会の名前も「清香デジカメ倶楽部」と命名しています。 

現在18名の会員が月2回の活動を行っています。笑い顔が

絶えない明るい教室はまるで漫才教室みたいですが、デジカメ

のイロハを楽しくお互いに教え合い、デジカメを通じて出会い

を大切にしています。 

主な行事は、年 2回のバス旅行

での撮影会、反省会、作品の展示

を町文化祭・大林病院・シカ等で

行っています。 

  活動日時   第１・3火曜日  9時30分～11時30分 



 

【和がふるさと国分寺美まもり隊 ２０１３ 

―安全・安心なくらしをまもる地域の輪― 

参加者募集について】 

 国分寺北部校区コミュニティ協議会では、平成 25年 

4月から青色回転灯装備車(青パト)で、校区内をパトロー

ルする「和がふるさと国分寺美まもり隊」を結成いたし

ます。パトロールは不法投棄の監視や子どもの見守り、

高齢者や障がい者などの見守りをするほか地域防犯抑止

力を強化します。この事業は住民誰でも参加できますの

で是非大勢の方のご協力をよろしくお願いいたします。 

お問合せ：北部コミュニティセンター（☎874-5805）まで。 

      （国分寺北部校区コミュニティ協議会） 

【小学校体育施設開放委員会の紹介】 

 地域の皆様の健康・体力づくりのため、身近に利用で

きるスポーツ・レクリエーション施設として国分寺北部

小学校体育施設を開放し積極的に活用するため、毎月第

４木曜日に地域関係代表者（学校、ＰＴＡ、子ども会、

体育協会、スポーツ推進委員、スポーツ少年団）が集ま

り、登録団体の利用調整会議を行っております。 

 現在登録団体は、一般 19 団体、スポーツ少年団 11 団

体があり、毎日活発に活動をしています。一般団体活動

時間は、19 時半～21 時半までとし、地域の住民 10 名以

上が所属する団体であれば、どなたでも登録できます。 

 地域の皆様が参加できるレクリエーション行事も計画

していますので、お気軽にご相談下さい。 
    （国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会） 

スポーツ少年団交流会のお知らせ 

日時：平成 25年 2月 23日(土) 9時～12時 

場所：橘ノ丘総合運動公園 多目的グランド 

町内各スポーツ少年団が日頃の種目を離れて、大縄跳び

や綱引きに挑戦します。思いがけないチームがトップに

なることもありますよ。最後にしっぽくうどんで、これ

ぞ交流会。まあ、いっぺん見にきてごんな。 
【主催】国分寺町スポーツ少年団連絡協議会 

【共催】「健康国分寺21計画」いきいき会議 

【平成 24年度用排水路等の一斉清掃のお知らせ】 

 本年度より、２月の一斉清掃の実施要領が下記のとおり変更になりました。 

 旧 新 

実施日 ２月 第３日曜日 ２月１日～第４日曜日 

実施箇所 河川・用水路等 用排水路や周辺道路 

可燃・不燃の収集日 定期収集日 定期収集日 

土砂及び汚泥の持ち込み日 ２月 第３日曜日 
２月 第３日曜日 

※今年度は平成 25年 2月 17日 

土砂及び汚泥持ち込み場所 高松市国分寺支所 国分寺北部コミュニティセンター 

中止又は延期の判断 国分寺北部地区衛生組合 各単位衛生組合・自治会長様 
下記の留意点に遵守して、皆様のお住まい周辺の用水排水路や周辺道路等の清掃を実施しますのでご協力をお願いいたします。 

 ○留 意 点 

 ⒈実施日については、２月１日～第４日曜日の中で各自治会が決めて下さい 

 ⒉ごみ袋及び所定シールは前もって単位自治会の衛生組合長様に配布します 

 ⒊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 

 ⒋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 

 ⒌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 

 ⒍詳しくは、ごみ袋配布の際の注意書きをご覧下さい 

 ⒎土砂及び汚泥の持ち込みは、水分を切って土のう袋に入れて 

平成２５年２月１７日（日）午前８時～午後１時までに 

国分寺北部コミュニティセンター分館駐車場まで持ち込みをお願いします 

※２月１７日以外の日は、土砂及び汚泥の持ち込みはできません。 

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 

【廃食油（植物油限定）をエネルギー源に！】 

国分寺町婦人会では環境を汚染する廃食用油をクリー

ンエネルギーに転換する事業に参画することになりまし

た。この事業は香川県地球温暖化防止活動推進センター

が実施しており、使用済み天ぷら油などの植物性廃油を

無料回収し、県内の福祉施設にて精製・加工して環境に

やさしいバイオディーゼル燃料にリサイクルされます。

燃料は軽油代替燃料としてゴミ収集車や耕運機、草刈機

などに使用できます。 

回収ボックスは 1月から「国分寺北部コミュニティセ

ンター」に設置します。廃食用油を持込む際はペットボ

トル（大きさは自由）に入れて持って来て下さい。ご家

庭でペットボトルに移し替える際の漏斗が必要な方は北

部コミュニティセンターに事前に取りに来て下さい。 

地域温暖化防止、地域循環型リサイクルにご協力下さ

い。 
（国分寺町婦人会・ＮＰＯ高松市循環リーダーの会） 


