
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【下野国分寺讃岐国分寺親善友好交流支援事業】 

「互いに友好を深めた栃木県下野市との親善交流」 
 

 ６月２９日に、高松市と栃木県下野市は「歴史文化交流協定」及び「災害時相互支援協定」を締結

し、最初の親善交流事業として、それぞれの小学校生が相互親善訪問を通して友好を深めました。  

８月７～９日、下野市から２３名（引率４名、児童１９名）が来県しま

した。南部小学校を会場に、讃岐国分寺子供太鼓の演奏でお迎えし、歓迎

式、「うどんとカレーライス」の昼食後、交流会を行いました。「やっぱり

本場のうどんはおいしい」との子供達の声、私達も嬉しかったです。２日

目は、県内各地を巡り、市長への表敬訪問のため市役所へ行きました。３

日目は、子供達が楽しみにしていた津田での地引き網と海水浴。大きな魚

を手にし、満面の笑みを浮かべて歓声をあげる子供達の姿を見て、この交

流の意義を再認識しました。 

 ８月２０～２１日、高松市国分寺町から２３名（引率３名、児童２０名）が下野市を訪問しました。 

「ゆうゆう館」での歓迎式、「カレーライスとかんぴょう汁」の昼食後、下野市

の紹介カルタ取り等で交流し、その後、「下野国分寺跡」や「道の駅しもつけ」

を見学しました。風土記の丘資料館で本物の縄文土器を手にした子供達の顔が

忘れられません。２日目「華厳の滝」と「日光東照宮」の見学で、大自然の雄

大さと歴史の重みを実際に感じ取れたことは、子供達にとって忘れられない思

い出となったに違いありません。 

 新たな一歩を踏み出した交流会であり、大変有意義な事業内容になりました。 

（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 

国分寺北部校区 
コミュニティだより 
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【国分寺北部校区ゆめづくり推進事業】 

「標語が決定しました！」 
 

平成２５年５月１日発行の国分寺北部コミュニティだよりで

青パト事業に関連した標語募集を行い、高松市立国分寺北部小学

校の児童が応募した作品から下記の標語が決定しました。今後、

国分寺北部校区コミュニティ協議会が行う広報・啓発活動等にお

いて幅広く活用していきたいと思います。 

 

・お年寄り 子どもにやさしい わが地域 

         （５年 谷川 怜愛さん） 

 ・いつの日も 見守る命 美まもり隊 

      （４年 三橋 香穂さん） 

・あんしんと 笑顔を守る パトロール 

      （５年 白井 一輝さん） 

 

 また、高松市立国分寺北部小学校及び国分寺中学校の放送部の

児童・生徒達に協力いただき、巡回する際の啓発テープを作成し

ました。子供達のすがすがしい声と軽快な音楽に合わせた啓発テ

ープを是非耳をすまして聞いて下さい。 

 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

お願いいたします。 
 

【子育て支援事業】 

「子供達とのふれあい活動」 
 

当会では、夏休みに放課後児童ク

ラブの子供達とのふれあい活動を

行っています。 

今年も各団体（老人クラブ・明生

大学・婦人会・更生保護女性会・民

生委員児童委員・おはなしポケッ

ト）の皆さんが園芸・硬筆・昔遊び・

折り紙・紙すき・絵本の読み聞かせ

等を行い、活動最終日には、２年生

の子供達と一緒に夏野菜たっぷり

のカレーを作りました。地域の子供

達との世代間交流ができ、楽しい時

間を過ごすことができました。 

ご協力頂いた各団体の皆様、本当

にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
（青少年健全育成連絡協議会） 



【国北小まつり支援事業】 

「国北小まつり」 
７月２０日 

今年で国北小まつりも 5 回目を迎えました。まつ

りではやきそば・アイスなどの飲食ブース、的当

て・お菓子釣りゲームなどの遊びブースを設けまし

た。また地域の皆様にはうどん、おにぎり、かき氷、

子供達の安全を見守る警備などに協力していただ

いています。国北小まつりは地域の交流の場として

だけでなく収益は子供達の学校環境整備のために、

また、コミュニティ協議会

が実施している青パト事業

へ寄付させていただきまし

た。今回も子供達やたくさ

んの方に楽しんでいただけ

ました。これからも皆様と

協力しながら国北小まつりを続けていきたいと思

います。         （国分寺北部小学校 PTA） 

 

 

【地域団体活動支援事業】 

「クリーン作戦に参加して」 
          ８月２日 

午前７時から中学生とコミュニ

ティ各種団体の皆様にご参加・ご

協力いただき、約２７０名で「ク

リーン作戦」を行いました。 

「クリーン作戦」では、国分寺

会館を拠点に６コースに分かれ、

世代間交流を図りながら、空き缶

やたばこの吸い殻などを拾いまし

た。清掃後の中学生の感想の一部

をご紹介します。 

「今日は、町内クリーン活動をさせていただきあり

がとうございました。私達中学生にとって、自分の

住む町を掃除することはほとんど無いので、とても

貴重な経験となりました。普段なにげなく通ってい 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る綺麗そうに見える道でもじっくり歩いてみると 

たくさんのごみがある事に驚きました。今日の経験

を生かし掃除を通して自分たちの町を大切にして

いきたいです。」（国中３年 奥村唯さん）参加され

ました皆様、ご協力ありがとうございました。 
            （国分寺町婦人会） 

 

 

【地区保健委員会育成支援事業】 

「第１回保健委員会及び研修会」 
７月２４日 

 当会では、「健やか高松２１」、そして「健康国分

寺２１計画」に基づいて、国分寺地区住民の健康増

進のために活動しています。主な活動内容としては、

国分寺南部地区保健委員会と合同で、各自治会保健

委員を対象に年５回の保健委員会及び研修会を開

催。研修テーマは、生活習慣病・認知症・介護予防・

がん予防や歯の健康など様々です。研修を受け、保

健委員が中心となり、各自治会住民の皆様に健康づ

くりの啓発をしています。 

「第１回保健委員会及び研修会」では、えむ調剤

薬局薬剤師の森久美子先生を講師に招き、『間違っ

ていない？あなたの薬知識～キラキラ輝いて生き

抜くために～』というテーマで研修を行いました。

講義の内容は、日々の生活習慣の見直しをはじめ、

薬の飲み方・飲み合わせ、お薬手帳の大切さなど、

たいへん役に立つものでした。また、椅子に座って

できる体操を実施しました。 

今回の研修会の内容を、地域で広めていきたいと

思っています。 

 今後も様々な内容

の研修会を開催し、他

の団体とも協力しな

がら、地域住民の健康

のために活動してい

きたいと思います。        
（国分寺北部地区保健委員会） 

 

  
２度目の陸上全国大会出場 

6 月 29 日（土）、丸亀陸上競技場で行われた「全国小学生陸上競技

交流香川県最終予選会」において、国分寺北部小学校の男子リレーチー

ムが 1 位を獲得し、8 月 24 日（土）神奈川県横浜市で行われた全国大

会に出場。同校は４年前にも全国大会に出場しており、今回が２度目の

挑戦となります。出発３日前の練習には、４年前のメンバーも激励に訪

れてくれました。学校の伝統として、時を超え、バトンとともに絆がつ

ながっているように感じます。 
 

子供達の安心・安全のために 
 地域の皆様にご協力いただき、コミュニティセンター前の道路に、歩道との区

別のための白線が完成。登下校の子供たちが車道へ飛び出さないようにいっそう

指導を続けようと思います。特に細い道から太い道へ出るときは、十分気をつけ

るようにと教えています。 

 学校行事の折にセンター前の道路や駐車場にご迷惑をお掛けしていますが、 

PTA と協力し、改善に努めたいと考えていますのでご理解の程よろしくお願いします。 



           

 

 

 

 

  

讃岐国分寺歴史絵巻 華麗優雅な天平行列 （讃岐国分寺天平文化倶楽部）より 
 

 およそ１２５０年前の奈良時代、天皇即位の儀式や祭事等に皇族や官吏達は紫・青・赤・黄色・緑

など位に応じた衣装をまとって行列し、奈良の都を彩っていました。 

 天平に縁がある讃岐国分寺史跡まつりに、この行列が再現されました。一昨年は奈良から衣装をお

借りしましたが、昨年は讃岐国分寺天平文化倶楽部が衣装を作製し、市内の子供６０名程が午前と午

後の２回に分かれ、まつり場内を練り歩き、好評を得ました。 

 天平衣装には注目が集まっており、市域の文化的なイベント等へ衣装を貸し出して欲しいとの声も

あります。 

 今年の讃岐国分寺史跡まつりは以下の内容で開催されます。天平行列はまた一段と華やかになるで

しょう。大勢のご来場をお待ちしています。 

と き 11 月 3 日（日）午前 8 時 50 分～午後 5 時 

ところ 讃岐国分寺跡史跡公園 

催し物 天平行列、子ども力餅大会、ゲスト演奏、 

箏演奏、企画展、菊花展、獅子舞披露、 

太鼓演奏、お茶席、バザー、餅投げ 等 

国北小の行事予定 
10 月 

16 日（水）1 日自由参観 

23 日（水）就学時健康診断 

11 月 

15 日（金）小さな音楽会 

（校内リハーサル） 

16 日（土）小さな音楽会 

【高齢者の運動会】  
（国分寺地区老人クラブ連合会）より 

 「高齢者の健康と生きがい＆仲間とのふ

れあい」を目的とする高齢者運動会が、以

下の通り開催されます。高齢者のみなさん

大勢ご参加下さい。 

① 日  時 １１月２３日（祝）午前 9 時～１２時 

② 場  所 高松市立国分寺北部小学校体育館内 

③ 競技種目 玉入れ、ボール送り、輪投げ、ボーリング、 

パン食い競争など 

④ 参加資格 高松市国分寺町内に住む６０歳以上の方 

⑤ 参加料  ２００円（弁当代を含む） 

 ※事前に申し込みが必要です。 

お申込み・問合せ先：国分寺北部コミュニティセンター☎８７４－５８０５ 

【募集】 （高松市食生活改善推進協議会国分寺地区）より 

「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、地域の皆様に食生活改善

の提案と普及を主に活動しています。下記の事業を開催しますので、是非

大勢のご参加をお願いします。 

  ※参加費は４００円。当日、エプロン・三角巾をご持参ください。 
 

 事業名 実施日 実施時間 会場 対象者 

①市委託事業 糖尿病予防講習会 10/11 

AM9：30 

～ 

PM1：00 

国分寺北部コミ

ュニティセンタ

ー 

一般 

10/17 

国分寺 

保健センター 

一般 

②地区事業 

運動指導士による実技 10/30 
新名・柏原地区の

住民 

歯科衛生士による講義 
2/12 国分地区の住民 

3/19 福家地区の住民 

男性の料理教室 
11/13 一般 

1/23 一般 

   

 お申込み・問合せ先：国分寺保健センター（☎８７４－８２００）もしくは各地区食生活推進員まで。  



【国分寺町囲碁同好会】   in 北部会館 

 囲碁対局を通して人との交流を深めようと、自由

対局を楽しんでいます。年３回の囲碁大会では会員

相互の棋力を確認しあい、１１月に第９７回国分寺

町囲碁大会を実施予定。２６年度には１００回を数

えます。 

 地域間交流事業として、高松市

との合併後、年に１回開催される

高松市西部地区囲碁大会に参加。

鬼無コミュニティセンターとの

ふれあい交流事業として年数回

交流大会を実施しています。 

 センター講座として、毎年夏休みを中心に小学

生対象の「子ども囲碁教室」を開催し、囲碁の普

及活動にも取り組んでいます。 

 囲碁を楽しまれている方、囲碁に挑戦してみたい

方、お気軽に国分寺町囲碁同好会を覗いて下さい。 

活動日時 毎週土曜日 午後 1 時～4 時 

※自由対局できます。 

 

 

【国分寺ウォーキングサークル】 inコミュニティセンター 

サークルを立ち上げて、は

や１０年。いつでもどこでも

手軽にできる運動ということ

で大いに浸透してきていま

す。まず、コミュニティセン

ターに集まり、健康チェック、

血圧と体脂肪等測定し、ウォ

ーキングを始めます。 

 春は桜の素晴らしい国分八幡宮や如意輪寺公園。

夏は堂山等。秋は府中湖。冬は香南の園芸センター

等、数え切れないほど楽しいウォーキングです。 

 「秋の紅葉狩りウォーキング」や１月の「新年会」

では香川医療生協のバス遠足親睦会に参画。今年は

「大窪寺」から「竹屋敷」をウォーキング後、親睦

会となり、健康体操・オカリナ演奏・カラオケ・ビ

ンゴゲーム等、楽しい一日を過ごしました。 

健康的なウォーキングのできる友達をお待ちし

ております。 

活動日時 第 3 水曜日 午前 9 時～ 

【社交ダンス同好会】    in 新居会館 

 私達は「社交ダンス」を楽しむ人達の集まりです。

会員は１７名で、多田羅先生と宮西先生の指導のも

と、タンゴ・ルンバ・ワルツ等の音楽に合わせてダ

ンスを楽しんでいます。また、小豆島での交流ダン

スパーティーは良い思い出になっています。年末に

は、恒例のダンス発表会を予定し、練習に励んでい

ます。 

 会員の親睦を深めるため

に花見や各地の見学会など

も実施しています。 

 若い人たちの入会を歓迎

しています。 

活動日時 毎週火曜日 午後 1 時～4 時 

編集後記 

東京オリンピック、ジャイア

ンツ・楽天優勝、消費税増税な

ど世の中は騒々しいですね。い

つかは知らず知らずにその渦

中に入り込んでいくかもしれ

ませんが、その前にまず地元に

大きな目を向けてみませんか。

地元にしか無いものはきっと

あるはず。地域の輪をもっと大

きくしませんか。 

今回もたくさんのイベント

やお知らせ等を載せることが

できました。皆さんのコミュニ

ティが国分寺町に浸透してき

ている手応えを感じます。 

今後も応援のほどよろしく

お願いします。 （広報部会） 

町内行事ご案内 
☆グリーンフェスタ国分寺  

10 月 18 日（金）～20 日（日）in 橘ノ丘総合運動公園 

☆第 14 回史跡まつり  11 月 3 日（日）in 讃岐国分寺跡資料館・史跡公園 

☆国分寺町文化祭    11 月 16 日（土）、17 日（日）in 高松国分寺ホール 

☆国分寺北部校区防災訓練 11 月 17 日（日）in 国分寺北部小学校運動場･体育館 

☆高齢者の運動会     11 月 23 日（土）in 国分寺北部小学校体育館 

☆転倒予防教室      12 月６日（金）in 国分寺武道館 

☆第 17 回国分寺町冬のまつり  

平成 26 年 1 月 19 日（日）in 橘ノ丘総合運動公園 

☆国分寺町スポーツ少年団交流会  

平成 26 年 2 月 22 日（土）in 橘ノ丘総合運動公園多目的グランド 

【防災訓練のお知らせ】 
  

高松市立国分寺北部小学校において、11 月

17 日（日）午前 9 時から防災訓練を開催します。 

 防災訓練では、水消火訓練・簡易担架製作と搬

送訓練・AED 心肺蘇生訓練・煙避難訓練・給水

訓練・炊き出し訓練を行います。また、減災啓発

ビデオ鑑賞や防災パネル展を見て、もしもの時の

知識を深め備えます。 

 訓練は、小学校・小学校 PTA・幼稚園・幼稚

園 PTA、国分寺北部校区コミュニティ協議会各

種団体（自主防災会・連合自治会・婦人会・食生

活改善推進協議会・生活研究グループ）、一般の

方々が参加します。 

 この訓練はどなたでも参加できますので、多数

の方のご参加をお待ちしております。 

お問合せ・申込み先：国分寺北部コミュニティセンター 

☎８７４－５８０５へ 


