
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

－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。 

 現在、約１００人のボランティアスタッフにご協力をいただき、不法投棄パトロールと、青パト事業を行っ

ております。青パトとは、青色回転灯を装備する自動車を使用し、青色回転灯を点灯させて行う自主防犯パト

ロールのことで、安全・安心なまちづくりに向けた地域の防犯活動を行っています。 

 スピーカーからは国分寺北部小学校・国分寺中学校の放送部の皆さんに協力いただいた、軽快な音楽に合わ

せ親しみやすく、すがすがしい声が流れてきます。住民の方々も是非、耳をすませて聞いてみて下さい。 

さて、近い将来起きると言われている南海トラフによる巨大地震に備える必要があります。 

 国分寺北部校区コミュニティ協議会では、さらに防災意識高揚についての事業を強化する所存です。地域全

体が安全で安心して生活ができるよう環境整備を進めておりますので、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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【防災意識高揚支援事業】 

第５回国分寺北部校区防災訓練 

11月17日 in国分寺北部小学校 

おだやかな天気に恵まれ、４５７人が参加して防災

訓練が行われました。昨年同様、高松市危機管理課、

消防局、上下水道局、県防災士会のご協力をいただき、

コミュニティ協議会の各種団体が中心となって、初期

消火訓練、AED心肺蘇生訓練など８つの訓練を６つ

の班にわかれて実施し、最後に全員でバケツリレーを

行いました。消防レスキュー隊による校舎屋上からの

救出、脱出訓練の見学、そして非常食炊き出し訓練に

よるカレーライスの試食と盛りだくさんのメニュー

を体験していただきました。 

今回はじめて煙避難訓練や簡易間仕切り作成、防災

パネルやはしご車の展示などを行いました。日頃災害

に縁遠いといわれる土地柄、なかなか防災意識が高ま

らない中、毎年の防災訓練は皆様にとって着実に迫っ

ている南海大地震に備える絶好のチャンスです。 

今年度は昨年の約 1.５倍の参加をいただき少しず

つ防災意識の高まりが感じられました。 

まだ防災訓練に参加されたことがない方は、来年の

防災訓練（１１月９日（日）予定）でお待ちしており

ます。 

災害に対して地域住民一人ひとりが、自分たちのま

ちは自分たちで守るという意識を持って行う共助（自

助＝自ら守る・共助＝自助を支える地域住民同士によ

る援助・助け合い）の活動が自主防災ですのでご協力

よろしくお願いいたします。（国分寺北部校区自主防災会） 

 

 

 

 

 

 

【自主防災組織支援事業】 

自主防災会結成について 

 高松市では地域の防災力の向上を目指すため、コミ

ュニティや校区単位等、地域を包括できるような大規

模組織の結成促進に努めております。 

地震などの大規模災害による被害を少しでも軽減す

るためには、近隣の人たちとの連携が重要です。また、

平常時における防災訓練や啓発活動などは、それを目

的とした組織がなければ実質的に行うことができませ

ん。住民の共助体制を強化し、地域の防災力を最大限

に発揮するためには個人プレーではなく、一定の管理

統括の元、機能的に任務分担された組織を作り活動す

る必要があります。 

そのため、国分寺北部校区では校区内を５つのブロ

ックに分け、現在自主防災会を結成している自治会を

含め全世帯カバーできる自主防災組織の結成を目指し

ます。 

また、現在自主防災組織を結成した際、組織の世帯

数に応じてポイント制で下記の２０項目の防災資機材

について助成を受けられますが、平成２６年度末に助

成制度が終了いたしますので、是非この機に結成・加

入のご検討をよろしくお願いいたします。 

 

助成防災資機材 
・トランジスターメガホン ・消火器（10 型）  

・三角バケツ ・鋸（のこ）・バール（大）  

・ジャッキ（自動車用） ・救急セット（2０人用） 

・担架（折りたたみ）・避難誘導旗 ・笛 ・強力ライト 

・背負いバンド ・土のう袋 ・スコップ（丸型） 

・防水ブルーシート（3.6ｍ×5.4ｍ）  

・救命浮き輪 ・救命胴衣（ファスナー付） 

・ヘルメット ・運搬車（一輪車） ・簡易トイレ 

 

 詳しいことは国分寺北部コミュニティセンターへお問

い合わせください。 

 



【高齢者支え合い事業】 

北部地区敬老会 

9月16日（月）in高松国分寺ホール 

 敬老の日に、75歳以上

の方を対象者に盛大に開

催し、高松市健康福祉局 

長寿福祉部長をはじめ、

ご来賓の方々からご祝辞

を頂きました。 

式典後、讃岐国分寺太鼓保存会の力強い太鼓の演奏、

民謡・歌とおどりの会の皆様の華やかな歌と踊りの後、

元気いっぱいに熱唱して頂いた渡辺要さんの歌謡ショ

ーで、会場は一気に盛り上がり、参加した皆さんには楽

しいひと時を過ごして頂きました。 

 敬老会開催においては、国分寺地区社会福祉協議会・

民生児童委員・婦人会の皆様のボランティアにより実施

され、本年度から南北別々に敬老会を開催することとな

りましたが、無事に終えることができ、誠にありがとう

ございました。 
（高松市社会福祉協議会国分寺支所） 

 

【障害者ふれあい交流支援事業】 

第７回高松市国分寺町フライングディスク大会 

11月８日（金）in橘ノ丘総合運動公園ゲートボール場 

第７回高松市国分寺町フライングディスク大会が盛

大に開催されました。昨年は事情によりやむなく中止し

ましたが、今回は総勢140余名の参加がありました。 

大会に参加した北部保育所の園児からは「難しかった

けど、楽しかったよ」との声が聞かれました。 

来年も、大会が継続して開催できるようがんばりたい

と思います。 

 

 

 

 

 

（国分寺町フライングディスク大会実行委員会） 

 

【地区体育協会支援事業】 

勝賀ブロックスポーツ大会 

11月17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。 

競技は、男女混合ソフトバレーボール、さわやかママ

さんバレーボール、50歳以上男子ソフトボール、グラ

ンドゴルフの４種目で行われました。 

年々競技参加者の選考に苦労する中で、国分寺北部は

グランドゴルフにおいて、昨年に引き続き見事に２連覇

を果たしました。 

なお、平成26年度大会への参加について、興味のあ

る方は国分寺体育協会までお問合せ下さい。 

（国分寺体育協会） 

【讃岐国分寺天平文化支援事業】 

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 

 第14回讃岐国分寺史跡まつりが、たくさんの来場者

を得て盛大に開催されました。今年も、オープニングを

飾ったのは子供たちを中心とした天平衣装行例でした。

およそ 1200 年前の天平時代を彷彿させる華やかな行

列になりました。また、午後の部では箏を演奏する子供

たちも衣装を着て行列に加わりました。衣装を着ての演

奏は一段と華麗で素晴らしく来場者に感動を与えたこ

とでしょう。 

 午前の部、午後の部を併せて60名の子供たちの衣装

はもちろんのこと、行列を支える協力者の衣装は全て手

作りで、讃岐国分寺天平文化倶楽部の会員がボランティ

アで制作したものです。可憐で華やかな行列はたくさん

の人の努力の結晶である、ということを改めて感じさせ

てくれました。今年の衣装行列を見て、来年開催される

史跡まつりには、もっとたくさんの子供たちが衣装を着

て行列に加わりたいと思っていることでしょう。 

 

 

 

 

 

 
 

（讃岐国分寺天平文化倶楽部） 
 

 

【地域団体活動支援】 

盛大に開催された高齢者運動会 

 11月23日（土）in国分寺北部小学校 

今年の高齢者運動会は、好天にも恵まれて町内の 60

才以上の高齢者170人が参加しました。 

 開会あいさつで亀井会長が「超高齢社会を迎え、高齢

者は健康でなければなりません。そのためには、常に体

を動かすこと、皆と会って話をすること。今日は皆で体

を動かし、交流しながら楽しい運動会にしましょう。」

と述べました。 

 はじめに全員で軽い体操をして、ボール送り、輪投げ、

ボウリング、玉入れ、パン食い競争など10種目に全員

が参加しました。 

 参加者は「今日は楽しかった。長生きして良かった。

来年も来るよ。」と笑顔で話してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（国分寺地区老人クラブ連合会） 

 



小さな音楽会（11月 16日(土)） 
 今年で34回目になる『小さな音楽会』が国分寺北部小学校の体育館で行われました。 

 オープニングは、休み時間にも一生懸命に練習した太鼓クラブからです。力強くかっこいい立ち姿に続

いての音楽クラブによる『大空賛歌』は、トランペット・アルトホルン・トロンボーンなどの金管楽器に

シンバル・グロッケン…全ての楽器が心を一つにして演奏しました。 

１・２年生は、緊張の中にも揃っての演奏と合唱。３・４年生は人権学習や日々の学校生活で学んだこ

とを音楽やリズムに乗せて、５・６年生は今年は学年で一つにまとまっているだけに、迫力ある内容でし

た。詳しくは北部コミュニティセンターの掲示板『国北っ子 なう！』をご覧ください。 
 

地域防災訓練（11月 17日(日)） 
学校と地域とが連携しての防災訓練が必要とされる時

代です。今年は地域の防災訓練に国北の小学生が    

80名、先生方も16名が参加しました。いざというとき

に、小学校が避難所になることもあります。AEDによ 

る心肺蘇生法・バケツリレー・水消火器などを体験しました。 

子供たちも『自分の命は自分で守る』ことを実感した一日でした。 

『ぴかぴかデー』 
 本園では、平成23年度から掃除教育『ぴかぴかデー』に取り組ん

でいます。この『ぴかぴかデー』は、高松市教育委員会の子供の成

長を願う 6 つの活動の一つとして、みんなの役に立とうとする公共

心や思いやりの心、協調性、主体性など大人になっても必要な豊か

な心と生きる基礎を育てることを目的としています。 

 本園では毎月 1回地域の方に雑巾の絞り方や拭き方、ほうきの使い方を教えてもらいながら、掃除を

しています。掃除をしている場所がきれいになると心もきれいになったように思います。11月には、地

域の方や保護者と一緒に火ばさみを使って園外のクリーン活動を行いました。拾ったごみは土にかえる

燃えるごみや土にかえらない燃えないごみに分けて、分類しました。このクリーン活動を通して子供た

ちはどこにでも平気でゴミを捨てることはよくないということを実感したようです。 

また自分たちの住むところがきれいになった気持ちよさも味わいました。 

【地域健康ふれあい事業】 

健康まつり 

  11月10日（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、第

7回健康まつりを開催し

ました。今回は、NPO

法人香川糖尿病支援ま

んでがんによる「一日ま

んでがん診療所」を招き、

糖尿病予防への取組み

を行いました。 

また、健康チェックや体力測定、健康に良い食事メニ

ューの試食コーナーや、郷土料理であるどじょう汁を販

売しました。子供たちへのフッ素塗布やおもちゃの広場、

折り紙など親子でも楽しんでもらいました。その他、介

護予防を目的とした体操や手遊びを来場者と一緒に行

うなど、楽しみながら健康の大切さを改めて実感できる

健康まつりとなりました。 

これからも「健康国分寺21計画 幸せ宣言こくぶん

じ」７つの願いの達成をめざして活動をしていきます。 
（健康国分寺21計画・いきいき会議） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

スポーツ少年団交流会のお知らせ 

スポーツ少年団の親睦目的で交流会を実施します。 

日時：平成26年2月22日(土) 9時～正午 

場所：橘ノ丘総合運動公園 多目的グランド 

日頃のスポーツを離れて各団体が一堂に会し、リ

レーや綱引きにワイワイガヤガヤ言いながら良い汗

を流します。競技の後は、親子でしっぽくうどんを

堪能します。大勢のご参加をお願いします。 
国分寺町スポーツ少年団連絡協議会 

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国北小の行事予定 
３/17（月）卒業式 

３/24（月）終業式・修了式・離任式 

３/25（火）～４/７（月）学年末・学年始め休業日 

国北幼の行事予定 
１/９（木）ぴかぴかデー  ３/３（月）ぴかぴかデー 

２/６（木）ぴかぴかデー  ３/13（木）修了式 

２/８（土）家族参観日  ３/19（水）終業式 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 



【卓球クラブ ふれんず】 in新居会館 

 私たち卓球クラブ「ふれんず」は女性だけの卓球

好きの集まりです。現在会員は14名です。 

指導者はいませんがお互いに切磋琢磨しながら徐々

に向上しています。 

 休憩時間は主婦の智

恵を持ち寄り、得意料理

のレシピの交換や趣味

の話、旅行の話などそれ 

はそれは賑やかです。時には食事会や旅行にも出か

けます。 

 技術の向上はともかく健康増進と親睦を深め生活

の一部に卓球があり今年も全員元気で楽しい時間を

過ごしたいと思います。お気軽にご入会下さい。 

活動日時 毎週水曜日 午前9時30分～正午 

【秀月会】  in北部会館 

 私たち「新舞踊」は日舞と違って１人で踊るのではなく、全

員で同じ踊りを踊って楽しんでいます。 

 始まりは着物も１人で着られない、扇子も持ったことがない

人たちの集まりでしたが、大比賀先生の指導のもと、約10年

練習を続け、今では年３回の大きい発表会に出演しています。 

 ・１月 踊りのつどい 

 ・２月 民踊・舞踊友の会 

 ・９月 さぬき民踊まつり 

大舞台にむけてドキドキ、ワク

ワクしながら楽しく練習を頑張っ

ています。 

 どなたでも踊れる「新舞踊」を一緒にしませんか。お待ちし

ています。 

活動日時 毎週水曜日 午前9時～正午 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Joy Club】                    inコミュニティセンター 

当初は町主催のALTの先生を招いての英会話の活動でしたが、変遷を経て平成 10年 9月、有志で Joy Club を

立ち上げました。以来15年間講師にアンソニー・リンダー先生を迎え今日に至っています。 

先生は滞日16年。フロリダ出身で結婚と同時に来日され４児の良きパパです。 

レインボーロードにスクールを開校されています。とても冗談好きな気配りのきく先生です。 

毎週の課題は英語で少しでも良いから日記を書くこと！メンバーは多趣味な人が多い

ので、それだけで盛り上がります。もちろん、文法のプリントも有りますが・・・。 

恒例の行事はクリスマス・パーティ！場所を移してワイワイやります。 

Why don’t you join us? !         活動日時：毎週 水曜日午後１時半～３時 

 
【平成２５年度用排水路等の一斉清掃のお知らせ】 

 昨年から、用排水路等の一斉清掃は２月中に実施することになりましたが、今年度は平成２６年２月９日（日）

午前９時から国分寺町内で不法投棄撲滅ふれあいクリーン作戦を行います。 

 このクリーン作戦は今回初めて実施するもので、歴史と自然豊かな環境をもつ国分寺の美しさを守ろうと、地域

住民と行政だけでなく、土地管理者などの関係機関とも連携を図り、さらには、各種ボランティア団体などにも広

く参加を呼びかけ、大規模な清掃活動を行います。参加できる方は是非ご参加ください。 

 ２月９日（日）のクリーン作戦日に、自治会内の一斉清掃を併せて実施頂きましたら多くの方の参加になります

ので、自治会内で９日に一斉清掃できるよう日程調整をよろしくお願いいたします。 

 また、自治会の都合で９日に実施できない場合は、２月中で一斉清掃をお願いいたします。 

実施日 ２月１日～第４日曜日 

実施箇所 用排水路や周辺道路 

可燃・不燃の収集日 定期収集日 

土砂及び汚泥の持ち込み日 ２月第３日曜日 ※今年度は平成２６年２月１６日 

土砂及び汚泥持ち込み場所 国分寺北部コミュニティセンター 

中止又は延期の判断 各単位衛生組合長および自治会長様 

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します。 

 ○留 意 点 

⒈ 実施日については、２月１日から第４日曜日の間で各自治会が決めてください 

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ください 

⒎ 土砂及び汚泥は、水分を切って土のう袋に入れて、平成２６年２月１６日（日）

午前８時から午後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２３日に清掃した土砂及び汚泥は、コミュニティセンターには持ち込み 

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 

編集後記 

コミュニティの活力は地域

のパワーです。この１２号の誌

面に掲載された団体のあふれ

んばかりのエネルギーを体全

体に感じて頂けたでしょうか。 

 今年は昨年の活動をバネに、

更に積極的な新しい目標に向

かって大きなジャンプを期待

したいものです。我々広報部

も、頑張っていきますので、今

年もご指導ご支援をよろしく

お願いいたします。（広報部会） 


