
 

 

 

 

 

【国分寺北部校区ゆめづくり推進事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ペットとして責任をもって飼えない犬に、エサは与えない！ 

 

 

 
※畑に放置された残飯や、外に置きっぱなしのペットのエサも、野良犬

にとってはエサになります。きちんと片付けましょう。 

 

犬の放し飼いは危険です！ 

 

 
 

※犬の放し飼いは、香川県条例で禁止されています。つなぐか柵

などの囲いの中で飼い、散歩もリードを必ず付けてください。 

～放れている犬や飼い主がその場に

いない犬に出あったら～ 

 

国分寺北部校区コミュニティ協議会では、平成２５年４月から自主防犯パトロールを、青色回転灯を装備

した自動車（通称：青パト）を使用して、実施しています。 

 また、改めて安全・安心な地域生活を実現することについて考えていただく

ことを目的として、イメージキャラクターの愛称を一般から募集します。 

 このキャラクターは、国分寺町に分布しているおにぎり山の形に、美まもり

隊をもじった「美かえる隊」のかえるをドッキングしたものです。７月１９日

（土）に実施される「国北小まつり」で着ぐるみもお披露目します。是非、校

区内のみなさまが親しみやすい愛称をつけて下さい。 

記 

【応募資格】国分寺町内在住の方 

【応募期間】平成２６年１０月３１日（金）まで（当日必着） 

【応 募 賞】最優秀賞１作品 （副賞あり） 

【応募方法】１人何作品でも応募できます。 

応募は、愛称と必要事項[氏名とフリガナ、住所、電話番号、性別、年齢]を記載のうえ、郵送または

直接国分寺北部コミュニティセンターへ提出してください。 

 （郵送先）〒769-0101 高松市国分寺町新居1840番地６ 

       国分寺北部コミュニティセンター あて  

【入賞作品の発表・使用】 

入賞作品は決定次第、ご本人に直接通知するとともに、国分寺北部コミュニティだより（平成２７年

１月発行分）で発表し、ゆめづくり推進事業の推進に幅広く活用させていただきます。（その他の目

的での使用や第三者への提供はいたしません。） 

【入賞作品の著作権等】 

応募作品の著作権（著作権法第 27条及び第28条に規定する権利を含む）は、応募をもって当協議

会に属するものとします。  

           お問い合わせ先：国分寺北部コミュニティセンター ☎８７４－５８０５まで 
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ご近所迷惑なだけでなく、犬にとっても

不幸な結果につながります。 

食べる物があると、野良犬はどんどん増え、

その地域に居つき、人々の生活環境を悪化させ

ることにつながります。エサだけでその後の管

理をしないのは非常に無責任です。 

● 急に走って逃げる 

● 石を投げつける 

● 大声を出す 

● 犬の目をじっと見る 

 

お問い合わせ先：高松市保健所 生活衛生課 

☎８３９－２８６５ 

● 騒がない 

● じっとして犬が去るのを待つ 

● 背中を見せず、後ずさりして 

ゆっくり離れる 



 

 

【交通安全母の会運営支援事業】 

交通安全マナーアップ街頭キャンペーン 

12月20日(金)  in 国分寺支所東側県道沿線 

年末年始の交通安全県民運動が 12 月 10 日(火)～1

月 10 日(金)の期間実施されるにあたって、街頭キャン

ペーンを行いました。 

朝から北風とともに、あられが降ったり雪が舞ったり

と寒い日でしたが、50名余りの各種構成団体の皆様の

ご協力をいただき、のぼりやキャンペーン用プレート、

横断幕を持ってドライバーや自転車利用者に「交通ルー

ルの遵守と交通マナー向上及びシートベルト着用の徹

底」などを呼びかけ啓発グッズを配布しました。 

 交母の会も、平成２３年９月に再構築し、まだまだ活

動歴も浅くきめ細かな活動には至っておりませんが、今

後は保育所、幼稚園、小中学校及び関係機関、各種団体

と連携し交通安全教室や交通安全キャンペーン、街頭広

報、各種啓発活動に積極的に取り組んでいきたいと考え

ています。 

これからもご指導、ご支援よろしくお願いいたします。 
（国分寺北部校区交通安全母の会） 

 

【スポーツ少年団交流支援事業】 

    国分寺町スポーツ少年団第６回交流会 

2月22日(土) in 橘の丘総合運動公園多目的広場 

今回は国分寺キッズを迎えて、キッズダンスに全員で

挑戦する等、一味変わった交流会になりました。日頃、

スポーツに親しむ子供たちが 50分間にわたり、慣れな

いダンスステップに取り組み一曲踊りきり、又、国分寺

キッズの子供たちも長縄跳びや綱引きに挑戦し、最後は

恒例の「スポ少しっぽくうどん」で冬の半日を元気一杯

に楽しく締めくくりました。 

 

 

 

 

 

 
（国分寺町スポーツ少年団連絡協議会） 

 

【地区体育協会運営支援事業】 

第１７回国分寺町冬のまつり 

1月19日(日) in 橘の丘総合運動公園 

今回も鳥取県江府町より本物の雪を運んできました。

当日は天候に恵まれ予想以

上の来場者。子供たちの喜

ぶ顔が今回も見ることがで

きました。 

ご協力いただいた関係者

の方々ありがとうございま

した。次回もよろしくお願

い申し上げます。 
（国分寺町冬のまつり実行委員会） 

 

【ほたる鑑賞ふれあい事業】 

ホタルが育つ環境を再現するため 

国分寺町時代から続いている奥谷地区のゲンジボタ

ル保護活動は、平成23年度から高松市ゆめづくり事業

の指定を受け、国分寺北部校区のコミュニティ活動の一

環として継続しています。今年は部会員・飼育サポータ

ー及び学校関係者で幼虫を飼育し、約 3,000匹の幼虫

を確保することができました。 

3 月 2日には地元奥谷地区にある「ホタルの宿」で、

３月11日には北部小学校の「ホタルのお家」で、3月

24 日には昨年新設した香川県青年センター内の「ホタ

ル観察用人工ビオトープ」でそれぞれ放流式を行いまし

た。青年センターでの放流式では、関係者約50名が集

まり、参加した園児の「ホタルさん大きく元気に育って

ネ！」の声援のもと、国分寺北部幼稚園および北部保育

所の園児が8ケ月間育てた幼虫約150匹を放流しまし

た。放流したホタルは6月初めに成虫となり、神秘的な

輝きを放つようになります。 

６月は「環境月間」です。我

がふるさと国分寺の自然環境・

地域生活について見直すよい機

会です。 

6月 7日に香川県青年センタ

ーにおいて「国分寺・青年セン

ターほたるの夕べ」を開催しま

した。当日は、青年センターの

地域交流事業と共催し、人工ビ

オトープの命名除幕式・ふるさとバザー・ホタルＤＯＭ

Ｅいん国分寺等多彩な行事を行いました。 
（奥谷天神ホタル部会） 

 

【地域子育て支援事業】 

早春の親子自然観察会 
3月2日(日) in 奥谷 

奥谷方面での自

然観察とホタル幼

虫の放流体験を行

いました。 

自然観察では、子

供たちだけでなく

大人も夢中になっ

て楽しみました。朽ち木を割って木の中にかくれている

昆虫を見つけると子供たちは目を輝かせていました。 

昼食に手作りお弁当をおなかいっぱい食べてもらい、

その後、「奥谷天神ホタル部会」によるホタル幼虫放流

式に参加させていただき、参加者全員でホタルの成長を

願いながら幼虫を放流しました。６月にはたくさんのホ

タルが飛び交う姿が見られると楽しみにしています。 

お世話頂いた皆様にお礼申し上げます。 
（青少年健全育成連絡協議会） 

 

 



 ― 第1回国北小ぴかぴかデー 【5月8日（木）】 － 

今年から始まった国北小のぴかぴかデー。第１回目は、地域や保護者のボランティアの方々が 13 名

も集まってくれました。 

まずは、校長室で自己紹介。クラス代表の 4 名の

児童はちょっぴり緊張しながらも、はきはきと立派

に挨拶をし、３階までご案内をしました。 

一人の方は、ご自分の子供の頃は黒板拭きをきれいにしようと

両手に持ってパンパンとたたいていたので、顔じゅうがチョーク

の粉だらけになっていたと笑いながら話してくださいました。 

またもう一人の方は、６年生が自分の服が汚れるのもかまわず黒板を何度も何度

も拭いている姿に感心したそうです。最後の｢振り返りタイム｣にそれを聞いた子供

たちは、とても嬉しそうでした。 

こうした体験の積み重ねが、子供たちの心を豊かに育てる

のだと思います。子供たちのよいところを認め褒めてくださ

り本当にありがとうございました。 

 ― うどん作り 【1月27日（月）】 － 
地域の方や老人クラブの方に来ていただいて、うどん作りをしま

した。うどん店の方から麦の穂と小麦粉を見せてもらって話を聞い

た後、うどんの生地を踏む体験もしました。そして、大鍋で煮込ん

だうどんをみんなで味わい、五感を通しての体験ができました。 

お手伝いいただいた皆様ありがとうございました。 

― ホタルの放流式 【3月24日（月）】 － 
ゲンジボタルの放流式が香川県青年センター（芝生広場内のビオトープ）

で行われ、幼稚園と保育所の５歳児が一緒に参加しました。子供たちは修了

式を終えた後だったので、久々に集まった友達と再会して嬉しそうでした。

ホタルを大切に育てていこうとする地域の方の願いを知り、「大きくなって、

きれいに光ってね」と声を掛けながらホタルの幼虫を放流しました。 

 

 

 

第６回国北小まつり のお知らせ 

保護者・学校・地域の皆様と企画・運営して子供たち

や来場される皆さんに楽しんでもらえるまつりにした

いと思います。       （国分寺北部小学校PTA） 

 開催日時：7月19日（土）12時～15時 

 開催場所：国分寺北部小学校 

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国北小の行事予定 

6月１１日（水）プール開き 

6月１３日（金）ぴかぴかデー（1年） 

6月１８日（水）学習参観・学級PTA 

7月１０日（木）ぴかぴかデー（４年） 

7月１６日（水）１７日（木）個人懇談 

7月１８日（金）1学期終業式・給食修了 

7月１９日（土）国北小まつり 

9月 １日（月）2学期始業式・給食開始 

9月 ３日（水）４日（木）5年宿泊学習 

9月 ５日（金）夏休み作品展 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

６月18日（水） 未就園児触れ合い活動    

６月25日（水） カレーパーティー  

７月 １日（火） ぴかぴかデー  

７月12日（土） 夕涼み会（ＰＴＡ主催） 

９月 ２日（火） ぴかぴかデー 

｢赤門クラブ｣参加児童募集中！！ 

北部小学校の児童対象に放課後子ども教室『赤門

クラブ』を開催しています。 

毎月第１・３木曜日の放課後、月１～２回の土日

や長期休業中に活動しています。自然観察会・野外

活動・うどん作り・竹工作・わらじづくりなど色々

な行事が楽しめます。 

詳しい内容・参加申込

は北部コミュニティセン

ターに設置のチラシをご

覧下さい。 

今は便利

な機械が

あるのね 

黒板ふきを

きれいにす

る機械です 



【仲良卓球同好会】 in新居会館 

 現在の会員数は 12 名。男性会員もいます。名前の通

り仲良く楽しんでいます。技術向上よりも友達作りを大

切に年一回、近くの自治会の卓球クラブとの親睦試合を

して友達の輪を広げています。 

時には話に花が咲

き、料理のこと、買い

物のこと、野菜作りの

こと、最近では世界卓

球を話題にストレス

発散しています。 

 このような同好会ですが、お気軽に入会をお待ちしてい

ます。 

活動日時 毎週水曜日 午後１時～３時 

【松美会】  in北部会館 

 花柳流現代舞踊の会で、使用する曲は松美会のために現

代風にアレンジされています。 

 平成２年から活動を始め、今年で24年目になります。

お稽古では時には厳しく、また時には優しく、その人に 

合った丁寧な指導がなされ、今は発

表会に向け春寿弥先生指導のもと一

生懸命お稽古に励んでいます。 

・１月  踊りのつどい 

・９月  丸亀歌舞伎観劇 

・随時  施設慰問 

・発表会 ２～３年に１回 

（来年は11回目の発表会を実施予定） 

踊りに興味のある方は習ってみませんか 

  活動日時 毎週水曜日 午後１時～３時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高松市社会福祉協議会国分寺支所 事務所移転のお知らせ】 

現施設（旧国分寺老人福祉セン

ター）の建替え計画により、４月

２１日より下記の仮事務所へ移

転いたしました。 

ご不便をおかけいたしますが、

宜しくお願いいたします。 

○移転先住所  

高松市国分寺町新居 1500-1  

・電話番号   087-874-5770 

・ＦＡＸ番号  087-875-9532 

（電話、FAX番号の変更はありません） 

編集後記 

いよいよ酷暑の季節です。熱中

症には十分ご注意下さい。健康あ

ってのコミュニティ活動です。 

今回は冬のまつりやホタル観

賞、高松市ゆめづくり事業のなどを

ご紹介できましたが、まだまだ多く

の活動記録があることでしょう。紙

面の都合もありますができるだけ

多くを掲載したいと思っていますの

で皆様の更なるご支援をお願い申

し上げます。（広報部会） 

「親子で大豆栽培 みそ作り」体験事業参加者募集！  ― 国分寺生活研究グループ － 

 町内小学校の児童を対象に親子で「大豆栽培・みそ作り」の体験をします。作ったみそは、町内幼・小・中

学校の給食で使ってもらいます。農業体験、食育の加工体験、環境保全体験、遊休地の活用体験など色々な事

を親子で学んでもらいます。 

活動日 時 間 場 所 内 容 持参物 

7月12日(土) 

9時～ 南部校区の栽培畑 

種まき 作業の出来る服装 

7月26日(土) 土寄せ 長靴、手袋 

8月 9日(土) 土寄せ 帽子、タオル 

11月 8日(土) 収穫とはぜがけ 飲物  

11月22日(土) 脱穀  

12月もしくは１月(土) ９時３０分～ 北部コミュニティセンター みそ作り  

参加希望の方は、コミュニティセンター窓口まで。  

【国分寺山の会】    inコミュニティセンター 

 平成10年から活動を始め、月に1回県内の山を中心に登山をしており、約40

人の会員の中で都合が合うメンバーで山歩きを行います。月に 1 回のミーティン

グを行い、次に登る山を決めて行程を計画します。 

 6 月 1 日には徳島県の剣山北西に位置する塔の丸（標高１，７１３ｍ）を登山

しました。新緑にあふれる山道をゆっくりと歩き心も体もリフレッシュしました。 

山歩きに興味がある方は是非ご参加ください。 

       活動日時 第２木曜日 午後７時～９時 


