
 

 

 

 

 

【下野国分寺ふれあい交流事業】 

友好を深めあった栃木県下野市との親善交流 
８月６～８日 in香川県 

 今年も高松市国分寺町と栃木県下野市は、相互親善

訪問を通して友好を深めました。下野市から25名（引

率 4名、児童 21名）が来高しました。北部小学校を

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、交流会を持

ちました。「やっぱり本場のうどんはおいしい」と子

供たちは大喜びで食べてくれました。 

2日目は、県内各地を巡りました。 

3日目は、子供たちは楽しみにしていた津田での地

引き網と海水浴でした。台風１３号の影響をたいへん

心配していましたが無事に実施することができまし

た。大きな魚を手にし、満面に笑みを浮かべて歓声を

あげる子供たちの姿を見て、本当によかったと胸をな

でおろしました。 

 

 

 

 

 
  ８月 19～20日 in 栃木県 

国分寺町から 24名（引率 4名、児童 20名）が下

野市を訪問しました。「ゆうゆう館」での歓迎式後、「カ

レーライスとかんぴょう汁」の昼食をいただきました。

子供たちは「かんぴょう汁」がたいへん珍しく、また

おいしかったようです。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たちの顔が忘れられません。 

2 日目は「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さを実際に感じ取ってく

れました。羽田空港でトラブルにあい、出発が 1時間

20 分遅れましたが、子供たちにとっては心に残る思

い出になったことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

【高齢者支え合い事業】 

「国分寺北部地区敬老会」 
９月 15日（月）in高松国分寺ホール 

 北部地区で 75歳以上の高齢者は 1,319人。その

うち 99歳以上の方は 9人（男性 3人、女性 6人）

で、最高齢の方は女性で 103歳になられます。 

 皆様おめでとうございます。今後とも皆様のご健康

とご長寿をお祈り申し上げます。 

 式典では勝又高松市副市長や県議会議員、市議会議

員などご来賓の方々のご祝辞をいただいた後、老人ク

ラブ連合会から金婚式を迎えられるご夫婦に賞状と

記念品が贈られました。いつまでもお幸せにと願って

おります。 

 式典の後は芸能発表会。讃岐国分寺子供太鼓の元気

な和太鼓演奏を皮切りに、詩吟や剣舞・フラダンス・

歌う民謡などの催しのあと、長浜由美さんによる歌謡

ショーがあり、会場は大いに盛り上がっていました。

多くのお友達と顔を合わせ、楽しいひと時を過ごすこ

とができたのではと思っております。 

 また、来年の敬老会で皆

様と一緒にお祝いができる

事を楽しみにしております。 

 

 

 
（国分寺北部地区社会福祉協議会） 

 
【地域子育て支援事業】 

「子供たちとのふれあい活動」 
夏休み中の火曜日 in放課後児童クラブ 

 北部小学校の留守家庭の児童との世代間交流会を

各種団体（老人クラブ連合会・明生大学・更生保護女

性会・婦人会・民生委員児童委員協議会）の方々にご

協力いただき行いました。 

 校内に飾るためにサルビアの苗を植えたり、お話ポ

ケットの方々の本の読み聞かせ時には、上手な話し方

に子供たちは熱心に聞き入っていました。 

3・4 年生は茄子にピーマン、かぼちゃ等たっぷり

夏野菜を使ったカレー作りにも挑戦。最後まで子供た

ちは玉ねぎに泣かされながらも料理の楽しさを学び

ました。町内の生産農家からはカレーの具・米・サラ

ダ菜を、養鶏農家からは生みたて卵を頂き、大粒のブ

ドウのデザートもついた豪華なカレーパーティーに 

なりました。総勢 120 人が食し、

子供たちからは3杯目の「おかわり」

の元気な声が出ました。 

ご協力いただいた各種団体の皆様、

本当に有難うございました。 
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会） 
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【国北小まつり支援事業】 

国北小まつり 
7月 19日（土）in国分寺北部小学校 

今年は 12時からの開催となりました。当日は朝か

ら保護者のみなさん、先生方、地域のみなさんが、会

場準備に追われました。まつりが始まると、子供たち

や地域の方々がお目当てのゲームやバザーに並んだ

り、うどんなどの食事やかき氷などの冷たい物をおい

しそうに食べたりしていました。また、子供たちの安

全のために青少年健全育成連絡協議会のみなさんに

は会場警備をしていただきました。 

このように国北小まつりは PTA・学校・地域のた

くさんの方々の協力を得ながら開催しています。そし

て、その収益で子供たちの学習や学校生活に必要な物

を購入しています。 

今回、国北小まつり開催

にご協力いただきました皆

様方には感謝申し上げます。

これからも子供たちのため

にご協力いただけますよう

にお願いいたします。 
（国分寺北部小学校 PTA） 

 
【讃岐国分寺天平文化支援事業】 

「車を使わない日」に参加して 
９月 21日（日）in高松市中央商店街 

 環境に優しいまちづくりを考えるイベント「第７回

カーフリーデー高松」に、奈良天平のころの装いであ

る「天平衣装」を着て行列を行いました。 

 総勢約 50人（子供 30人、大人 20人）で、高松

市田町交差点から丸亀町壱番街前ドーム広場までの

商店街を練り歩きました。商店街の通行人から「うぁ

ーキレイ!!」「天女みたい!!」といった声も聞かれまし

た。 

 市立美術館前の特設ステージでは、川染会長の衣装

説明の後、大西市長・市議会議長のあいさつ、県警音

楽隊のオープニングパレードなど、大勢の観客の参加

によりとても賑やかなセレモニーとなりました。 

 天平時代に貴族たちが着たであろう衣装は、地域の

方々から寄贈された着物を活用し、日々こつこつと衣

装部会の方々が縫い上げたものです。 

 今後は、11月 2日（日）

に開催される「第１５回讃

岐国分寺史跡まつり」でも

2 部構成で天平行列を行う

予定です。ぜひ会場にお越

しいただき、ご覧ください。 
（讃岐国分寺天平文化倶楽部） 

 
【地域団体活動支援事業】 

大きく育った白大豆を見に来てください 

今年 4 月から白大豆栽培で収穫した大豆を白味噌

に作り、学校給食に使用する事業を行っています。 

南北小学校 2・3年生の親子が、7月 12日に白大

豆の種をまきました。３～４日で芽が出て、ハトやカ

ラスに食べられないように糸を張ってカバーをしま

した。 今年は雨が降ることが多く、水かけの手間を

かけなくてもすくすく芽が育ち、8月中旬には赤い花

が咲きました。 

 9月上旬、さやが出来ており、今ではカメムシが

少々付いていますが食の安心・安全のために、11月

末の収穫まで後 1ヶ月余り病害虫防除はがまんがま

ん。収穫を楽しみに、たくさんの実が取れることを期

待しています。 

 

 

 

 

 
（国分寺町生活研究グループ） 

【地域団体活動支援事業】 

中学生とのクリーン作戦を終えて 
8月 28日（木）in国分寺会館 

 8月 9日に予定していましたが、台風のため延期し

ての実施となりました。この日も朝から雨でしたが、

中学生 81 名、各種団体の方々約 100 名が参加し、

清掃活動を通して中学生との世代間交流を行いまし

た。 

周辺道路のゴミ拾いは見合わせとなりましたが、国

分寺会館周辺の草抜きと清掃を行いました。子供たち

が泥まみれになっても草抜きをしている姿を見てと

ても感心しました。ご参加いただきました皆様、心よ

りお礼申し上げます。 

「地域の方々と触れ合いながら行うクリーン活動と

いう機会はあまりないと思いますが、今日のような活

動に参加しなくても、落ちているゴミを拾いたいと思

います。そして、国分寺町の住人として、より自分た

ちの町がきれいで、住みやすい町になるように努力し

たいと思います。」（国中 吉村飛鳥さん） 

 

 

 

 

 
（国分寺町婦人会） 

【地域子育て支援事業】 

神社清掃活動 
8月 1日（日）in国分八幡宮・楠尾神社 

 地元の小中学生がボランティ

アや老人クラブ連合会の方々と

一緒に神社の清掃をしました。使

い慣れない用具をもって一生懸

命に清掃をしていた子供たちの

姿が印象的です。今後も継続して

行っていきたいと思います。皆様

のご協力よろしくお願いいたし

ます。 
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会） 



 ― 第 4 回国北小ぴかぴかデー － 

今年から始まった国北小のぴかぴかデー。第2回目の1年生のお掃除にも、

地域や保護者のボランティアの方々が大勢、集まってくれました。ありがと

うございます。 

3回目の 4年生のぴかぴかデーは、残念ながら 2月（予定）に延期となり

ましたが、次回 10月 24 日（金）は 2 年生とのぴかぴかデーを予定してい

ます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 ― 知・徳・体のバランスを － 

5月 24日春季運動会。

準備も 5･6 年生が中心に

先生と一緒に力を合わせ

て頑張りました。 

開会式は、音楽クラブの

「木星」の演奏で幕を開け

ました。 

話し合い活動や英語活動など、

これからの時代に必要なコミュ

ニケーション能力を磨きます。 

― 陶芸教室 【9 月 8 日（月）】－ 
今年も年長児が修了記念として、自分の手型を陶器のプレートにして残すことにしました。その製

作のために国分寺町陶芸クラブから 11 名の方々が来園してくださり、子供たちにていねいに分かり

やすく、ご指導をいただきました。始めは恥ずかしそうにしていた子供たちも初めての陶芸粘土に触

れながら「つめた～い」「泥団子みたい」と、粘土の感触を楽しんでいました。そして、自分の手型の 

周りに型抜きで作った飾りを付けるコツを教えていただきました。作品がで

きてくると、飾りの配置や仕上げの出来栄えを見てもらいました。子供たち

は「これに色が付くんで」と友だちに伝えたり「もう、持って帰れる？」と

尋ねたりして、できあがりが待ちきれない様子した。 

今後、素焼き・本焼きの作業を見学させていただく予定もしており、世

界に一つしかない大切な作品ができるのをとても楽しみにしています。            

 

 

 

 

 

 

【応募資格】国分寺町内在住の方 

【応募締切】平成 26 年 10 月 31 日（金）（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  
お問合せ先：国分寺北部コミュニティセンター ☎874－5805 

 

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国北小の行事予定 

＜ 10月 ＞ 

15日（水）一日自由参観 

20日（月）クラブ活動（4～6年） 

30日（木）1 時下校 

＜ 11月 ＞ 

2 日（土）・3（日）県陸上大会 

4 日（火）県学習状況調査 

10日（月）委員会活動（5・6年） 

13日（木）1 時下校 

15日（土）120周年記念式典 

小さな音楽会 

17日（月）振替休業日 

＜ 12月 ＞ 

1 日（月）委員会活動（5・6 年） 

8 日（月）クラブ活動（4～6 年） 

15日（月）クラブ活動（4～6年） 

19日（金）個人懇談会 

22日（月）個人懇談会 

24日（水）2 学期終業式 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

10月１日（水）・11 月４日（火）・12 月１日（月）ぴかぴかデー  

10月 4 日（土） ふれあい運動会（国北小運動場） 

12月 13日（土）生活発表会（国北幼遊戯室） 

12月 19日（金）うどん作り国北幼園内 

 
 

今年、国北小学校に赴任された米澤校長先生

は、まず「人の話を聞ける子は、賢い子だ。」

とおっしゃいました。その言葉をよく聞いてい

た子供たちは、1学期まず、話をきくことを頑

張りました。2 学期は自分の意見を発表した

り、友だちの考えと比べて、さらに自分の考え

を深めたりして欲しいと願っています。 

これからも、挨拶運動や地域の方々の登下校

の見守りなど、よろしくお願いいたします。 

10/31締切 



【ウエストサイド】   in 新居会館 

健康と技術向上のためにダンススポーツの練習に励

んでいます。ダンススポーツとは社交ダンスにスポー

ツ的要素を取り入れて、競技ができるようにしたもの

です。子供からお年寄りまで年齢・性別を越えて手軽

に楽しめるとともに、健康で生きがいと潤いのある生

活づくりができるスポーツです。背筋をぴんと伸ばす

姿勢作りから練習開始です。体中の血流が良くなり、

10歳は若返ることができます。 

 毎年３月にＢ＆Ｇで競技会を、11月に青年センター

でダンススポーツ愛好家の交流会を開催しています。 

興味のある方は是非見学

に来てください。できる

ことから練習していくこ

とで充実感のある新しい

明日が開けます。 

 活動日時 毎週水曜日 午後 7 時～9 時 30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災訓練のお知らせ】 

 国分寺北部小学校で 11月 9日（日）午前 9時から

防災訓練を開催します。 

 水消火訓練・救護訓練・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、

当日は起震車が来て地震を疑似体験ができるほか、減

災啓発ビデオ鑑賞や防災パネル展をご覧いただき、も

しもの時の知識を深め備えます。 

 訓練には、小学校・幼稚園・各 PTA、保育所・保育

所保護者会、国分寺北部校区コミュニティ協議会各種

団体、一般の方々が参加します。 

 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・申込先：国分寺北部コミュニティセンター  

☎８７４－５８０５へ 

【年末の交通安全県民運動のお知らせ】 

 年末年始は交通量の増加やあわただしさ、飲酒の機

会が増えることなどから毎年重大事故が多発する傾向

にあります。 

国分寺北部校区では、12月 22日（月）午前10時

から高松市国分寺支所東側県道沿線及び支所北側国道

交差点にて、県民総ぐるみで交通安全意識の高揚に努

めるために、啓発グッズを配布しながら「交通ルール

の遵守と交通マナー向上およびシートベルト着用の徹

底」等をドライバー・自転車利用者に呼び掛けます。 

県民総ぐるみで「絶対に飲酒運転をしない・させな

いこと」「横断歩道における歩行者優先の徹底」など交

通ルールの遵守や「早めのライト点灯」「早めの合図」

など交通マナーの実践を是非お願いします。 
       （国分寺北部校区交通安全母の会） 

【フラワーアレンジメント同好会】 
 inコミュニティセンター 

 現在の会員数 16 名。講師の市原悦子先生の指導で

楽しく活動しています。基礎となるアレンジメント、

ブーケ、コサージュ、行事の花等幅広く勉強していま

す。完成した作品は一人ずつ先生がチェックをしてく

れます。 

 また、年１回コミュニティ

センターの２階で展覧会を

行っています。 

 花の好きな方は、お気軽に

入会をお待ちしています。 

活動日時 第２・４土曜日  

午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

【讃岐国分寺クリーン作戦実施のお知らせ】 

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、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。 

実施日：12月 14日（日） 

出発式：午前 8時 30分（国分寺会館） 

清 掃：午前 9時～10時 30分 

（奥谷から東奥までの農免道路） 

多くの皆様のご参加をお願いします。 

【高齢者の運動会お知らせ】 

「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を開催します。60歳以上の方

なら誰でも参加できますので、大勢ご参加ください。 

記 

① 日  時 11月 24日（月）午前 9時～正午 

② 場  所 国分寺北部小学校体育館 

③ 競技種目 玉入れ、ボール送り、輪投げ 

（予定） ボウリング、パン食い競争など 

④ 参加資格 国分寺町内に住む 60歳以上の方 

⑤ 参加料  200円（弁当代含む） 

 ※事前に申し込みが必要です。 

お問合せ・申込先：国分寺北部コミュニティセンター  

☎８７４－５８０５へ 
（国分寺地区老人クラブ連合会） 

編集後記 

今回は子供たちの活動を多く取り上げました。そしてそれぞれ

の年齢層の活発な活動を紹介したいと思っています。 

今年は異常気象や自然災害に翻弄された年でした。吉凶はあざ

なえる縄の如しとよく言われますが日本全国何が起こっても不思

議でない中で、国分寺町は恵まれた地域と感謝しなければいけな

い土地です。今後も町民のパワーを結集してコミュニティの発

展・充実をしていきましょう。皆様どうぞよろしくお願いします。 

（広報部会） 


