
 

 

 

 

【国分寺北部校区ゆめづくり推進事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

【地域安全・交通安全事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺北部校区 

コミュニティだより 
 

 国分寺北部校区コミュニティ協議会では、ゆめ

づくり推進事業として安全・安心な地域生活を実

現するために「わがふるさとのくらしは地域全体

でまもる。」を合言葉に、美まもり隊（公募）の

方々による自主防犯パトロール（青パト事業）を

平成２５年４月から週２回以上国分寺北部校区

内で実施しています。昨年度は【まもりん】の着

ぐるみやピンバッチを作成し、事業の啓発活動を

行いました。 

平成２７年度は、平成２６年度１０万トン以上

のため池ハザードマップが公表されたことによ

り、住民全体で危機管理について考える良い機会

ですので、これから２カ年かけ国分寺北部校区コ

ミュニティ協議会防災部会及び自主防災会、連合

自治会、民生委員児童委員協議会などの各種団体

や学校が連携しながら、校区内での避難計画及び

その訓練計画を検討し、住民自ら作る「防災マッ

プ」を作成する予定です。 

地域の多くの方が事業を知り、事業に参画でき

るよう情報を発信していきたいと思いますので、

今後ともゆめづくり推進事業へのご協力をよろ

しくお願いいたします。  
 

 

 

 

 

 

 
（国分寺北部校区コミュニティ協議会） 

【家庭ごみの正しい出し方】 
国分寺北部校区コミュニティ協議会 環境・安全部会では、長年環境問題について取り組みを行っております。不法

投棄パトロールについては、一定の成果が出てきており、今後も地域の目で不法投棄抑止についての監視を続けていき

ます。 

 さて、皆さんのご家庭でのごみの正しい出し方についての「保存版家庭ごみの正しい出し方-ごみ分別ガイドブック-」

は熟知されていますか？燃やせるごみ（指定収集袋に入れる）・破砕ごみ（指定収集袋に入れる）・有害ごみ・缶・びん・

ペットボトル・紙・布・プラスチック容器包装は、指定収集日の朝８時までに所定の場所へ出して下さい。また、臨時・

粗大ごみについては、粗大ごみ受付センター（☎８３４－０３６６ 受付時間/月～金曜日（祝日は除く）9：00～16：

00）へ申し込み、市指定のコンビニもしくはスーパーなどで手数料を支払い、引き換えにごみ処理シールを受け取っ

て、粗大ごみにシールを貼って指定された日時・場所に持ち出して下さい。 

 また、ごみ処理施設への自己搬入（有料）については、高松市に居住されている方を対象に、西部（☎８８５－２７

２７）・南部（８９０－２１９０）クリーンセンターが受け入れをしています。品物によっては一度の搬入量や搬入方

法、受入日に制限がありますので、各処理施設へ問い合わせして下さい。ごみ分別ガイドブックは、コミュニティセン

ターに予備がありますのでご家庭でなくされた方は取りに来て下さい。 

 限りある天然資源の消費を抑制し、地球温暖化防止など、環境への負荷をできる限り低減させるため、分別収集を実

施し、リサイクルを推進しましょう。 

 また、一層のごみ減量を促進するため住民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  
（国分寺北部校区コミュニティ協議会 環境・安全部会） 

「―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（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。 

香川県内では、今年１月末に若者５人が死亡する事故が発

生。２月に入ってからも事故が相次ぎ、４月３０日現在で、

すでに死者は２５人になり、前年当日に比べ９２.３％増え

ております。人口１０万人当たりの死者数においては、全国

ワースト１位となっており、高松市では「一人一人の運転者

などが他人を思いやる心構えを持ち、交通マナーをしっかり

と実践することが大切」を訴えています。 

さて、６月１日から改正道路交通法の施行に伴い自転車運

転中に危険なルール違反を繰り返すと（３年以内に２回以

上）、自転車運転者講習を受けることになります。危険行為

とは、信号無視・一時不停止・酒酔い運転・ブレーキ不良自

転車運転・歩道通行時の通行方法違反などで、講習は３時間

の講義に加え、講習手数料として５，７００円を納付する必

要があります。自転車による交通事故が後を絶ちません。自

転車は軽車両であり、車の運転者と同様、交通ルールを守ら

なければ厳しい刑罰が与えられる場合があります。交通事故

の被害者にも加害者にもならないよう、自転車の基本的な交

通ルールを守りましょう。 

歩行者・自転車・ドライバーみんなで「ゆとり」・「きくば

り」・「おもいやり」の心を持ちましょう。また、夜間につい

ては、反射材を身に付け自分の身は自分で守りましょう。 

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） 
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【地域子育て支援事業】 

 
 

 

 

 

 

 

 

【廃食油（植物油限定）をエネルギー源に！】 

 平成２６年１月から国分寺北部コミュニティセンタ

ーに廃食油回収 BOX を設置しています。廃食油を持

ち込みされる方はペットボトルに入れてセンターへ持

参して下さい。また、家庭でペットボトルへ移しかえ

る際の漏斗が必要な方は、北部コミュニティセンター

に準備しておりますので事前に取りに来て下さい。 

 回収された使用済み天ぷら油などの植物性廃油は、

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うん機、草刈機など

に使用できます。 

 地球温暖化防止、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高松市環境リーダーの会） 

特定非営利活動法人 讃岐国分寺太鼓保存会 
 

 特定非営利活動法人讃岐国分寺太鼓保存会は、和太鼓を郷土の伝統芸能に育て、地

域文化の発展に貢献しようと県内外で公演活動を積極的に行っています。 

 地域特産のサヌカイトの石琴を楽曲に取り入れるなど、ジャンルを問わない音楽性

を持ち味として、目で記憶する太鼓、耳で驚く太鼓、艶を奏でる太鼓を志しています。 

 平成２６年度は、２カ国（シンガポール・カンボジア）から招聘され海外公演を行ってきました。今年３月に招聘

された公演では、毎年カンボジアのプノンペン市で開催される絆フェスティバルは日本の外務省（在カンボジア日本

国大使館）とカンボジア日本人材開発センター（CJCC）の主催で、日本の文化を紹介するイベントとして行われる

もので、オープニングセレモニーにて演奏し、会場には入りきれない人たちが集まっていました。日本文化をカンボ

ジアの人たちに紹介する機会を得ただけでなく、演奏者として現地に赴いたメンバーにとっても、カンボジアを理解

する大変良い機会となりました。 

 今年は保存会設立から２５周年の節目になります。今後、保存会・子供太鼓とも長い年月和太鼓を継承できるよう

努めていきたいと思います。人を興奮させ、元気づける楽器でありながら、どこか懐かしく心が落ち着く「癒し」の

要素も持つ和太鼓。そんな和太鼓を打ってみませんか？ 
 

メンバー募集  

 対 象 練習日 

子供太鼓 幼児～中学３年生まで 毎週土曜日   17：00～21：00 

保 存 会  年齢制限なし 毎週月・木曜日 19：30～22：00 

練習場所：国分寺中学校第２体育館地下太鼓道場   

※興味がある方は直接道場へお越しください。 

早春の親子自然観察会 
3月１日(日) in 奥谷 

あいにくの天候で、屋外での自然観察会は室内での

勉強会に変更となりました。参加親子は一生懸命に先

生の話を聞き、また実体顕微鏡を使って熱心に昆虫や

植物を観察していました。 

昼食は手作り弁当を食べてもらい、午後からは奥谷

天神ホタル部会によるホタル放流式に参加しました。

式典の後、幼虫の放流体験をさせていただきました。

６月にたくさんのホタルが飛び交う様子がみられるこ

とが楽しみです。ご協力いただいた皆様ありがとうご

ざいました。 

 

 
 

 

 

 

（青少年健全育成連絡協議会） 

 

 

ホタルの夕べ 

 

公演情報 
 

鼓展-2015- 

７月１２日（日）午後２時～ 

サンポートホール大ホール 
 

鼓展-25Anniversary- 

１２月６日（日）午後２時～ 

高松国分寺ホール 

国分寺更生保護女性会 
 

 国分寺更生保護女性会は、女性の立場から地域の犯罪予防と、罪を犯した者や非行少年の更生保護に協力し、犯罪

のない明るい社会の実現に寄与することを目的として活動しています。活動は、子どもにすくすくと育ってほしいと

願いを込めて、愛と希望のシンボルひまわりの花を配したクリアファイルを、町内の小学校新１年生に贈呈しました。

そのほか社会を明るくする運動の一環として、各学校の校門で「おはよう運動」も行っています。 

「おはようございます」の挨拶と共に笑顔で子どもたちを見守り、子どもたちからも声や笑顔を貰

い、爽やかな朝を過ごします。 

 これからも私たち一人一人が人として尊重され、社会の一員として連携し、心豊かに生きられる

明るい社会を目指します。また、更生保護の心を広め、次代を担う青少年の健全育成に努めるとと

もに、関係団体と連携し、過ちに陥った人たちの更生のために支えとなります。 

 国分寺町内にお住まいの皆様、是非ご参会ください。お待ちしています。 

「ほたるの夕べ』成虫したホタルがみられるよ！ 
日時 ６月６日(土) 午後５時３０分～午後８時３０分 

場所 香川県青年センター 

オープニングセレモニー、ホタルDOME、ビオトープでの

ホタル観賞（午後７時～８時３０分）、各種バザーなど 

ご家族そろって、お越しください。 



 ― 人権週間 【１月１９日（月）～２５日（日）】－ 

児童委員会やハートフル委員会の子どもたちが、いじめのない学校に

しようと呼びかけや劇を行いました。いじめをなくすためにどう行動す

ればよいか全校生で真剣に考えました。人権尊重の視点に立った授業参

観や講演会も行い、人権尊重の意識を高めました。 

 ― あかもん発表会 【２月】－ 

３年生以上の子どもたちが総合的な学習の時間「あかもん」で学習し

た内容を一つ下の学年に発表しました。自分たちが１年間をかけて調べ

て学んだことを表現物にまとめ、分かりやすく発表していました。 

 ― １年生を迎える会 【４月２８日（火）】－ 

 ６年生が卒業し、寂しい思いでいっぱいでしたが、新しく１２１名の

元気な１年生が入学しました。１年生に早く学校のことを知って慣れて

もらおうと、「学校〇×クイズ」を行いました。１問ごとに歓声が上が

り、１年生も楽しそうでした。 

 

 ― 中学生との触れ合い運動 【1月27日（火）】－ 

国分寺中学校３年生から招待を受け、触れ合い活動に参加しまし

た。園児が楽しめるようにと、カルタとり、ジャンケン列車を一緒

にしたり、こま回しや縄とび、自作劇も見せてくれました。やさし

い気持ちをたっぷりもらい、うれしかったです。 

― ホタルの幼虫放流式 【3月３日（火）】－ 

香川県青年センターで行われたホタルの幼虫放流式に、保育所の

子どもたちと年長児が参加しました。地域の方にホタルの話をして

いただいたあと、「げんきなホタルになぁ～れ！」といって一緒に

ビオトープに幼虫を放流しました。 

 

 

 

国
北
小
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ー
ナ
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国北小の行事予定 

６月１２日（金） 交通安全教室（１・４年）・ぴかぴかデー（５年） 

６月１７日（水） 授業参観・携帯安全教室（６年） 

７月 ８日（水） ぴかぴかデー（４年） 

７月 ９日（木）～１０日（金） 五色台宿泊学習（５年） 

７月１４日（火）非行防止教室（４・６年） 

７月１５日（水）１６日（木） １学期末個人懇談 

７月１７日（金） １学期終業式 

７月１８日（土） 国北小まつり 

８月２５日（火） ２学期始業式 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

６月１０日（水）未就園児触れ合い活動 

６月２４日（水）カレーパーティー 

７月 １日（水）ぴかぴかデー 

７月 ８日（水）未就園児触れ合い活動 

７月１１日（土）夕涼み会（ＰＴＡ主催） 

９月 ９日（水）未就園児触れ合い活動 

｢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・茶華道・わ

らじ作りなど色々な行

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。 
（国北小子ども教室） 

｢国分寺町クリーン作戦｣参加者募集！  
国分寺町を私たちの手できれいにしましょう。次回は「自然観察会＆清

掃活動」（６／７（日）9～12時）です。「神社清掃活動」（８／１（土）

８時～）も行います。参加の子どもたちにはお土産付き。詳細は学校経由

で配られるチラシやコミセンに設置のチラシをご覧下さい。 

第７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1８日（土）12時～15時 

 開催場所：国分寺北部小学校 



【国分寺町民踊を楽しむ会】 

日本人の心の踊り、先人の残した大切な文化遺産である民踊を正しく踊る

ように心がけています。また、日本人の心の故郷民踊の素朴さや優雅さを認

識し、一生涯の糧として、いつまでも踊り続けて 

いきたいと思っております。 

町内では、敬老会や国分寺町踊りのつどい、全

国リクリエーション大会などで発表するほか、社

会貢献のため、老人福祉施設の慰問等にて活動し

ています。 

昭和５２年から毎年開催されている「民踊まつり」は、丸亀総合会館や高

松市民会館、善通寺観光交流センター、国分寺北部小学校体育館などで実施

されております。３０回目の節目にあたる年には、総本山善通寺創建１２０

０年祭のイベントとかさなり、それに参加し境内にて踊りました。今年は５

月２４日、琴平文化会館（旧金丸座）にて発表しました。 

私たち会員は、人と人との絆を大切にしています。日本各地の民踊を楽し

みながら踊ってみませんか？気楽な気持ちで是非ご参加ください。お待ちし

ています。 

活動日時 毎週木曜日 午前９時３０分～１１時３０分 

【国分寺写真同好会】   

【写真技術向上と親睦】をモットーに森川先

生の指導のもと活動しています。 

作品は大林病院や山下医院に展示させてい

ただいたり、国分寺町文化祭で高松国分寺ホー

ルに出展しています。風景や花など季節ごとの

美しさや感動を写しとめたいものです。 

気が付けば私たちも長寿手帳を持つように

なりました。自由なテーマで写真を撮ることが

長続きの秘訣のようです。 

皆様も写真に限らず趣

味を生かして少しでも

長く健康寿命をのばす

ことが大切かと思いま

す。趣味人は皆さん、元

気なようですね。 

 活動日時 第4水曜日 午後7時～9時 

 ※撮影会も時々実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

地方の時代と言われて久しいですが、性急な改革も難

しいようです。我々はじっくりと知恵を集めまずコミュニティ

の充実を先行していきたいものです。その為、更に皆様

のご支援ご協力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！  ― 国分寺町生活研究グループ － 
 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

使用します。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びましょう 

 昨年、みそ作りに参加した保護者からは、「素晴らしい体験をさせていただき有難うございました。今まで味噌汁を飲ま

なかったのに、自分が作った味噌で調理した味噌汁は毎日飲み、味噌がなくなったら物凄く残念がっていました。是非、今

年も参加したいです。」という感想をいただきました。 

 今年は南部・北部のそれぞれの校区で親子１０～１５組を募集します。参加希望の方は、参加費１人１，０００円を持参

のうえ南部・北部コミュニティセンター窓口へ。 

活動日 時 間 場 所 内 容 持参物 

7月1１日(土) 

9時～１２時 南部校区の栽培畑 

種まき 作業の出来る服装 

7月2５日(土) 土寄せ 長靴、手袋 

8月 ８日(土) 土寄せ 帽子、タオル 

11月 ７日(土) 収穫とはぜがけ 飲物  

11月2１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 エプロン・三角巾 

  
参加者募集！       ― 高松市食生活改善推進協議会国分寺地区 － 

「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。※当日、エプロン・三角巾をご持参ください。 

 事業名 実施日 会場 参加費 実施時間 

市
委
託
事
業 

野菜たっぷり生活講座～基本編～ 6/25（木） 国分寺保健センター 

450

円 

 

 

9時30分 

 

 

１３時 

 

野菜たっぷり生活講座～基本編～ 7/30（木） 国分寺北部コミュニティセンター 

野菜たっぷり生活講座～応用編～ 11/20（金） 国分寺保健センター 

野菜たっぷり生活講座～応用編～ 12/ 8（火） 国分寺北部コミュニティセンター 

親子の楽しいクッキング教室 7/28（火） 国分寺保健センター 250円 

地
区
事
業 

地区活動 7/10・9/18（金） 

国分寺保健センター 
400

円 男性の料理教室 
7/23(木)・9/9(水) 

11/26(木)・2/23(火) 

申し込み・問い合わせは、 

国分寺保健センター（☎８７４－８２００）、国分寺北部コミュニティセンター（☎８７４－５８０５） 

もしくは各地区食生活改善推進員まで。 

【分館閉鎖】のお知らせ 
 国分寺北部会館は、多くの皆様にご利用いただきましたが、施設

の老朽化に伴い平成２７年３月３１日をもちまして施設を閉鎖い

たしました。 

 長年にわたり施設をご利用いただき有難うございました。 

～ 


