
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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5～7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。三日間の日程で下野市から２６名（引率４名、児童２２名）が来

高しました。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。二日

目は、県内各地の史跡や名所を訪れました。三日目は、子供たちが楽しみに

していた津田での地引き網と海水浴でした。網で獲れた大きな魚を手にした

り、穏やかな瀬戸内海で泳いだりしたことは、海に面していない栃木県の子

供たちにとって一生思い出に残る体験になったことでしょう。 

 
  ８月18～19日 in栃木県 

二日間の日程で２２名（引率３名、児童１９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。

子供たちは下野市の名産「かんぴょう」を使った料理がたいへん珍しく、また美味し

くいただいたようです。高松市を訪れた子供たちと再会し、さらに親交を深めました。

その後、「下野国分寺跡」や「道の駅しもつけ」を見学しました。 

２日目は、「中禅寺湖」の水に触ったり、「華厳の滝」を見学したりしました。その

後「日光東照宮」に参拝し有名な「三猿」や「眠り猫」を見学し、子供たちは大自然

の雄大さと歴史の重みを実際に感じ取ってくれました。 

 東京の浅草で、下から見上げた「スカイツリータワー」の高さに感動した子供たち

にとっては、きっと心に残る思い出になったに違いありません。 
（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 

【ゆめづくり推進事業】 

地域防災マップ作成 

 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平成２７年度は、香川大学危機

管理研究センターの指導のもと、地域防災マップ作成に向けて準備を行

っております。 

 今年度事業計画は、 

① まち歩き 

 実際に地域を歩いて「わがまち再発見」 

② コミュニティ地域防災マップ作成の準備 

自宅周辺地域の安全な場所・危険な場所を点検し、避難場所までの安全性が高い

と思う複数の経路を確認し実際に歩いて避難場所までの時間や距離を把握 

③ 避難誘導体制の整備に向けての課題出し 

問題意識と取り組み内容を参加者間で共有するとともに、コミュニティ防災マッ

プを参考に地域の課題を整理すること 

現在、新居中ブロックをモデル地区とし、ＤＩＧ（災害(Disaster)のＤ、想像力(Imagination)のＩ、ゲーム

(Game)のＧ ））を行ってのち、随時まち歩きを実施しています。 

第１回目のまち歩き当日は、小雨の中、大勢の方のご参加をいただき災害時に役立つ施設や危険箇所などのチ

ェックを行い、白地図に浸水しやすい所や道路や通路に沿った鳥居、石灯籠、がけ崩れや落石に注意する所を記

入しました。今回のデータを活用しながら地域の一時避難場所の選定や避難経路を検討していきます。また、順

次残りの４ブロックもまち歩きを行いますので、是非多くの方のご参加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） 

国分寺北部校区 
コミュニティだより 
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【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４日（火）in国分寺会館 

今夏は毎日３５度、3６度と

猛暑が続き、クリーン作戦当

日もすでに早朝より気温が高

くなっていたにもかかわらず、

中学生・各種団体などの地域

の方々や、企業など２４０名

の方々にご協力を頂き清掃活

動ができました。 

 中学生とのクリーン作戦も今年で１９回目を向かえ

ました。清掃活動を通じて中学生と地域の皆様との世代

間交流を行い、国分寺町をゴミのない住みよい町にした

いという住民の思いが今日まで続いたのだと思います。 

 「私は、町内クリーン活動をして国分寺町で気持ち良

く暮らすには、一人ひとりの意識が大切で、ポイ捨てが

一番ダメだと思います。ごみをポイ捨てする人には、そ

のごみを誰かが拾ってくれていることを知ってほしい

です。町内クリーン活動は、地域をきれいにし、地域の

方々とも交流でき、とても良い事業だと思います。これ

からもずっと続けてほしいです。一緒にごみを拾ってく

れた地域の皆様、生徒のみなさん、今日は本当に有難う

ございました。」（国中 堺谷天詩さん） 

ご参加いただきました皆様、心よりお礼申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（国分寺町婦人会） 

 

【学校体育施設開放運営支援事業】 

【スポーツ少年団交流支援事業】 

平成２７年度救急救命実技講習会開催 

６月２９日（月）in国分寺会館 

 スポーツ少年団と、学校体育施設使用団体合同による

救急救命実技講習会を開催しました。総勢６２名で３班

に分かれ、要救命者発見から救急隊への連絡までの訓練

や、胸部圧迫・人工呼吸及びＡＥＤの使用法など体験し

ました。その後、積極的に質疑応答を行い、参加者は熱

心に受講していました。 

 社会の安全・安心意識の高まりに、こうした講習会開

催の必要性を考え、繰り返し講習を体験することの重要

性を大いに実感しました。 

 

 

 

 

 

 

 
（学校体育施設開放委員会・スポーツ少年団連絡協議会） 

【地域子育て支援事業】 

神社清掃活動 

8月1日（土）in国分八幡宮・楠尾神社 

 小中学生や幼児が地域の方々や老人クラブ連合会の

方々と一緒に神社境内の清掃を行いました。 

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。みんなのおかげできれいに

なりました。 

今後も継続していきたいと思い

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） 

 

【国北小まつり支援事業】 

国北小まつり 

7月18日（土）in国分寺北部小学校 

 毎年、子供たちが楽しみにしている国北小まつりが今

年も盛大に行われました。このまつりは、学校・保護者・

地域が協力し、みんなで作り上げるＰＴＡ主催の一大イ

ベントです。的当てやおかし釣りなどのゲームコーナー

のほか、エコ・クラフト教室、ステージ発表、食品バザ

ーなど、楽しいコーナー・ブースが準備され、子供たち

をはじめ保護者や地域の方など、多くの来場者がありま

した。会場は賑やかで明るい笑顔に包まれていました。 

 

 

 

 
 

（国分寺北部小学校PTA） 

 

 恒例になった国北小まつりに、

国分寺北部校区コミュニティ協議

会も長蛇の列になる「かき氷ブー

ス」「うどんブース」や、校内パト

ロールで参画しました。 

開催時間が夕方から昼間に変更され、炎天下でのかき

氷ブースは大盛況。一番人気はブルー・ハワイ。ハワイ

アンブルーの語源は、ハワイの海と空を表現しているこ

とから「ブルー・ハワイ」という名前が付けられたのだ

とか。美味しいかき氷で一時の「涼」を楽しんでいただ

きました。かき氷ブースで得た収益は、小学校PTAと

協議会で折半し、協議会にいただいた収益は青パト車輛

への積立金に充てます。これからも長きに渡り、地域に 

根ざす国北小まつりが開催できるよ

う協力していきたいと思います。 

 ご協力いただいた皆様に心からお

礼を申し上げます。 
（国分寺北部校区コミュニティ協議会） 



『人権の花』贈呈式  ６月１０日（水） 
高松市及び高松人権擁護委員協議会から「人権の花」

の苗の贈呈式がありました。ハートフル委員会やフラワ

ー委員会の子供たちが昼休みの時間を利用して贈呈され

た花の苗をプランターに植え替え、各学級に配布しまし

た。毎日の水やりや草抜きなど、１年間をかけて「人権

の花」を大切に育てる活動を通して、生命の尊さを実感

するとともに、やさしさと思いやりの心を育んでいきま

す。  

五色台宿泊学習 ７月９日（木）・１０日（金） 
５年生の子供たちが、五色台宿泊学習を行いました。自

然科学館見学や焼き板づくり、キャンプファイヤー、うど

ん作りなど、学校では経験できない体験をたくさんしまし

た。次の活動を考えて行動すること、友だちと協力したり

助け合ったりすることなど、多くのことを学びました。 

ふれあいぴかぴかデー ７月１日（水） 
子供たちの道徳心や規範意識を育む取り組みのひとつとして、健全育成に携

わる方々や保護者ボランティアの方とふれあい、温かい雰囲気の中で清掃をす

る「ふれあいぴかぴかデー」を行っています。 

雑巾の絞り方を教えてもらい、一緒にぞうきんリレーをしてもらった子供た

ちは、「みてーきれいになったよ！」「これも！ほらっ！」と顔を見合わせてぴ

かぴかになった心地よさやうれしさを伝え合っていました。 
 

陶芸教室“世界にひとつ修了記念プレートづくり” ７月１３日（月） 
国分寺町陶芸クラブの方々が来園し、年長児一人ひとりにやさしく丁寧に

ご指導していただきました。子供たちは「きもちいい～」と粘土の感触を味

わいながら粘土を伸ばしたり、型抜きをしたりして「じょうずにできたよ～」

ととても満足していました。 

今後、素焼き・本焼きの作業を見学させていただく予定です。 

自分でつくった大切な修了記念プレートがどのように焼きあがるのか、楽

しみです。          

 

 

  

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国北小の行事予定 

１０/ １（木）・２（金）修学旅行（６年） 

１０/ ２（金）校外学習（１～４年） 

１０/ ６（火）市陸上記録会（５・６年代表） 

１０/１４（水）校外学習（５年） 

１０/１６（金）一日自由参観 

１０/２３（金）ぴかぴかデー（１年） 

１１/１４（土）小さな音楽会 

１１/１９（木）ぴかぴかデー（２年） 

１２/２１（月）・２２（火）２学期末個人懇談会 

１２/２４（木）２学期終業式 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

１０/ １（木）ぴかぴかデー 

１０/ ５（月）交通安全教室 

１０/ ９（金）遠足（如意輪寺公園） 

１０/１４（水）未就園児触れ合い活動 

１１/ ２（月）ぴかぴかデー 

１１/１１（水）未就園児触れ合い活動 

１２/ ５（土）生活発表会 

１２/２１（月）ぴかぴかデー 

【第１９回音の祭り】 

日 時 １０月４日（日）午前の部：１０時３０分開演、午後の部：１５時開演 

場 所 高松国分寺ホール   入場料 ５００円 

ゲスト 井上あずみ & ゆーゆ 

☆となりのトトロなどスタジオジブリの主題歌でおなじみだよ。 

共 演 国分寺ジュニア合唱団、讃岐国分寺太鼓保存会、国分寺中学校合唱部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【防災訓練のお知らせ】 

 高松市立国分寺北部小学校で１１月８日（日）午前９

時から防災訓練を開催します。 

 防災訓練では、昨年好評いただきました起震車体験の

ほか、新たにロープ結び訓練や、シートベルト効果体験

など新たな試みを行うほか、防災グッズの展示や、家庭

で常備している消火器についての交換相談コーナーを設

けるほか、運動場には、消防や警察関係の車輛展示を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

また例年、炊き出し訓練の中で、参加者にはビニール

袋に詰めた洗米をご持参していただいておりましたが、

今年は、協議会で炊いたご飯を準備します。 

 訓練は、小学校・小学校PTA、幼稚園・幼稚園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（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・申込先：国分寺北部コミュニティセンター 

      ☎８７４－５８０５ 

【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） 

【国分寺春日会】 inコミュニティセンター 

 健康と生きがいのために始めた民踊・新舞踊ですが気がついてみると 20年余りの

歳月が過ぎました。習い始めはなかなか覚えられずもどかしさを感じながらも完成

した時の喜びはひとしおです。それでも発表会で舞台に上がると満足に踊れること

は少ないです。 

 今年度は 4月に老人クラブ連合会総会で、7月に老人福祉施設で踊ってきました。現在は 1月の国分寺町踊

りのつどい、3月の民踊舞踊友の会での発表に向けて練習しています。 

 踊りに興味のある方の入会をお待ちしています。いつでもお越しください。 

 活動日時：毎週金曜日 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町の美しさを守

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。 

実 施 日：１２月１３日（日） 

出 発 式：午前８時３０分（国分寺町盆栽集出荷場） 

清掃時間：午前９時～１０時３０分 

清掃場所：奥谷から東奥を繋ぐ農免道路） 

多くの皆様のご参加をお願いします。 
（国分寺北部校区コミュニティ協議会） 

 

【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が以下の通り開催されます。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23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 
（国分寺地区老人クラブ連合会） 

編集後記 

高松市と合併して早１０年になります。様々な思いの１０年

だったろうと推察しております。しかしコミュニティの元気あ

ふれる活動は、この広報誌にしっかり載せてこられたのではな

いかと思っております。今回の記事も一つ一つが光っておりま

す。これからもますますエネルギッシュな町おこしを計画し、

今より住みやすく、さらに安心安全な国分寺町を目指して少し

でもお手伝いができればと、われわれ広報部会は心より思って

おります。今後ともご指導ご支援のほどを。（広報部会） 

☆☆運動場に勢揃いします☆☆ 


