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【ゆめづくり推進事業】

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事業を行っています。
現在モデル地区の新居中ブロックで着々と作業が進んでおり、地域の皆様と一緒にまち歩きした結果をパソコン中
の地図情報として入力しております。
今後この結果をもとに、今一度地域でまち歩きを行い自宅周辺の安全な場所・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する必要があります。
残り４ブロック（新居北・南、国分東・西）でも、下記のとおり地域防災マップ完成に向けて事業を行います。多
くの住民の方々に興味をもっていただくようコミュニティ協議会事務局及び自主防災会で準備いたしますので、皆様
のご参加をお待ちしております。
ブロック
説明会
ＤＩＧ
まち歩き
今後のスケジュール
新居北・南 １月２０日（水）午後７時～ ２月２１日（日）午前９時～ ３月 ６日（日）午前９時～

国分東・西

３月 ２日（水）午後７時～ ３月１３日（日）午前９時～ ４月 ３日（日）午前９時～

※ＤＩＧ（災害(Disaster)のＤ、想像力(Imagination)のＩ、ゲーム(Game)のＧ ）
）

【クリーン高松推進事業】

第２回讃岐国分寺クリーン作戦
12 月１３日（日）in 国分寺北部校区

当日は、盆栽集出荷場にて出発式を行い、周辺の農免道路の清掃を行い、校区の単位自治
会の会員や各種団体から多数の皆様に参加いただき、約２５０人で清掃活動を行いました。
また今年は、１週間前にコミュニティ協議会環境安全部会員と連合自治会役員で不法投棄
パトロールを実施し、不法投棄されているごみや場所を選定し、当日回収しました。
皆さん知っていますか？ゴミなどをみだりに投棄した場合は法律により
〇個人には５年以下の懲役 若しくは、１，０００万円以下の罰金
〇法人には３億円以下の罰金
が科せられます。
きれいな心は美しい環境を作ります。住民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、市民、事業者、所有者
の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力連携し、快適で安全な生活環境のもとで誰もが安心して暮らせ
る町づくりを目指しましょう。
当日参加していただいた皆様に感謝して心からお礼を申し上げます。
【防災意識高揚支援事業】

第７回国分寺北部校区防災訓練
１１月８日（日） in 国分寺北部小学校

早朝あいにくの小雨模様でしたが防災訓練を進めるにつれ好天気になり、単位自治会の会
員や保・幼・小学校の PTA、各種団体の皆様に参加いただき今年も無事に防災訓練が終了し
ました。今年は５４４人の皆様が参加してくださり、防災意識高揚については着実に効果が
表れていると確信しております。
今年度は、多数の新しい訓練項目に取り組み、大人から子供まで楽しみながら学ぶカリキュラムとなりました。ま
た、警察からパトカー展示やシートベルト効果の体験、市内のホームセンターのバックアップをいただき防災グッズ
の展示を行いました。
訓練後の実施アンケート結果では、煙避難訓練や AED 訓練が良かったとのこと。毎年実
施している AED 訓練は、何回も繰り返し受けることにより知識の確認や技術を身体に叩き
込むことができます。是非機会があれば受講してください。
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。

【讃岐国分寺天平文化支援事業】

第１６回讃岐国分寺史跡まつりでの天平行列
11 月１日（日）in 讃岐国分寺跡史跡公園

史跡まつりは、好天に恵まれ、
盛大に開催されました。讃岐国分
寺天平文化倶楽部は、天平時代の
貴人の衣装を作製し、史跡まつり
に華を添える住民参加の天平行列
実施事業を行っています。今年で
5 回目となります。行列には、午前・午後の部あわせて応
募者６０余名の参加がありました。
天平人のこの衣装は頭のかぶり物である頭巾（ときん）
、
髪飾り、履物、着物一切は会員の細かい手作り作業で丹精
込めて作り上げたものです。布生地の多くは事業の趣旨を
汲み取った篤志の方からご寄附いただいたものです。会員
の熱意と巧みな技能から趣向を凝らした天平衣装として
蘇り、そのそれぞれの美しさは目を見張るばかりです。
今年は、女性が手に持つ翳（さしば）を作りました。こ
れも本物を参考に地域の方が工夫した手法で気品ある物
に仕上げました。今年の行列は、男性は笏（しゃく）
、女
性は翳（さしば）を手にすることで天平人の往時の優雅な
雰囲気が一層高まりました。参加者全員に古布で作ったお
手玉セットを記念品としてお渡ししました。年ごとに天平
文化支援事業の広がりを実感しています。
（讃岐国分寺天平文化倶楽部）

【障害者ふれあい交流支援事業】

第９回高松市国分寺町フライングディスク大会
11 月６日（金）in 橘ノ丘総合運動公園ゲートボール場

今年も身体障害者の方々と、南北保育所、婦人会、老人
クラブ連合会、民生委員児童委員協議会の皆様とともにフ
ライングディスク大会が盛大に開催され、約１６０人の
方々が大会に参加しました。
フライングディスクは、国
際オリンピック委員会(IOC)
が準公認スポーツとして認定
しており、リングにめがけ、
プラスチック製の円盤状のディスクを投げます。
会場では三世代間の交流も図り、２時間足らずの短い時
間でしたが楽しい大会になりました。来年もまた会場でお
会いしましょう。
（国分寺町フライングディスク大会実行委員会）

【スポーツ少年団交流支援事業】

指導者・育成会研修会「スポーツ少年団の課題」
11 月３０日（月）in 国分寺会館

活動の更なる発展を目指して、現在抱える問題点等に対
し、今後どう対処していけばいいのか、その指針となるも
のを得たく、香川大学名誉教授上杉先生に講演をお願いし
ました。現状の少年団員・保護者・指導者の抱える問題意
識と活動について、活動現場でのヒアリングに基づいた内
容での講演と質疑応答をしていただきました。多くの指導

者から、前向きな質問が多く発せられ日頃の子供たちへの
接し方に大変参考になったと思われます。
（国分寺町スポーツ少年団連絡協議会）

【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（月）in 国分寺北部小学校

６０歳から９２歳までの高齢者２５０人が参加して盛
大に行われました。 スプーンレースやボウリング、輪投
げ、アベックボール送り、玉入れ、パン食い競争など１０
種目の競技を行い、最後に全員が輪になって炭坑節を踊り
ました。体育館は熱気に包まれ、みんな子供に返ったよう
にワイワイ、ガヤガヤにぎやかな声が響き渡り、競技に夢
中になっていました。
８０歳になるおばあちゃんは
「今日は楽しかったよ。１０歳若
返ったような気がする。また来年
も来るからね」と楽しそうに語っ
ていました。
（国分寺地区老人クラブ連合会）

【地区体育協会支援事業】

第３５回勝賀ブロックスポーツ大会
11 月 1５日（日）in 西部運動センター

前日の雨もあがり、曇り空のもと、
香西、鬼無、弦打、下笠居、南北国
分寺で構成する『勝賀ブロックスポ
ーツ大会』が開催され、総勢 500
名の参加者がありました。
試合の結果
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【スポーツ少年団交流支援事業】

第８回国分寺スポーツ少年団交流会
２月１３日（土）in 橘ノ丘総合運動公園多目的グラウンド

降雨が心配されましたが、絶好の青空のもと、橘ノ丘に
子どもたちの歓声が響きわたりました。普段のスポ少活動
チームの枠を超えた集団で、ティボールゲーム・リレー・
大縄跳びで 低学年の児童を高学年の児童が上手くリー
ドしながら和気あいあいの休日を過ごしました。父兄の
方々も一緒に交流会を楽しみました。
また食生活改善推進協議会
の皆さまのご指導によりお母
さん方がしっぽくうどんを作
り、最後はみんなで、温かい
うどんで冬の半日を楽しく締
めくくりました。
（国分寺町スポーツ少年団連絡協議会）

【交通安全母の会運営支援事業】

｢赤門クラブ｣参加児童を募集します

交通安全キャンペーン
12 月 21 日（月） in 国分寺支所東側県道沿線

国分寺北部校区交通安全母の会では、恒例になった年末
年始の交通安全運動街頭キャンペーンを実施しました。
当日、小雨の中、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及びシートベルト着用の徹底」
等を、ドライバーや自転車利用者に呼びかけました。しか
し残念ながらキャンペーンを実施した夕方、尊い命が失わ
れる死亡事故が発生、また年明けにも発生し、国分寺町で
２件死亡事故が続きました。
皆さん、早朝や夜間、ウォーキングなどの際は必ず目立
つ服装や反射材を効果的に利用し事故防止に努め、ドライ
バーも夕暮れ時は「早めのライト点灯」を行うなど気を配
りながら、安全で安心して暮らせる地域づくりをしようで
はありませんか。
（国分寺北部校区交通安全母の会）

国分寺北部小学校生を対象に放課後子ども教室『赤門
クラブ』を開催します。詳細は４月に小学校経由で配ら
れる募集チラシをご覧ください。北部コミュニティセン
ターにもチラシを置きます（4 月上旬予定）
。
国北小の行事予定
３/１６（水）卒業式
３/２２（火）
・２３（水）学年末個人懇談会
３/２４（木）３学期終業・修了式 離任式
４/ ６（水）平成２８年度 １学期始業式
４/１１（月）入学式
４/１６（土）学習参観 ＰＴＡ総会
４/２２（金）～２７（水）家庭訪問
５/ ２（月）校外学習
５/２１（土）運動会
６/ １（水）プール開き

修学旅行 【１０月１日（木）
・２日（金）
】
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６年生が、淡路島・奈良・京都へ修学旅行に行きました。子供たちが一番楽しみにして
いる行事。各クラスの修学旅行委員を中心に、自分たちで旅行のしおりやあいさつを考え、
準備を進めました。二日間の旅行を通して、東大寺の大仏や金閣寺等、教科書で学んだ歴
史を自分たちの目や耳、心で直接感じることができました。また、バスや旅館での楽しい
時間を友だちと一緒に過ごすことで、なかまの絆が一層深まりました。

一日自由参観 【１０月１６日（金）
】
子供たちの日頃の学校での学習や生活の様子を保護者の方に一日自由に参観していただき
ました。授業中、大きな声で発表したり、友だちと協力して隅々まできれいに掃除をしたり
するなど、いつも以上に張り切って取り組んでいる子がたくさん見られました。また、この
日は市内各地で音楽・講演活動を行っている「トライアングルグループ」をお招きして「い
のちのうたコンサート」も行われ、命の尊さについてみんなで考えました。

小さな音楽会 【１１月１４日（土）
】
毎年、多くの保護者や地域の方々に参観いただき、盛大に行われている「小さな音楽会」がありま
した。各学年ともに、子供たちみんなで思いをつなぎ、心を一つに、趣向をこらした合奏や合唱を発
表しました。子供たちは、フロアーいっぱいの参観者を前に緊張する場面もありましたが、発表後は
たくさんの拍手をいただき、やり遂げた満足感に包まれるとともに、大きな自信となりました。また、友だち同士で
お互いを認め合い、たたえ合う言葉が多く聞かれるなど、思いやりと優しさの広がった音楽会でもありました。

人権教室 【１０月２日（金）
】
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人権擁護委員の方が来園され、子供たちの人権意識が高まるように「おおきなが
ぶ」
「ともだちほしいな、おおかみくん」のお話をしてくださいました。また、人権
イメージキャラクター“人ＫＥＮまもるくん・人ＫＥＮあゆみちゃん”も登場し、
「世
界をもっともっとしあわせにしよう」とみんなで歌いました。国分寺北部幼稚園の
子供たちの心が“ほっくほく”になり、
「自分も友だちも大切にしよう」という気持
ちが高まりました。

うどん作り 【１月１５日（金）
】
うどん店の方に教えていただきながら、うどん作りに挑戦しまし
た。うどんの生地を踏む時には、老人クラブの方に体を優しく支えて
もらったり「おっ！じょうずやの～」と褒めてもらったりして「つる
つるすべる」と感触を味わっていました。みんなの力を合わせて作っ
た元気もりもりうどんは、ほっぺたが落ちそうなくらいおいしくて
「おなかぱんぱんや～」と言いながら、おかわりをたくさんしていま
した。地域の方との交流の中で、元気な心と体が育まれています。
お手伝いいただいた皆様ありがとうございました。

国北幼の行事予定
3/ １（木）ぴかぴかデー
3/15（火）修了式
3/18（金）終業式
4/ ５（水）始業式
4/12（火）入園式

【音の祭り支援事業】

【地区体育協会運営支援事業】

第１９回音のまつり

第１９回国分寺町冬のまつり
1 月２４日（日）in 国分寺橘ノ丘総合運動公園

今回も鳥取県江府（こうふ）町より本物の雪を１１ｔト
ラック１１台分運んでくることができました。当初降雪ゼ
ロで雪のない冬のまつりになるかも？と心配しましたが、
当日は大寒波の影響で寒い 1 日となりました。雪が舞う
寒さにも関わらず、雪の広場は人の山、そり遊びは長蛇の
列で大盛況。こま回しやジャンボカルタ取りなどの昔遊び
体験、もちつきやあんもち雑煮のふるまいも大好評でした。
雪合戦大会には過去最大数の小学生２５チームが参加
し白熱の試合を繰り広げました。
準備運営等にご協力いただい
た皆様や協賛いただいた企業の
方々に心から感謝申し上げます。
来年もぜひご協力のほど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）

１０月４日（日）in 高松国分寺ホール

ゲストに井上あずみ＆ゆーゆさんを迎え、２回公演を行
いました。オープニングに讃岐国分寺太鼓保存会の演舞、
ゲストとのコラボレーションには国分寺中学校合唱部、国
分寺ジュニア合唱団、讃岐国分寺子供太鼓の子供たちが出
演しました。子供たちにはプロの音楽に触れあうよい記念
になったことと思います。
ご協力いただいた各種団体・協賛企業の方々に心よりお
礼申し上げます

（音の祭り実行委員会）

【地域子育て支援事業】

秋の自然観察会＆清掃活動
１０月２５日（日）in 四国のみち

恒例となった自然観察会の秋バージョン。講師の先生の
説明を受けながら秋の昆虫や植物を観察しました。春との
違いも学ぶことができたことでしょう。終了後は周辺道路
の清掃活動を行いました。大量の落ち葉がありましたが、
皆様のおかげできれいになりました。
（国分寺北部校区青少年健全育成連絡協議会）

【皐月俳句会】

【国分寺絵画教室】
絵を描くことが好きな面々が集
まります。油絵、パステル画、水
彩画など様々ですが、和気あいあ
い創作を楽しんでいます。同じ対
象を描いても異なった趣の個性的
な作品が出来上がるのが面白いと
ころです。あなたも教室を覗いて
みませんか。
活動日時 毎週土曜日 午後１時～４時

お知らせ

ボランティア募集

国分寺北部コミュニティセンターで「高松市指定収
集袋」の販売しています。ぜひご利用ください。
指定収集袋の種類（容量）

燃やせるごみ用
破砕ごみ用

大
（40ℓ相当）
中
（30ℓ相当）
小
（20ℓ相当）
特小
（10ℓ相当）

皐月俳句会は平成２年に発足し、今年で
２６年目になります。
最初は５・７・５の１７音をどの
ように使うのか、また自分の思っている事を表しそれを読んで頂
く方に伝わるのかどうか不安で、なかなか一句に収まりませんで
したが、回を重ねるうち、少しずつ俳句らしくなりました。作品
が完成した時の嬉しさは格別です。
俳句会へ一度お越しください。お待ちしております。
活動日時 第１・２木曜日 午前９時３０分～１１時３０分

販売価格
４１１円
３０８円
２０５円
１０２円

国分寺北部校区コミュニティ協議会では、子供たちの登下校時見
守り活動や青パト巡回など、子供たちの安全を確保するため、また
犯罪を防ぐ・不法投棄撲滅のため「地域の目」として、ボランティアス
タッフを募集しています。地域が一つの家族になるよう一緒に活動し
ませんか？ 詳しいことは国分寺北部コミュニティセンター
（☎８７４－５８０５）へお問合せ下さい。
編集後記
水爆実験、ミサイル発射、円高そして株安と、悪夢でも見ているよう
な今年の動き、せめて私たちのコミュニティは本当の夢のある一年にな
るように願いたいものです。今年度は高松市合併１０周年、まさに国分
寺町の実力の試される年です。益々の皆様のご支持、ご支援をお待ちし
ております。
（広報部会）

