
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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（木）in国分寺会館 

今夏も毎日３４度を超え、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２６０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２０回目になりました。 

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っております。 

「僕は町内クリーン活動に参加し、ゴミを拾うたびに自分自身の気持ちが綺麗になってい

くような感じがしました。僕は自然に囲まれた国分寺町が好きです。きれいな国分寺町を

守るためには、一人ひとりがゴミを捨てないという強い気持ちが大事だと思います。今後

僕も国分寺町の一員としてゴミの分別や町内クリーン活動に積極的に参加したいと思いま

す。」（国中 岡田 凌さん） 

 「私は改めてゴミはごみ箱に捨てるべきだと思いました。普通は何気に歩いている道路でも、意識して歩いて

みるといたる所にタバコの吸い殻やティッシュなどが捨てられていてびっくりしました。この活動をきっかけに

少しずつからでもゴミを拾える親切な心を持ちたいです。そして一人ひとりがゴミはごみ箱に捨てる意識を持っ

てほしいと思います。」（国中 増田結衣さん） 

 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２８年度救急救命実技講習会開催 
７月２５日（月）in国分寺会館 

 スポーツ少年団及び学校体育施設使用団体合同の救急救命実技講習会を開催致しました。総勢５８名で6班に

わかれ、要救命者発見から救急隊への連携迄を、胸部圧迫と人工呼吸及びAEDの使用法を流れの中で体験し、

その後も積極的に質疑応答等を行い、熱心に受講されていました。また、講習に対応いただいた隊員の方が途中

１１９番通報によりその場から出動される、というハプニングもあり、改めて救急隊員の方のご苦労を肌身で感

じました。 

 
 
 

 

 

 

 

（学校体育施設開放委員会・スポーツ少年団連絡協議会） 
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【国北小まつり支援事業】 

国北小まつり 
7月23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Ｐ

ＴＡ主催の一大イベントです。ビンゴゲームやくじ

などのゲームコーナーのほか、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。 

また、多くの地域の方々がまつりにご協力をいた

だき、改めて地域全体で子供を育てる体制が整って

いることに大変感謝しております。今後ともよろし

くお願いいたします。   （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・うどん」ブー

スや、校内パトロールで参画しました。 

今年も、炎天下でのかき氷ブースは大盛況。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） 



  
【地域子育て支援事業】 

放課後児童クラブふれあい活動 
 

 毎年夏休み中に、放課後児童クラブを４回程度訪問し、

ボランティア活動を行っています。地域の各種団体の

方々が、アイディアを出し合い、園芸・硬筆・茶道・折

り紙教室や絵本の読み聞かせ、昔遊び等を行いました。 

 最終日には、３年生の男女２０名と一緒に野菜たっぷ

りのカレーを作り、放課後児童クラブの全員で食べまし

た。「おかわり！おかわり！」と大好評で、大鍋４つの

カレーはあっという間になくなりました。 

 子供たちの夏休みの

思い出の一つになって

くれれば嬉しいです。

今回ふれあい活動にご

協力頂いた皆様に、心

よりお礼申し上げます。 
 

神社清掃活動 
 

8月1日（月）in国分八幡宮・楠尾神社 

 小中学生や幼児が地域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。 

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

親子 自然観察会 
 

６月５日（月）in北部コミュニティセンター 

雨天のため室内での勉強会に変更となりましたが、

親子４０名が参加してくれました。講師の先生の話を

熱心に聞き、実体顕微鏡を使って昆虫や生物の観察を

しました。次回は 10月 23日に四国へんろ道にて開

催します。 
 

 

 

 

（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下野国分寺ふれあい交流事業】 

友好を深めあった下野市との親善交流 
 

7月27～29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。下野市からは２５名

（引率４名、児童２１名）が来県しました。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

を行いました。「やっぱり本場のうどんはおいしい」と

の声、私たちも嬉しいです。２日目は、県内各地の史

跡や名所を訪れました。３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。地引網で獲れ

た大きな魚と一緒に記念撮影。今年は７月に行ったの

で獲れた魚の種類にも変化が・・・。満面の笑みを浮

かべて楽しむ子供たちを見て、この交流の意義を再認

識しました。 

 
  8月9～10日 in栃木県 

国分寺町からは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、

「しもつけ野菜カレーライス」と名物「かんぴょう汁」、

下野市で採れた新鮮な野菜や果物を美味しくいただき

ました。高松市を訪れた子供たちと再会し、下野市紹

介カルタ取りやゲームなどでさらに親交を深めました。

その後、「下野国分寺跡」などの史跡や資料館を見学し

讃岐国分寺跡との相違点を学習しました。 

２日目は、「中禅寺湖」や「華厳の滝」を訪れ、大自

然の雄大さを感じた後、「日光東照宮」を参拝しました。

楽しいガイドさんの案内で有名な「三猿」（塗り直し作

業中のためレプリカ）や「眠り猫」、「陽明門」などを

見学しました、子供たちは歴史の重みを肌で感じ取っ

てくれたことでしょう。 

  
 
 

 
 

 

 

（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 

 

  

 
 

 
 

  

【第２０回音の祭り】 （入場無料） 

日 時 ９月２５日（日）午後２時 開演 ※当日１１時より入場整理券配布 

場 所 高松国分寺ホール   

ゲスト ブラック・ボトム・ブラス・バンド 

共 演 讃岐国分寺太鼓保存会、讃岐国分寺子供太鼓、国分寺ジュニア合唱団 

ワークショップ「楽器を持って集まろう！」１２時３０分～１３時 
楽器の演奏が大好きなあなた。 

ブラック・ボトム・ブラス・バンドのメンバーとレッツエンジョイ！ 

受付時間：１２時～   対 象：小学４年生以上 

受付場所：高松国分寺ホールロビー 持ち物：楽器 
 



平成２８年度がはじまりました。本年度は、「時を守り、場を清め、礼を正す」を本校の生活信条とし、教職員

も含めて努力してまいりたいと思っております。 
 

一年生を迎える会  4月27日（水）  
国北小のなかまとして初めての行事「一年生を迎える会」が開かれました。六年生に

手を引かれて入場する姿は、入学式と比べちょっぴり成長した様子が見られました。 
 

春季運動会  5月21日（土）  
今年は、保護者の協力も得て、全クラスにテントを張ることができました。おかげで

よい環境で演技、応援をすることができました。今年の６年生も安全に配慮した組み立

て体操を完成することができ、みなさんから大きな拍手をもらうことができました。 
 

非行防止教室「万引きについて考えよう」  ７月19日（火）  
4年生は、「万引き」について学びました。万引きは、あらゆる犯罪の入り口になって

いることを学びました。自分が万引きに誘われたらどうするかなどグループで話し合いま

した。学んだことをもとに「わたしのちかい」にまとめ、正しく考え、行動できる人にな

ることを誓いました。 

 

 

 
ほっくほくカレーパーティー  ６月１７日（金） 

子供たちが育てた玉ねぎとじゃが芋を使って、年長児がカレー作りに挑戦しました。カレー

に必要な材料を相談し買い物に行ったり、地域の方に野菜の切り方を教えていただいたりして協

力しながら作ったカレーは、“今までに食べたカレーの中で一番おいしい”という人もいるくら

い、とてもおいしいカレーでした。おかわりもしてお腹も心も“ほっくほく”になりました。 
 

地域の方々とぴかぴかデー  ７月１日（金） 
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、地域の方々や保護者とふれあい、

温かい雰囲気の中で清掃をする「ぴかぴかデー」を行っています。 

今回は、年中児が雑巾の絞り方を教えてもらい、一緒に床の拭き掃除をしました。自分で汚れて

いる所を見つけて拭いたり、「見てー、雑巾が真っ黒になった！」と友だちと雑巾を見せ合いすっ

きりした気持ちを共有したりしました。その後、ぴかぴかになった部屋の中で、地域の方々と一緒

に「なべなべ底ぬけ」などのふれあい遊びをして心が“ほっくほく”になりました。 

 

 

 

  

【大正琴 ゆう&ゆう】 

 大正琴は、ボタンと弦を利用する４つの音域の楽器であり、

合同演奏する事で素晴らしい音色になります。次の演奏会を目

標に日々楽しく練習に励んでいます。 

琴伝流大正琴香川県大会 

（１１月１３日（日）、三木町文化交流プラザ） 

で、日頃の練習の成果を発表します。 
年間演奏会 

全国大会、香川県大会 

国分寺町文化祭 

国分寺町ボランティアフェスティバル 

ボランティア活動 
 

活動日時：第１･３月曜日、第２･４水曜日 午後７時～９時 
 

  

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国北小の行事予定 
9/30 （金） ぴかぴかデー（４年） 

10/ 4 （火） 市陸上記録会（５・６年代表） 

10/ 6 （木）7（金）修学旅行（６年） 

10/ 6 （木） 校外学習（５年） 

10/ 7 （金） 校外学習（１～４年） 

10/29（土） 小さな音楽会（授業参観）9～11時  

10/31（月） ぴかぴかデー（3年） 

11/ 4 （金） 振替休業日（音楽会） 

11/ 9 （水） 避難訓練・就学時健康診断 

11/16（火） 一日自由参観 

11/30（水） ぴかぴかデー（２年） 

12/19（月）20（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 
10/4・11/1・12/19 ぴかぴかデー 

毎月３日～９日（10月は11日まで） てくてくウィーク 

毎月第２・４水曜（12月は14日） 未就園児ふれあいひろば 

10/ 1 （土）      運動会 

10/ 5 （水）      交通安全教室 

10/ 7 （金）14（金） 遠足（如意輪寺公園） 

11月 中旬       やきいも 

11/15（火）      入園説明会 

12/ 9 （金）10（土） 生活発表会 

12/24（木） ２学期終業式 

 

【国分寺ジュニア合唱団】 

 私たちジュニア

合唱団は、南北小学

校の児童が参加し

ている児童合唱団 

です。慰問やイベントの参加、そして毎年「音の祭り」

「冬のまつり」にも参加しています。毎週火曜日に元

気いっぱい練習しています。是非一度、子供たちの練

習を見て聞いて下さい。 
 

活動日時：毎週火曜日 午後6時～7時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災訓練のお知らせ】 

 高松市立国分寺北部小学校で１１月３日（木・祝日）午

前９時から防災訓練を開催します。 

 防災訓練では、起震車体験のほか、ロープ結び訓練、シ

ートベルト効果体験、防災グッズの展示等、今年もために

なる訓練を計画しています。 

今年は、消防署員が手作りした激流・豪雨体験車が来ま

す。簡易プールに10～20㎝の水を張り、20㎜/hr（強

い雨）～50 ㎜/hr（猛烈な雨）程度の雨を降らしている

所に傘をさして歩行し、災害の怖さなどを体験できます。 

炊き出し訓練では、専用のハイゼックス（炊き出し用ポ

リ袋）に洗米と水を入れて訓練に持参。美味しいご飯が炊

けるかどうか確認します。 

災害時は、熱に強いポリ袋に洗った米１合（0.18ℓ）

に同量の水を入れて、袋の余った部分をしぼって空気を抜

き、上部を折り返してゴムバンドで口を堅く縛り、沸騰し

ているお湯の中に30分煮後、鍋から取り出して15～20

分程度蒸らせばご飯が炊けます。ご家庭で備蓄用品とし

て、熱に強いポリ袋・ゴムバンド・米・水・卓上コンロ・

ガスボンベを備えることによりご飯が炊けます。是非この

機に備蓄用品のチェックを行ってください。 

 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、企業、消防

署、警察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。 

 そこで、国分寺北部校区では、12 月 2０日（火）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） 

【北部地区敬老会開催のお知らせ】 

75 歳以上（基準日：平成 28 年 12 月 31 日）の方

をご案内し、長年にわたり社会の進展に貢献された皆様

方のご幸福と長寿をお祝いしたく、「敬老会」を下記のと

おり開催します。当日は式典において高松市長からご祝

辞をいただいた後、キッズダンス・合唱・身近な犯罪を

防止するための寸劇や歌謡ショーなどの催しを予定して

いますので、万障お繰り合わせのうえご出席賜りますよ

うご案内申し上げます。 

 また、北部地区社会福祉協議会では、対象者に記念品

を準備しています。敬老会当日、会場にて記念品の引き

換えを致しますので、郵送された案内状（はがき）を必

ずご持参下さい。 

 後日の引換日及び場所は、

９月２０日（火）～２４日

（土）の午前９時３０分～午

後４時３０分まで、国分寺北

部コミュニティセンターに

て案内状（はがき）と引き換

えに記念品をお渡しします。 

記 

◆ 日時 平成２８年９月１９日（月）敬老の日 

午前９時３０分～１１時３０分 

◆ 会場 高松国分寺ホール 
 

お問合せ先：国分寺北部地区社会福祉協議会 

８７４－５７７０ 
（高松市国分寺北部地区社会福祉協議会） 

 

【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、以下のとおり開催されます。

６０歳以上の方ならどなたでも参加できますので、大勢

ご参加下さい。 

記 

日  時 平成２８年１１月２３日（水・祝日） 

午前9時開会～正午閉会 

場  所 高松市立国分寺北部小学校体育館内 

競技種目 玉入れ、ボール送り、輪投げ、ボウリング、 

パン食い競争など 

参加資格 高松市国分寺町内に住む６０歳以上の方 

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 

昔から「吉凶は糾(あざな)える縄の如し」と言われています

が、最近はあまりにも悲しいニュースが多いように思います。

しかし一縷の望みは復旧にかける大勢の人たちの助け合う姿

だと思います。多くの人たちの絆があってのこの世の中、私た

ちはそれで安心して暮らしていけるのだと思うこの頃です。 

さてコミュニティも生活に本格的に浸透してきた感があり

ます。今回の記事の多さが物語っております。これからも編集

に一層頑張ります。益々のご支援の程よろしくお願い申し上げ

ます。                   （広報部会） 

☆☆運動場に勢揃いします☆☆ 


