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【防災意識高揚支援事業】

―土砂災害・全国防災訓練―
６月３日（日） in 国分寺北部小学校

国土交通省では、平成１８年より土砂災害防止月間（６月）を中心に、都道府
県と連携し、土砂災害に対する避難体制の強化と防災意識の向上を図ることを目
的として、住民参加型の土砂災害・全国防災訓練を実施しており、今回、高松市
主催で国分寺北部校区にて実施されました。
訓練は、住民参加による避難訓練、情報伝達訓練等を実施し、新居北ブロック
住民６４人が参加、小学校屋上及び新居東児童館に設置している屋外拡声子局よ
り避難勧告が出たとの想定で、避難勧告等のサイレン及び放送が流れ、参加者は
その放送を聞いて自宅より小学校体育館へ移動、安否確認を行いました。
また、避難訓練後新居北ブロック以外の住民６６人も参加し、香川県高松土木事務所職員より、土砂災害の最
新情報・２次災害への注意喚起・地域の特徴の講演会が開催されました。
講演会後、国分寺町女性防火クラブの皆様にご協力をいただき炊き出し訓練を行い「ちらしずし・きゅうりの
酢の物・すまし汁」が配布されました。
なぜちらしずし？と思われますが、女性防火クラブの会長さんが東日本大震災の被災にあわれた方から「避難
生活が長くなったら、酢が入っているものが食べたくなる」ということを聞き、自分たちでも避難所で炊き出し
できるメニューを考えたとのことでした。
今回、炊き出しされたちらしずしの具は、乾燥野菜（しいたけ・にんじん・ごぼう・油揚げ）を使用、酢の物
は包丁やまな板を使わず、生きゅうり（きゅうりをビニールの中に入れ棒でたたく）と、乾燥わかめを酢で合わ
せて調理、すまし汁は乾燥わかめ・乾燥ねぎ・麩にお湯をいれたものでした。ご家庭でも乾物や缶詰などを備蓄
しましょう。
今年の防災訓練は９月３０日（日）に開催します。
○１部避難訓練
国分地区住民 自宅午前８時～体育館集合９時２０分 （８時に震災が発生したと仮定）
新居地区住民 自宅午前８時３０分～体育館集合９時２０分（８時３０分に震災が発生したと仮定）
震災が発生した仮定時間より自宅からブロック毎に設定している一時避難場所へ徒歩若しくは自転車で避
難し、安否確認を行います。その後北部小学校まで危険な場所などを確認しながら移動します。
○２部防災訓練 午前９時３０分～正午 北部小学校運動場及び体育館
何度も訓練を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ので、必ず参加して下さい。

コミュニティ協議会総会開催
去る５月２７日（日）に国分寺北部コミュニティセンターにおいて平成３０年度総会を
開催し、前年度の事業・収支決算報告、今年度の事業・収支予算案などが提案、すべての
議案について可決・承認されました。
事業計画案では、新たに福祉部会のコミュニティプランに副って、福祉ガイドブック発
刊について編集作業に取り組むことを提案されました。福祉ガイドブックは、一人暮らし
や高齢者世帯対象に、生活サポートができるような情報をまとめたもので、看護・介護施
設のみならず、地域の生活に密着している美容室や理容室、買い物ができる施設などの情
報を集約したものを発行する予定です。
今後、高齢者等の方が「いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる」こと
を目指し、地域でできることについて協議・検討していきたいと考えています。
また、今年度は役員改選期となり、役員選考委員会を経て候補者１３名が提案され、総
会で可決・承認後に右記のとおり新役員体制が決まりました。
長年にわたりコミュニティ活動にご尽力いただいた塚田昇理事・末澤雅英理事・中林康
高理事・福家耕也理事、ありがとうございました。
多様化する地域課題を地域の人たちが自らの問題として捉え、解決に向けて積極的に取
り組みたいと思いますので、今後とも皆様のご支援ご協力を宜しくお願いいたします。
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【スポーツ少年団交流支援事業】

【地域子育て支援事業】

第 10 回国分寺スポーツ少年団交流会

ホタル幼虫放流体験

２月 17 日（土）in 国分寺橘ノ丘総合運動公園

参加総数 250 名（子ども 130 名 父兄 120 名）
内容 ９：２０ 開会式
９：３０ ラジオ体操
９：３５ 大縄跳び
１０：１５ レクゲーム
１１：００ チーム対抗リレー
１１：４０ パン食い競争
１２：００ しっぽくうどん食事会

天気予報では強風が心配されましたが、絶好の青空の
もと、橘の丘に子どもたちの歓声が響き渡りました。普
段のスポ少活動チームの枠を超えた集団で、各少年団の
父兄・指導者がそれぞれ指導し、レクゲームやリレー・
大縄跳びを実施しました。低学年生を高学年生が上手く
リードしながら和気あいあいの休日を半日過ごし、父兄
の方々も一緒に交流会を楽しみました。
その傍らでは、食改の皆さんのご
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、食生活改善推進協議会、
「健康国分寺２１計画」いきいき会議、南北コミュニティ協議会）

２月２５日（日）in 奥谷

「奥谷天神ホタル部会」によるホタ
ル幼虫放流式に参列し、参加者全員で
ホタルの成長を願いながら幼虫を放
流しました。６月にはたくさんのホタ
ルが飛び交う姿が見られると楽しみ
にしています。
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会）

【地域団体活動支援】

ホタルの夕べ
６月９日（土）in 青年センター

今年も奥谷地域や小学校・青年センターで養殖したゲ
ンジボタルを屋内ドーム型テントに放ち、神秘的なひか
りを楽しんでいただきました。
小学校や青年センターに設置しているビオトープで
は、児童や幼児が一年を通じて自分たちで幼虫を育てる
経験をすることで、ホタルを身近に感じ、環境について
より深く学んでいます。
今後ともホタルが生息できる環境作りにご協力をよ
ろしくお願いいたします。
（奥谷天神会ホタル部会）

【地区体育協会運営支援事業】

第２１回国分寺町冬のまつり

｢赤門クラブ｣参加児童募集中！！

1 月２１日（日）in 国分寺橘ノ丘総合運動公園

鳥取県江府（こうふ）町に降る雪で今年も雪遊びがで
きました。天候に恵まれ、雪の広場もそり遊びも大盛況。
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。雪合戦大会も大いに盛り
上がりました。
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。

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。
第１・３・５木曜日の放課後は学習（宿題）や自
由遊び、土日や長期休業中は自然観察会・野外活動・
料理教室・工作などの行事が楽しめます。
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）

（国分寺町冬のまつり実行委員会）

中学生とのクリーン作戦
開催日時：８月２日（木）午前７時～
集合場所：国分寺会館前
今年も、国分寺中学校の
生徒と地域のボランティア
スタッフによるクリーン作
戦を実施します。各コース
に分かれ約１時間の清掃活
動を行ったあと、中学生に
よる成果発表があります。
是非多くの方のご参加をお
願いします。
（国分寺町婦人会）

｢ＲｅＫｌｅａｎ（リクリーン）作戦｣参加者募集！
☆神社清掃活動
8/1（水）８時～、楠尾神社・国分八幡宮 境内
☆中学生とのクリーン作戦
8/２（木）7 時～、国分寺会館前集合
国分寺町を私たちの手できれいにしましょう。参加の子どもたちには
お土産付き。詳細は小学校で配られるチラシやコミセンに設置のチラ
シをみてね。

☆ペットボトルキャップを回収します
回収ＢＯＸ設置場所：北部・南部小学校、国分寺中学校、児童館
北部・南部コミセン、国分寺総合センター
平成 29 年度は町内で
４９０ｋｇ（約１９６，０００個、ワクチン約３９２人分）
のキャップを回収しました。

―ふれあい いきいきサロン しています―
― 国分寺町婦人会 －

小さな子どもから高齢者まで、地域の人々が楽しくふ
れあう場をつくること（居場所づくり）を目的に、
「い
きいきサロン」の活動を行っています。
今年度１回目の活動として、5 月 14 日（月）に、讃
岐国分寺太鼓保存会の方たちの指導の下、心躍る太鼓の
響きを身体いっぱいに感じながら、楽しい時間を過ごす
ことができました。

今後も毎月 1 回、どの世代も楽しく交流できる活動
が予定されています。是非ご参加ください。
7 月 5 日（木）
「三世代交流」おにぎりづくり
９月１０日（月）防災研修会
１０月２５日（木）九星気学教室
１１月１２日（月）芋判づくり
１２月 ６日（木）マジックショー
※開始時刻は９：３０です。
お問い合わせ先：
北部コミュニティセンター ☎８７４－５８０５

【 北部地区敬老会開催のお知らせ 】

料理教室 参加者募集！
― 高松市食生活改善推進協議会国分寺地区 －

野菜食べていますか？
「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。下記の予定で料理教室を開催します。たくさ
んの方々のご参加をお待ちしています。
※当日、エプロン・三角巾をご持参ください。
場所：地域保健活動センター（旧国分寺保健センター）
時間：9 時 30 分～13 時
事業名
実施日
参加費
野菜たっぷり生活講座

7/6（金）
11/16（金）

450
円

親子の楽しいクッキング教室

７/27（金）

実費

男性料理教室

９/20（木）
12/20（木）
2/21（木）

400
円

お申し込み・お問い合わせ：
保健ステーション（☎８７４－８２００）

「大豆栽培～味噌作り」体験学習生募集！
― 国分寺生活研究グループ －

健康で住みよい農村生活を目指してグループ会員相
互の連携を図り、地域に根ざした活動に取り組んでい
ます。小学生とその家族を対象に大豆栽培からみそ作
りまでの体験学習をします。作った味噌は各自持ち帰
れます。その他にボカシ堆肥作りや文化祭展示作品作
りなどもあります。

国分寺北部地区にお住まいの７５歳以上の方々を対
募集数 親子１０組
象に、長年にわたり社会の発展に貢献された皆様方のご
会 費 １，０００円／一家族
幸福と長寿をお祝いするため、
「敬老会」を開催します。
服 装 作業のしやすい恰好
当日は、式典の後、和太鼓演奏・ダンス・合唱・歌謡
その他 ・農道具は貸し出します
ショーなどの楽しい催しを予定しております。
・お茶は各自で持参してください
また、対象者には記念品を準備しており、敬老会当日、
会場にて引き換えをいたしますので、郵送された案内状 お申し込み・お問い合わせ：
北部コミュニティセンター ☎８７４－５８０５
（はがき）をお持ち下さい。
◆ 日時 平成３０年９月１７日（月）敬老の日
９時３０分～１１時３０分
◆ 会場 高松国分寺ホール
後日の引換日時：９月１８日（火）～２２日（土）
９時３０分～１６時３０分
場所：北部コミュニティセンター

第２２回音の祭り 入場券販売開始
７月２０日（金）午前９時より
９月２３日（日）開催の音の祭りの今回のゲストは、
民謡歌手「伊藤多喜雄」氏。昨年ゲストに迎えた高松市
出身の尺八「小濱明人」氏、ドラム「堀越彰」氏も再来
場。オープニングは「讃岐国分寺太鼓保存会」の演奏。
お早めにチケットをお求め下さい。
販売場所：北部コミュニティセンター、国分寺ホールなど
販売料金：500 円

ボランティア募集

お問い合わせ先 ： 北部地区社会福祉協議会
 ８７４－５７７０

北部校区コミュニティ協議会では、子どもたちの登下校時
見守り活動や青パト巡回など、子ども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？ 詳細は北部コ
ミュニティセンター（☎８７４－５８０５）へ。

国分寺北部校区交通安全母の会
5 月 25 日北部コミュ二ティセンターに於いて、平成３０年度の総会を開催し、今年度も母親の立場から交通安全啓
発活動に継続して取り組む決意を新たにしました。
高松西警察署の交通安全についての講話では、DVD を視聴し高齢者の交通事故が多くなっていることや、反射材、
シートベルトの着用などマナーを守ることで多くの交通死亡事故は防げるということをお聞きし、大切な家族を守るた
めには、まずは家庭内での交通安全意識の啓発に努めていかなければという思いを強くしました。
先日、北部小学校 1 年生と 4 年生の交通安全教室において、会員 11 名が交通指導員の補助をしました。1 年生は信
号機の見方や道路の横断方法などを高松市交通安全指導員の指導を受け「右見て、左見て、もう一度右を見て」としっ
かり確認しながら模擬横断歩道を渡る練習をしました。4 年生は、自転車教室に参加し、自転車の交通ルールの学習や
模擬コースでの走行実技や危険を予測し事故を回避する学習などをしました。また道路交通法改正で自転車のルールも
変更されましたが、DVD や絵図などで分かりやすく指導を受けました。どの子も真剣に取り組み、修了後全員が「自
転車安全運転免許証」をもらって大喜びしていました。
交通安全はみんなの願いです。交通安全母の会では「交通安全は家庭から」を合言葉に、家庭や地域に密着した活動
を続け交通安全の意識向上に努めていきます。
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２月 あかもん学習発表会
３年生から６年生は、２９年度に実施した総合的な学習の時間「あかもん学習」の発表を行いました。３年生は、
あかもん学習で調べた盆栽やオリーブ、国分寺町の民話など国分寺町で自慢できるものを資料にまとめ、２年生に
分かりやすく劇やクイズなどにして発表することができました。
３月１６日（金）卒業証書授与式
卒業生は、担任から一人ひとり名前を呼ばれると校長先生の前に進み卒業証書
を受け取りました。在校生をはじめ、式に参列した全ての人たちから祝福を受け、
胸をはって学校を巣立っていきました。
４月１１日（木）入学式
担任の先生に名前を呼ばれ、元気よく返事する新入生の姿から「小学校生活がんば
るぞ！」というやる気が伝わってきました。
５月１９日（土）運動会
１年生にとって初めての運動会を行いました。どの学年も成果をしっかり発揮して
いました。組み体操では、指先までピンと伸ばし、かっこよく演技ができました。
「さ
んぽ」のダンスでは、曲にあわせて元気よく歌いながら楽しそうに踊っていました。
６月１日（金） プール開き
１年生は、はじめてのプール。６年生に手をひかれたり、おんぶされたりして
プールの中をくるくる。水の感触を思いっきり楽しんでいました。

国
北
幼
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国北小まつり
日にち：7 月 21 日（土）
時 間：12 時～15 時
場 所：北部小学校

５月１１日（金）ぴかぴかデー
5 歳児が地域の方にほうきの使い方を教わりながら、幼稚園の赤レンガや小学校のコ
ンクリート通路の掃除をしました。掃除が終わって“♪世界中の子どもたちが”を地域
の方と一緒に踊り、たくさんの笑顔が見られました。園内もきれいになり、心もほっく
ほくになりました。
５月１８日（金）ほっくほくタイム
「早寝・早起き・朝ごはん～♪」と大好きな踊りを踊り、異年齢交流のほっくほくタ
イムが始まりました。年長児が考え、準備してくれた探検コースや色水遊び、忍者修行
のロープ登り、虫捕り、砂場で大きな山作りや泥団子作りなど好きな遊びを見つけ子ど
もたちは思い切り楽しみ、ほっくほくパワーがたまっています。
国北幼の行事予定
毎月３日～９日 てくてくウィーク
毎月第２・第４水曜日 未就園児ふれあいひろば
７／ ９（月） 陶芸教室（５歳児）
７／１４（土） 夏祭り（PTA 主催）
７／１８（水） プール参観（５歳児）
７／１９・１０／１２ ぴかぴかデー
７／２３～８／１０・８／１７～３１ 園庭開放
８／ ６（月） 登園日・家庭教育学級「ほっくほく PEACE コンサート」
８／２９～３１ 夏休み作品展
８／３０（木） 第１回入園説明会

編集後記
全世界の目がシンガポールにくぎ付けになりました。
その日も置かず、今度は大阪での大震災、我々はいった
い何度驚けばいいのでしょうか。自然には勝てませんが
こういう時こそ地域社会の輪、絆を考えさせられます。
今回も盛りだくさんの北部コミュニティの行事、イベ
ント、活動記録、予定をお届けできました。我々コミュ
ニティがあって本当によかったと思えるご協力、ご支援
をこれからもよろしくお願い申し上げます。
（広報部会）

