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－年頭にあたって－ 
 明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶

び申し上げます。平素は、国分寺北部校区コミュニティ協議会活動に対しまして格別のご理解ご協力を

賜り、誠にありがとうございます。 

 昨年も地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加により、台風や気温が高い日が続いたことによ

り、各地で甚大な被害が相次ぎました。７月豪雨災害では、広島県、愛媛県を中心に広域にわたり多数

の土砂災害が発生、通常の１年分に相当する土砂災害が発生しました。本校区も、昨年６月に土砂災害

防止月間に合わせ新居地区を対象に土砂災害訓練を実施しました。常に予測できる自然災害について、

住民自ら情報収集を行い早めの自主避難等の対策を取ること、また、自分の住んでいるエリアはどうい

うところなのか、災害の際はどう行動すべきなのかなど、危機管理意識を高めるためにも常にご家庭で

是非話し合いをお願いいたします。 

 さて、国分寺北部校区コミュニティ協議会ではコミュニティプランに副って継続的に活動しており、

我がまちの素晴らしさを将来に伝えていきたいという目標を実現するため、昨年も環境美化・防災減災

事業等を多くの住民のご理解・ご協力をいただき、無事に行事が終えたことを大変感謝しております。 

 今年は新たに立ち上げた「国分寺北部校区地域福祉ネットワーク会議」にて、介護予防・日常生活支

援総合事業を行います。このサービスは、高齢や障がいで一人では日常の生活に不安のある方が、地域

で安心して生活が送れるよう支援するための事業で、ごみ出しや草抜き・買い物代行などを、サービス

提供者（地域のボランティア）が援助します。このサービスは４月１日より提供できるよう準備を進め

ています。詳しいことは今回配布しているチラシを参照して要支援者・サービス提供者両者のお申し込

みを宜しくお願いいたします。 

 最後になりましたが本年も職員一丸となり、地域の活動について支援して参りますので、ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 本年が皆様にとって明るく、活力と希望に満ちた幸多い年となりますことを心から祈念いたしまして、

新年のごあいさつとさせていただきます。 
国分寺北部校区コミュニティ協議会 会長 佐々木 正明 
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―自主防犯パトロール出発式― 
 

 この度、日本財団からの助成により青パト車輛を購入

しました。車輛のお披露目を兼ねて、「青パト出発式（贈

呈式）」を開催。香川県警察音楽隊の演奏後、北部小学校

児童による出発宣言を行い、パトロール協力者と児童た

ちに見送られ青パトが出動しました。 

 今後も、安全で安心な地域生活を実現してゆくために

「わがふるさとのくらしは地域全体でまもる。」を合言葉

に、国分寺北部校区で子どもから高齢者まで地域全体で

見まもるためパトロールを実施しますので、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） 

 

―高松市環境美化推進運動功労者表彰― 
 

１０月１７日（水） in 高松市役所 

 この度、国分寺北部校区コミュニティ協議会環境・安

全部会が、長年に渡り従事してきた環境美化推進活動が

認められ、高松市環境美化都市推進会議（会長・大西市

長）より、功労者賞を授与されました。 

 今後も、ごみの不法投棄を未然に防止するとともに、

住民に対し不法投棄防止の普及啓発を図ることを目的に

パトロール・ごみ回収事業を実施しますので、住民の方々

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 環境・安全部会） 
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【防災意識高揚支援事業】 

避難訓練・防災訓練 
 

 ９月３０日（日）に計画していた避難訓練・防災訓練は

残念ながら台風２４号が接近したため中止になりました。

今年は１１月２４日（日）に計画していますので、多くの

方のご参加をお願いいたします。 
 

「香川県シェイクアウト」 

（県民いっせい地震防災行動訓練） 
11月１日（木）in 北部コミュニティセンター 

 午前１０時から 1 分間の安全

確保行動を通じて、防災の必要性

を改めて認識するため、コミュニ

ティセンターで生涯学習活動を

している方々と一緒に、地震防災

行動訓練を行いました。 

地震発生時はまず自分の身を守る、その後は、火の始末・

避難経路の確保（出口の安全を確認し避難経路を確保）・

家族の安否確認等を行い、今いる場所が、安全な場所か判

断をし、必要に応じて避難行動を取って下さい。 
（国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会） 

 

【地域団体活動支援事業】 

 ボランティア講演会&ボランティアフェスティバル 
in国分寺会館 

 国分寺町ボランティア協会は、現在 23 団体と個人 3

名で構成されています。当協会は平成１４年に設立され、

１5年目になりました。 

 年間の主な事業は４つで、６月の総会後の「ボランティ

ア講演会」、8月の「ボランティアフェスティバル」、そし

て、年 2 回発行の情報誌「ボランティア国分寺」があり

ます。事業の大半は、国分寺北部・南部の各社会福祉協議

会や各コミュニティ協議会等の支援を受け、共催等で関連

事業を実施しています。 

 「ボランティア講演会」は川西玉夫

氏（NPO法人香川のみどりを育む会会

長）による講演「みどりを育む」でし

た。「ボランティアフェスティバル in 

国分寺」では、21団体による各種ボランティア活動の現

況報告等を中心に開催しました。共に、大勢の参加者で盛

大に終えました。今後も内容を充実して活動の啓蒙に取り

組みたいです。所属団体や会員は、いろんな場面で国分寺

町の活性化の一助になればと思い活動しています。 

 詳細は当協会発行の「ボランティア国分寺」をご覧下さ

い。また、36号の発行は2月に予定しています。 

関心のある方のご連絡（874-1354：竹本）をお待ち

しています。        （国分寺町ボランティア協会） 

 

【地域子育て支援事業】 

神社清掃活動 
8月1日（水）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

緒に氏神である神社の境内の清掃を行いました。使い慣れ

ない用具の使い方を教わりながら、一生懸命に清掃をして

くれた子どもたちの姿が印象的です。みんなのおかげでき

れいになったね。 

 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。      
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会） 

 

【地域団体活動支援事業】 

中学生とのクリーン作戦を終えて 
 

8月2日（木）in国分寺会館 

 早朝より中学生・地域の皆様をはじめ、各種団体・企業

など総勢２６７名のご協力を頂き、２２回目となるクリー

ン作戦を実施しました。 

 小さなごみも残すまいと、流れる

汗を拭きながら、一生懸命活動しま

した。清掃活動の後には、中学生と

の交流会も行われ、環境美化・環境

保護について考える場を持ちました。 

 これからも、きれいで住みよい町づくりのために、率先

して清掃活動に取り組んでいきたいと思います。ご参加い

ただきました皆様、ありがとうございました。 
（国分寺町婦人会） 

・・・国分寺中学生の感想・・・ 
 

 「清掃活動は、こんなに心が穏やかになる

活動だ」と、改めて感じました。僕は、道端

に落ちているたばこの吸い殻や空き缶を拾

うことを頑張りました。この活動が、通学す

る人の笑顔に変わると思うと、とても嬉しか

ったです。これからも、ぜひ町内のボランテ

ィア活動に参加したいと思います。（山下友大） 
 

 いつも何気なく自転車で通り過ぎる道路にもたくさん

のごみが捨てられていました。暑い中での清掃活動は大変

でしたが、きれいになった所や集まったごみを見ると、

清々しい気持ちになりました。先日のサッカーワールドカ

ップの時に、長谷部選手が「日本には、来た時よりも美し

くという文化がある」と発言し、海外から称賛されました。

僕も、自分のごみを持って帰るのはもちろん、他人の捨て

たごみも一つでも持ち帰るようにできたらと思います。 
（新池谷光） 

  

【高齢者支え合い事業】 

敬 老 会 
 

9月17日（月・祝）in高松国分寺ホール 

 国分寺北部校区の７５歳以上の方 （々１，４６４名）に

敬老会を案内し、当日は５６２名が来場しました。 

 オープニングに「讃岐国分寺子供太鼓」の演奏、式典の

後「国分寺キッズ」の元気なダンスや「国分寺中学校合唱

部・吹奏楽部」の素晴らしい歌と演奏、「ステップ２１体

操クラブ」の若々しいダンス、メインに長浜有美さんによ

る歌謡ショーを開催しました。来場された方と一緒に長寿

をお祝し、楽しいひとときを過ごしました。 

 日頃から地域の皆様には、北

部地区社協の会費や赤い羽根共

同募金など、大変お世話になっ

ております。これからも地域の

福祉向上のため努力してまいり

ますので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。      
（国分寺北部地区社会福祉協議会） 
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【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 
 

８月７日（火）～９日（木）in香川県 

 今年も栃木県下野市（旧国分寺町）から訪問団（小学生

２０名・引率４名）が来県し、南部小学校で歓迎式と交流

会を行いました。讃岐国分寺子供太鼓の演奏で出迎え、

昼食はもちろん「うどん県」の名物「うどん」を食べて

いただきました。その後、南北小学校の児童たちと交流

会をもちました。最初は恥ずかしそうにしていた子ども

たちもすぐに打ち解け有意義な交流会となりました。 

 二日目、訪問団は初めて女木島へ行きました。海に接

していない栃木県の子どもたちが初めて見る瀬戸内海の

美しさに感動する姿を見て、同行者として香川県の良さ

を再確認しました。 

 三日目、例年通りさぬき市津

田での地引網と海水浴で交流を

図りました。下野市の子どもた

ちはもちろん、国分寺の子ども

たちも地引網は初体験でした。 

みんなで力をあわせ、力いっぱい曳いた網の中には、大

小様々な魚が入っており、みんな大喜びでした。昼食は、

地引網で獲れた魚料理に舌鼓をうちながら最後の交流会

をもちました。 

 下野市の子どもたちにとって、家族へのすばらしいお

土産になったことでしょうし、一生忘れることのない思

い出になったことでしょう。 
 

8月21日（火）～22日（水）in栃木県 

国分寺町からは２４名（小学生２０名・引率４名）が下

野市を訪問しました。歓迎式の後、下野市で採れた新鮮

な野菜たっぷりの「しもつけ野菜カレーライス」と名物

「かんぴょう汁」、果物を美味しくいただきました。高松 

市を訪れた子どもたちと再会し、下野

市紹介カルタ取りやゲームなどでさ

らに親睦を深めました。その後、「下

野国分寺跡」などの史跡や「しもつけ

風土記の丘資料館」を見学しました。 

 二日目、「中禅寺湖」や「華厳の滝」を訪れ、大自然の

雄大さを身体中で感じました。華厳の滝の落水量が通常の

倍以上でその迫力は感極まるものでした。その後「日光東

照宮」を参拝し、楽しいガイドさんの案内で有名な「三猿」

や「眠り猫」、「陽明門」などを見学しました。修理を終え

た陽明門の光り輝く姿は目を見張るものがありました。二

日間を通じて子ども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。 

来年から新しい時代にかわりますが、下野市との交流が

継続し新たな交流に発展していくことを期待しています。 
（下野国分寺讃岐国分寺親善友好交流協会） 

 

【音の祭り支援事業】 

第２２回音の祭り 
 

9月23日(日)  in 高松国分寺ホール 

ゲストに『TAKiO ソーラン節』でおなじみの民謡歌手

「伊藤多喜雄」氏をむかえ、大いに盛り上がりました。

TAKiOバンドのメンバーには昨年ゲストの小濵氏・堀越

氏の姿も・・・。讃岐国分寺子供太鼓とのコラボ、土曜族

＆香川短大ダンス部の踊りも素晴らしかったです。 

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） 

 
【交通安全母の会運営支援事業】 

反射材着用キャンペーン 
 

10月15日（月） in JR端岡駅・国分駅 

 国分寺北部校区交通安全母の会では、子を持つ親とし

て交通事故のない安全で快適な交通社会の実現を願い

「交通安全は家庭から」を合言葉に北部校区内において

さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。 

 秋のこの時期は、日暮れも早ま

ることから、電車の乗降客に反射

タスキなど啓発グッズを配布し、

夜間の交通事故から身を守るに

は、自分の存在をドライバーや 

周囲の人たちに見せることの大切さを呼びかけました。

その中で、高齢の女性が「このタスキ欲しかったんです、

どこのお店にも売ってなくて」と喜び。その場で身に着

けて帰っていく後姿を見て交通安全に取り組むものとし

て大変うれしく思いました。 

 反射材の着用は、生命を守る重要な役割を果たします。

しかし、多くの人が反射材を持っていても着用していな

いのが実状です。反射材は使って初めて効果を発揮しま

す。ウォーキング、犬の散歩、田畑に行くとき等、早朝

や夜間の外出には“ちょっとそこまで”と思っても必ず

反射材やライトなどで自分の存在を見せる努力をし、交

通事故に合わない、交通事故を起さないと言う強い思い

で一瞬たりとも油断せず交通安全につとめましょう。 
   （国分寺北部校区交通安全母の会） 

 

【地域健康ふれあい事業】 

第１２回健康まつり 

 

  11月18日（日）in 国分寺地域保健活動センター 

 今年も「健康国分寺２１計画」い

きいき会議に所属する賛同グループ

４５名と、「NPO法人香川糖尿病支

援まんでがん」２８名の方々のご協

力を頂き健康まつりが開催でき、当 

日は、お天気も良く地域の方々が多く参加しました。 

 自分自身の健康チェックできるコーナーでは、糖尿病に

ついて、特設まんでがん診療所を開設し、血糖検査（血液

中のブドウ糖濃度）・ヘモグロビンA1c（過去１～２ヶ月

間の血糖の全体的な状態を反映する検査）、骨密度検査（骨

の密度を測定することで骨粗鬆症を診断）、体組成測定（身

体の筋肉量、脂肪量の測定）のほか、糖尿病専門医・管理

栄養士・歯科医・薬剤師等による指導及び健康相談コーナ

ーを設けました。また、体力測定、糖尿病予防のための健

康料理試食、元気を広げる会の指導のもと元気体操を行い、

自分自身の体調を確認し、昨年より良くなっている人、悪

くなっている人それぞれの状態を参加者同士で確かめ合

っていました。 

 最後に、健康まつり開催にあたりご協力を頂きました関

係各位に感謝申し上げます。有難うございました。 
（「健康国分寺21計画」いきいき会議） 
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ふれあい運動会【10月６日】  

小学校の広い運動場をお借りして、「みんなえがおでほっくほく」のテーマのもと、か

けっこや表現、親子競技など、のびのびと体を動かし楽しみました。表現では、園生活

の経験から生まれたお話を花、アオムシ、チョウチョ、おひさま、雨になりきって表現

しました。ほっくほくペア（異年齢ペア）を見つけると「かっこいいな」と真似て踊っ

たり、走っているところを応援したりする姿も見られほっくほくの気持ちになりまし

た。また、おうちの方から「かっこよかったよ」「がんばったね」と声を掛けてもらい、

うれしそうでした。 

やきいも【11月８日】 

地域の方にお借りした畑で育てたさつまいもを使って、全園児で焼き芋をしました。子

どもたちがさつまいもを洗ったり、新聞で巻いたりして準備をし、おうちの方にも手伝

っていただきました。「おいしくな～れ！あま～くな～れ！」と魔法をかけ、できた焼

きたての芋はほっくほくでとてもおいしくて何回もおかわりをしました。 

【讃岐国分寺天平文化支援事業】 

第１９回讃岐国分寺史跡まつりでの天平行列 
 

１１月３日（土）in 讃岐国分寺跡史跡公園 

 国分寺史跡まつりでの天平行列参加行事は今年で８回

目を迎えました。今年は天気も良く、参加者も大勢で華

やかさを増し、見学者も大変楽しみました。古代、天平

時代にタイムスリップし、優雅な時の流れを感じさせて

くれました。 

 天平行列に参加してくれる人のお

土産にどんなものがいいか、天平文化

倶楽部の皆さんが話し合いながら楽

しく作っています。喜んでもらえれば、

うれしいの一言です。 

 今回の天平行列を見て、また参加し

てくれることを願っています。 
  （讃岐国分寺天平文化倶楽部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区体育協会支援事業】 

第３８回勝賀ブロックスポーツ大会 
 

11月18日（日）in 西部運動センター 

 秋晴れの空の下、勝賀ブロックスポーツ大会が開催され

ました。国分寺体協（北部）では「50才以上ソフトボー

ル」優勝、「グラウンドゴルフ」準優勝と素晴らしい成績

を残しました。他に男女混合ソフトバレーなど多種のスポ

ーツが行われました。 

 
 

 

 

（国分寺町体育協会） 

 

  

大会結果 

 

優勝 準優勝 

男女混合ソフトバレーボール 弦打 香西 

さわやかママさんバレーボール 弦打 国分寺南部 

50歳以上男子ソフトボール 国分寺北部 国分寺南部 

グラウンドゴルフ 下笠居 国分寺北部 

青パト出発式【7月4日】 

新しい青色パトロールカーが来ました。地域の方々や本校の児童と出発式をしました。 
 

２学期始業式【8月27日】 

とっても暑かった夏休みが終わり、２学期の始業式が行われました。２学期は、｢しっ

かり聞こう｣｢ていねいに話そう｣を全校生のめあてとしました。 
 

プージャ先生のウェルカムパーティー【9月7日】 

新しい ALT（外国語指導助手）の先生としてアメリカからプージャ先生が本校にやっ

てきました。本校の子どもたちと楽しいゲームをして親睦を深めました。 
 

小さな音楽会（全校）【10月20日】 

第３９回目の小さな音楽会が開かれました。保護者・地域のみなさんの前で、歌や合奏

に一生懸命に取り組みました。参観してくださった皆様ありがとうございます。 

携帯安全教室【11月14日】  

4～6年生の児童と保護者対象に、携帯安全教室が開かれました。スマホや携帯の危険

性や正しく安全に使う方法について、専門家の先生からお話を聞きました。 
 

 

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 
国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

１/１５・２/４・３/４ ぴかぴかデー 毎月３日～９日 てくてくウィーク 

毎月第２・４水曜（３月は６日のみ） 未就園児ふれあいひろば 

１月１７日（木）うどん作り   １月２８日（月）入園周知会 

２月 ８日（金）スクールガードリーダー交通指導（５歳児） 

３月 ７日（木）お別れ会   ３月１４日（木）修了証書授与式   

３月１９日（火）終業式 

 

国北小の行事予定 

1月 ８日（火）3学期始業式 

1月27日（日）人権学習参観 

2月28日（木）ぴかぴかでー（１年） 

３月18日（月）卒業式 

３月22日（金）3学期終業式 
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ゴミ出し 

（両手に持てる量） 

草抜き 

（敷地内） 

買い物代行 

（国分寺町内） 

―「第8回あんずの花祭り」の開催― 
  

日時：3月24日(日) 

場所：あんずの里 

会費：無料 ※昼食は事前注文制で 

       １，０００円（予定） 
 

国分寺町近辺では、梅、あんず、桃、さくらの順で開

花しますが、あんずの花は品種によって、赤・ピンク・

白を咲かせ、可憐で綺麗な花には虫の乱舞も見られま

す。毎年、県内の写真愛好者達が来園され、あんずの花

の撮影光景もみられます。 

 「あんずの花祭り」には、毎年、延べ90名前後の方々

が訪れ、一時の歓談を楽しんでいます。当日は、洋菓子

店等が「あんず」を使った洋菓子や加工品を販売してい

ます。また、あんずの実の予約（6月渡し）も承ってい

ます。 

 讃岐国分寺あんず事業振興会

は設立12年目になります。今

後も「地域の活性化」と「あん

ずの里」を目指して行きます。 

 「あんずの花祭り」については、当振興会事務局へ連

絡（874-1354）して下さい。 
（讃岐国分寺あんず事業振興会） 

―「国分寺町冬のまつり」の開催― 
 

奥大山から運ばれる本物の雪で「雪遊び」や「雪合戦」。

体育館内では昔懐かし「昔遊び」。子どもたちだけでな

く大人も童心にかえれます。 

国北小太鼓をはじめとするステージイベントや餅つ

き、スポーツ体験、各種バザーなども楽しめます。 
 

日時：１月２０日（日）午前９時３０分～午後３時 

場所：国分寺橘ノ丘総合運動公園 
 

※ 雪の搬送費用のため、来場の方

（大人）に協力金１００円を募りま

す。冬のまつり存続のため、ご協力

のほどよろしくお願いします。 
（国分寺町冬のまつり実行委員会） 

―「国分寺スポーツ少年団交流会」の開催― 
 

今年もいろいろなレクリエー

ションのあとは、恒例のしっぽ

くうどんを食します。スポーツ

少年団に入っていない子どもた

ちも参加できますので是非ご来

場下さい。 
 

日時：２月１６日（土）午前９時～正午 

場所：橘ノ丘総合運動公園多目的グラウンド 
 

また、野球・サッカー・バレーボール・バドミントン・

剣道・柔道・少林寺拳法・空手道・バスケット・ドッジ

ボール・ソフトボール（女）の団員を募集しています。

興味がある方は国分寺北部コミュニティセンター 

（☎８７４－５８０５）へお問い合わせ下さい。 
（国分寺町スポーツ少年団連絡協議会） 

―「親子でみそ作り体験」募集― 
 

 昨年７月に種まき・草取り・虫拾いをして大事に育て

た大豆が実り、１１月に収穫・脱穀をし、たくさん大豆

が採れました。その大豆を使って味噌を作ります。 

味噌を作ってみたい方、食べてみたい方、これまで栽

培に関わってない方もご参加下さい。一緒においしい味

噌を作りましょう。 
 

 日時：１月１３日（日）午前９時３０分～午後２時 

     （昼食は郷土料理を作ります） 

 場所：国分寺北部コミュニティセンター調理室 

 持参物：エプロン・帽子（三角巾）・手拭きタオル 

 参加費：１，０００円 
 

申し込みは国分寺北部コミュニティセンター 

       （☎８７４－５８０５）まで。 
（国分寺生活研究グループ） 

「まもりんお手伝いたい」 2019年 4月スタート 
地域の方が皆さまの暮らしをお手伝いします。 

利用できる方：国分寺北部校区在住の65才以上で 

一人暮らし・高齢者世帯の方で 

〇要支援１・２の認定を受けた方 

〇基本チェックリストで認定の対象と認められた方 

詳しい内容や費用についてはお問い合わせ下さい。 

お手伝いいただける方も募集中！ 

お問い合わせ：☎ 070-3792-7381 
（月～金曜日9～17時）※土日祝、年末年始（12/29～1/3）は休み 

ボランティア募集 
 国分寺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。 

 

詳細は別紙の 

チラシを 

ご覧下さい。 
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【お知らせ】 

― 平成３０年度 用排水路等の一斉清掃 ― 
 
 

実 施 日 2月1日～第4日曜日 

実 施 箇 所 用排水路や周辺道路 

可 燃 ・ 不 燃 の 収 集 日 定期収集日 

土砂及び汚泥の持ち込み日 2月 第3日曜日 ※今年度は2月17日 

土砂及び汚泥持ち込み場所 国分寺北部コミュニティセンター南側分館駐車場敷地内 

中 止 又 は 延 期 の 判 断 各自治会長様 
 

下記の留意点に遵守して、皆様のお住まい周辺の用水排水路や周辺道路等の清掃を実施しますのでご協力をお願い

いたします。 

 ○留意点 

1.実施日については、２月１日～第４日曜日の中で各自治会が決めて下さい 

2.ごみ袋及び所定シール、土のう袋は単位自治会の自治会長様が事前に国分寺北部コミュニティセンターへ取り

に来て下さい 

3.ごみは「可燃」「不燃」ごとに袋に入れ、所定のシールを貼って下さい 

4.清掃で出たごみは、ごみ袋で所定のごみステーションに出して下さい 

5.収集は「可燃ごみ」「不燃ごみ」それぞれの定期収集日に行います 

 詳しくは、ごみ袋配布の際の注意書きをご覧下さい 

6.土砂及び汚泥の持ち込みは、水分を切って土のう袋に入れて 

２月１７日（日）午前８時～午後１時までに 

国分寺北部コミュニティセンター分館駐車場まで 持ち込みをお願いします 

※２月１８日（月）以降に清掃した土砂及び汚泥につきましては、コミュニティセンターには持ち込みできません 
 

お問い合せは 国分寺北部コミュニティセンター （☎８７４‐５８０５）まで 

  【グリーンエコー国分寺女声合唱団】 
 

 現在、団員は24名。指導者は坂利子先生、ピアノ伴奏者は中川幹子先生。 

 老人施設や保育園などへの慰問や、香川県合唱連盟主催の合唱祭、おかあさ

ん大会に参加しています。2年ごとに高松国分寺ホールでの定期演奏会（12

月予定）を開催します。そして今年は初めての試みで、イタリアのブッセート 

ヴェルディ劇場で開催される日伊友好親善コンサートに数名参加します。 

 年齢問わず、和気あいあいとした雰囲気で明るい団です。いつでも自然体で音楽活動を楽しみ、歌いたい曲を幅

広く練習しています。歌が好きな方なら意気投合。いつでも気軽に見学に来てください。お待ちしております。 
 

  活動日時：毎週金曜日 午後7時30分～９時30分 

 

【お知らせ】 

― 林野火災防ぎょ訓練 ― 
 

 春の火災予防運動（３月１日から７日）に先立ち、２月２４日午前

１０時～、国分寺北部校区内「国分寺町盆栽集出荷場北東側斜面及び

付近一帯」を訓練場として、消防団を中心とした林野火災防ぎょ訓練

を実施します。当日、香川県防災ヘリコプターや、消防団車両約５０

台、消防団員約２５０名が参加し、高低差でのポンプ車の運用、遠距

離中継送水技術及び背負い式消火水嚢の基本的取扱い並びに延焼防

止要領の習得を重点に置き、訓練に臨みます。 

当日は訓練のためサイレン等が鳴りますが、住民のご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

（高松市消防局） 

 

編集後記 

あけましておめでとうございます。 

平成の最後のお正月です。この３０年間、皆々

様にとりましても様々感慨深いものがあろうか

と思います。国分寺北部コミュニティにとりま

しても感無量の新年です。新しい年の大きな期

待とともに、一抹の不安も実は隠せません。 

しかし、昭和が平成に変わったとき、そして

２０世紀が２１世紀に変わったとき、その地響

きは体験したものでなければわかりません。大

きなうねりを新しい年に迎えるべく今年も皆様

のご支援、ご指導よろしくお願い申し上げます。 
（広報部会） 


