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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。 

令和元年も「大雨特別警報（警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表される情報）」が

複数回発令されました。特に台風 19 号は、台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響

で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、激甚災害お

よび非常災害が指定されました。非常災害の指定は 2016年の熊本地震以来、2例目となるそうです。

西日本豪雨など毎年大きな水害や土砂災害が発生しており、全国どこにいても豪雨災害はひとごとで

はありません。「香川県は大丈夫！いやいや、国分寺町は大丈夫！」という考えを改め、自分が住む

地域の防災情報を入手できるようにしておき、災害の際はどう行動すべきか、自分の「避難スイッチ」

を早めに決めるなど、危機管理意識を高めるためにも是非常にご家庭で話し合いをお願いいたしま

す。また、人と人とのつながりの希薄化が進む時代だからこそ、防災・減災をきっかけに、自治会の

活性化についても今一度お考え下さい。 

さて、昨年より「まもりんお手伝いたい」事業を実施しております。このサービスは、高齢や障が

いがあり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・買い物代行などのサービスを提供しております。高齢者の見守り活動も兼ねており、

今後「さりげない見守り」活動を支援・推進し、これまでの地域での見守りに加えて「見守りの目」

を増やしていきたいと思います。 

 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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―「県政について話そう」知事意見交換会― 
 

 

9 月10 日（火）in 国分寺北部コミセン 

 香川県では県民参加の開かれた県政を推進するため、また、住民の意見や要望を県政に反映するため知事と住

民との意見交換会を平成 22 年度から行っております。今年度は南海トラフ地震など大規模災害に対する地域防

災力強化のため、災害発生時の防災活動の中心となる自主防災組織で、防災・減災対策を積極的に行っている国

分寺北部校区に浜田知事が来訪されました。 

 新居宮池での現地視察の後、コミュニティセンターで

最近の災害時の取り組み内容や、地域防災マップ作成ま

でのサクセスや苦労話の後、今後早めの避難行動の声か

けについての意識向上や、円滑な避難所運営についての

活動方針などの発表を行いました。 

 要望事項として、河川やため池などの防災対策や、避

難所生活に必需品のマンホールトイレ設置等のハード面

について発表しました。 

 是非、今回発表した内容について県政に反映させてほ

しい旨を伝えました。 
  

 

（国分寺北部校区コミュニティ協議会 国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会） 
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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2 日（金）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１９７名

のご協力を頂き、２３回目となるクリ

ーン作戦を行いました。 

 国分寺会館を起点に、６コースに分

かれて、歩道や路側帯に落ちているゴ

ミを拾いました。暑い中でしたが、「そ

こに空カンがあるよ。拾ってくれる。」「はい。」「ありが

とう。」などと自然に会話を交わしながら、世代間交流

ができました。清掃活動後の交流会では、プラスチック

ごみの適正な処理の仕方などをはじめ、環境問題につい

て考える場を設けています。 

 “自分たちの町は自分たちできれいに”という気持ち

をみんなで共有しながら、これからも町の美化活動に進

んで取り組んでいきたいと考えています。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） 

 

【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 6 日（火）～8 日（木）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２０名（児

童１６名、引率４名）が来県し、北部小学校にて讃岐国

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。児童同

士の交流会ではすぐに打ち解け有意義なものになりまし

た。 

 二日目、栃木県の子どもたちは女木島を訪れました。 

 三日目、子どもたちが楽しみにしていた津田での地引

網と海水浴。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、獲れ

た魚と一緒に記念撮影。

昼食は獲れた魚料理を堪

能しました。 

 笑顔で楽しむ子どもたちを見て、この交流の意義を再

認識しました。 
 

8 月20 日（火）21 日（水）in 栃木県 

国分寺町からは２４名（児童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」を美味しくいただきました。香川県を訪れ

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、天候が不安定な中、「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。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。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。 

 帰路において東武線が運休というアクシデントに遭

遇しましたが、下野市の方々のご厚意で無事に羽田空港

に到着。これもいい思い出となりました。 
（下野国分寺讃岐国分寺親善友好交流協会） 

 

【高齢者支え合い事業】 

敬 老 会 
 

9 月16 日（月・祝）in 高松国分寺ホール 

 今年も国分寺北部校区の７５歳以上の方 （々１，５１

９名）に敬老会のご案内状をお送りし、当日は５６６名

の方が来場されました。 

 オープニングに「讃

岐国分寺子供太鼓」が

演奏され、式典の後、

「チューブローズ」の

華やかなフラダンスや

国分寺町在住の高校生

「マジシャン好井悠人（よっしー）」さんによるマジッ

クショー、メインに長浜有美さんによる歌謡ショーを披

露しました。来場された方の長寿をお祝し、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） 

 

【音の祭り支援事業】 

第２３回音の祭り 
 

9 月29 日(日)  in 高松国分寺ホール 

8 年ぶりとなる『AUN J CLASSIC ORCHESTRA』

の皆様をゲストにむかえました。讃岐国分寺太鼓の演奏

をオープニングに、ライブ中は楽しいトークとパフォー

マンスで大いに盛り上がりました。讃岐国分寺子供太鼓

とのコラボも素晴らしかっ

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） 

 

【防災意識高揚支援事業】 

避難訓練・防災訓練 
 

  10 月20 日（日）in 北部小学校 

秋晴れのもと 550 人の方々が避難訓練・防災訓練に

参加し、ブロック毎に設定している一時避難場所で安否

確認後、小学校体育館・教室で実地訓練を行い、防災・

減災について体験しました。 

 中でも、今回初の試みで避難シミュレーション訓練

（災害時の避難で起こる困ったことを疑似体験する訓

練）を行いました。ブロックや電柱などが倒れてきたと

いう設定の中、応急手当した負傷者を健常者が補助しな
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がら障害物を除きながらゴールに

向かって進みます。また、竹２本

と毛布で作成した簡易担架は、５

人１グループで進みますが最初は

この担架で大丈夫？という感じで

乗った方も、竹が折れずにゴール

まで行けてホッと、また、女性だ

けのグループでもキャーキャーと

言いながらもゴールできていました。キャーキャーはご

愛敬。実際こんな場面に直面したら、皆さんきっと緊張

な面持ちで実力が発揮されるでしょう。 

 運動場では子どもバケツリレーの後、消防団によるポ

ンプ車操法の披露があり、好奇心旺盛の子どもたちは、

消防団員のキビキビした動きに自然に一緒に走ってい

る光景も見受けられました。 

 ご協力いただいた各団体・企業の皆様心よりお礼申し

上げます。 

 令和２年度は、１１月１５日に訓練を開催します。何

回も繰り返し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必要ですので、機会があれば

参加して下さい。 
（国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会） 

 

【讃岐国分寺天平文化支援事業】 

新しい時代「令和」最初の天平衣装行列 
 

１１月３日（日）in 讃岐国分寺跡史跡公園 

 今年も天候に恵まれて「第 20 回史跡まつり」が開

催されました。新しい時代、令和元年の最初であり、

第 20 回という記念すべき年の開催でした。 

 オープニングセレモニーの冒頭を飾ったのは、華や

かな天平衣装を身にまとった子どもたちを中心とした

天平衣装行列でした。子どもたちの顔は笑顔いっぱい

で生き生きと輝いていました。このような晴れやかな

場を設けていただいた「史跡まつり実行委員会」関係

の皆様に心よりお礼申し上げます。また、衣装部会の

皆様に衣装の製作や着付け等にご苦労いただきました。 

 行列終了後、衣装部会お手製のお手玉が入った可愛

い巾着袋を嬉しそうに持ち帰る子どもたちの姿は、と

ても満足した様子でした。 

 新しい時代「令和」が始まりましたが、はるか 1300

年の昔から語り伝えられた国分寺の歴史とともにこれ

からも長く「史跡まつり」が継続されること、そして、

「天平衣装行列」がその一翼を担うことを願っています。 
  （讃岐国分寺天平文化倶楽部） 

 

【文化祭事業】 

文化祭開催 
11 月 9 日（土）10 日（日）in 高松国分寺ホール 

 国分寺町文化協会は

51 の文化団体、社会教

育団体、各種サークル

が加盟し地域文化の振

興に努めています。 

 51 団体が一堂に会

するのが文化祭です。今年は秋の好天に恵まれ大勢の人

が参加して盛大に開催されました。作品発表はアートギ

ャラリー、保育所・幼稚園・小学校・中学校の児童生徒

の作品と、一般の作品がホールいっぱいに展示され、親

子・家族連れの人が多く鑑賞されました。 

 芸能発表は第１日目が歌・踊り・演奏など多様にわた

って発表され視聴者を楽しませてくれました。第２日目

は屋内でカラオケ、屋外では和太鼓の迫力ある演奏や獅

子舞・バザー等で賑わいました。 

 本年度の文化講演会は、2 月24 日（月・祝）に高松

国分寺ホールで「能楽入門」を開催します。入場チケッ

ト（1,000 円）を高松国分寺ホールで販売しておりま

す。多くの方のご参加をお待ちしております。      
（国分寺町文化協会） 

 

【地域健康ふれあい事業】 

第１３回健康まつり 

 

  11 月17 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

する賛同グループと、「NPO 法人香川糖尿病支援まん

でがん」の方々のご協力を頂き健康まつりを開催でき

ました。当日は、お天気も良く地域の方々が多く参加

しました。 

 「まんでがん診療所」では、糖尿病についての血糖

検査ができました。昨年度の結果は、高血圧 50％、糖

尿病24％、糖尿病予備軍 33％でした。骨密度検査や

体組成測定、血圧脈波測定なども行い、糖尿病専門医

による相談や薬剤師・栄養士・運動士による指導があ

りました。 

 このほか、糖尿病予防健康

料理の試食、脳トレも行い、

健康について考えるいい一日

となりました。 

 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。あり

がとうございました。 
（「健康国分寺 21 計画」いきいき会議） 

 

【地区体育協会支援事業】 

第３９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 

 さわやかな秋晴れの空

の下、勝賀ブロックスポ

ーツ大会が開催されまし

た。総勢 400 名の参加者

があり、盛大に開催され

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。 

 （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 国分寺南部

  さわやかママさんバレーボール 弦打 鬼無 

50 歳以上男子ソフトボール 国分寺北部 鬼無 

グラウンドゴルフ 国分寺南部 国分寺北部 
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 「国分寺町老人クラブ連合会」は高齢者運動会を 11 月 23 日に南部小学校体

育館にて開催しました。150 余名が参加し、元気にさわやかに競い楽しみました。

思うように動いてくれないリンリンレース（自転車のリムを押す）等、10 種目

を行い、けがもなく楽しく終えました。 

11 月 28 日には五色台へ紅葉拝見と瀬戸内歴史民俗資料館を訪問しました。 

私たちの生活する瀬戸内圏域の生活民具など懐かしさを思い出しながら展示を拝見しました。 

1 月6 日は徳島・淡路へ初詣に参ります。ご一緒しませんか？ 

家に閉じこもっていないで、おしゃべりや軽スポーツをみんなで楽しみ、健康寿命を延ばし、さわやかな老

後を一緒に楽しみませんか？ あなたの参加をお待ちしています。 

 

 「国分寺町ボランティア協会」は、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、18 年目になりました。 

 年間の主な事業は４つで、６月の総会直後の「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・南部地区社会福祉協議会や国分寺

北部・南部校区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開催実

施しています。 

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「ボランティア国

分寺」をご覧下さい。現在、情報誌「ボランティア国分寺<第38 号>」の発行準備に取り掛かっています。 

活動に賛同される方の参加をお待ちしています。 

【チューブローズ（ハワイアンフラ）】 
 

 アロハ～。普段の練習はハワイアン柄の T

シャツにパウスカート、そして髪飾りやネッ

クレスを身に付けます。 

 ハワイアン音楽の流

れるなか、フラを踊る

ことで体幹を鍛えつつ

も、気持ちは癒されて

います。文化祭などで

の発表会に向けて新曲

を覚えるのもよい頭の

体操ですし、みんなウ

キウキして練習に励ん

でいます。 

 心も体も頭も健康になりたい方は、ぜひ練習

を見に来て下さい。   

  活動日時：第2・4木曜日 10時～12時 

 「讃岐国分寺あんず事業振興会」は、設立 13 年目になり、会員は 37 名です。長野県千曲市森地区での先

進地研修から始まり、「新しい町おこしにならないか」との思いで、その後も西日本の栽培地を訪問し研修を

重ねてきました。東讃農業改良普及センター等の指導を受け、現在に至ります。 

 寒冷地栽培のあんず木を国分寺町で栽培すべく研究を続けて、現在、改良された 4 品種を栽培しています。

国分寺産あんずは日本で最も早く 6 月に収穫できます。ちなみに、元年度は豊作でした。また、活動を共にし

ている洋菓子店は、「国分寺産あんず」を使った新商品の開発に努めています。 

１２月には、小豆島の「屋形崎夕陽の丘継承会」(20 名弱)が来園され、剪定・防除

等の栽培技術や商品加工・販売等を絡めた６次産業化に繋がる内容についての交流会

が行われました。3 月には当会の最大のイベント「あんず花まつり」を開催します。 

最後に、休耕田を利用して、あんず木栽培が可能です。一緒に活動できる人を探し

ています。ご連絡をお待ちしています。 

【香川アドラー心理学研究会】 
 

私たちは、日本アドラー心理学会と連携しながら、香川で

アドラー心理学をともに学ぶグループです。年に数回、『ア

ドラー心理学のグループ体験にもとづく育児学習コース

《Passage（ﾊﾟｾｰｼﾞ)（Parent Study System on Adlerian 

Group Experiences）』を開催しています。パセージは、子

どもとの関わり方のどういう点を工夫すれば自立した社会

と調和できる大人になってもらえるか…あたたかい雰囲気

の中で体験を通じて学ぶことができる育児学習コースです。 

 子どもとの関わり方を相談しあえる定例会を毎月行って

います。パセージを受講していなくても、どなたでも参加で

きます。楽しく一緒にパセージを学びませんか？ 
 

  活動日時：第2土曜日14時～17時 

第 4日曜日13時～17時 
 

 

パセージ体験版を 2 月9 日（場所：金倉寺）に開催します。 

《問合せ》田所恵子 ✉taibopama@gmail.com 

     （日本アドラー心理学会認定家族コンサルタント） 
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令和元年度ふれあい運動会【９月２８日（土）】② 

 今年も子どもたちが楽しみにしている運動会が行われました。今年度は

“ほっくほくパワー100％”をテーマとし、子どもたちのパワーを表現し

ました。“おはようパワー”“大好きパワー”“元気パワー”“笑顔パワー”

を満タンにして、最後には保護者の皆さんにもハートのうちわで協力して

いただき、会場はほっくほくパワーでいっぱいになりました。 
 

芋掘り【10 月28 日（月）・11 月 1 日（金）】 

 春にツルを挿し、水やりや草抜きをして大切に育てたサツマイモの収穫を行いまし

た。3 歳児は園庭の畑で親子で行い、4，5 歳児は近所にお借りした畑で行いました。 

想像していたよりも大きな芋がゴロゴロ出てきたことに子どもたちはびっくり！「お芋

は力持ちだった！」「４２９個もあった！」と収穫を喜びました。「焼き芋したいね」と

子どもたちの期待は膨らんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国北小まつり 【８月３１日（土）】 

 今年度も多くのブースや催しが開かれました。天候にも恵まれ、参加した方々

が楽しめた祭りになりました。 
 

校外学習（1～5 年） 【９月２０日（金）】 

 １～5 年生は秋の校外学習に行きました。どの学年もバスに乗り、期待に胸を

膨らませて出発していました。各学年ごとにコースが違っており、それぞれに思

い出深い校外学習になりました。 
 

修学旅行（6 年）【１０月４日（金）～5 日（土）】 

 6 年生は京阪神方面へ修学旅行に行きました。友だちと一緒に活動し、いろ

いろな歴史や文化に触れ、充実した二日間を過ごすことができました。 
 

小さな音楽会【１０月２６日（土）】 

 第40 回小さな音楽会が開かれました。どの学年も、限ら

れた短い時間の中で一生懸命練習してきた成果を出すこと

ができました。  

 

国
北
小
コ
ー
ナ
ー 

国
北
幼
コ
ー
ナ
ー 

国北幼の行事予定 

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 

１/１０（金）ぴかぴかデー  １/２７（月）入園周知会 

２/ ３（月）節分豆まき  ３/ ３（火）ひなまつり 

３/ ５（木）お別れ会  ３/１２（木）修了式 

４/ ６（月）第 1 学期始業式 ４/１０（金）入園式 

※この他、親子遠足、カレーパーティ、プール遊びなどを予定。 

―「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１９日（日） 

午前９時３０分～午後３時 

場所：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（任意）。 

またコミセンに募金箱を設置しています。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１５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） 

国北小の行事予定 

１/２６（日）学習参観 

２/２８（金）ぴかぴかデー（１年） 

３/１７（火）卒業式 

３/２４（火）３学期終業・修了式 

４/ ６（月）1 学期始業式 

４/ ９（木）入学式 

５月中旬 運動会（未定） 
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―「第９回あんずの花祭り」の開催― 
  

日時：3 月２２日(日) 

場所：あんずの里 
 

昨年は天気も良く、高松

市内、三木町、坂出市、丸

亀市、遠くは大阪からの来

園者もあり、総勢 80 名を 

超えての盛況ぶりでした。あんずを使った新商品等

の披露と販売もあり、楽しい一時を過ごしました。

この様なイベントを通じて、細やかですが地域の活

性化につながればと思っています。 

 お問合せは、当振興会事務局（874-1354）へ。 
（讃岐国分寺あんず事業振興会） 

【お知らせ】 

 綾歌地区医師会と医師が連携し、今とこれからの在宅

医療介護について地域の皆様にお伝えすることを目的と

して「知っとく、なっ得！在宅医療―よっしゃ町医者セ

ミナー」を開催します。無料ですので是非お越し下さい。 

【北部会場】 

日時：2月 7日（金）午後1時 30分 

場所：北部コミュニティセンター２F 大会議室 

講師：山下医院 院長 三橋康彦先生 

【南部会場】 

日時：2月 27日（木）午後2時 

場所：南部コミュニティセンター 

講師：こくぶ脳外科内科クリニック  

        院長 政田哲也先生 
（綾歌地区医師会） 

編集後記 

明けましておめでとうございます。 

昨年は様々な大きな出来事がありました。大変でし

たですよね。皆様の活動に影響はありませんでしたか。 

年が明けたのを機会に、心機一転、凶を吉に変えて

いきたいものです。今年は何が起こるか想像もできま

せんが、何はともあれ協力し合って元気で仲良くハッ

ピーにいけるよう頑張りませんか。広報部会としても

精いっぱいやろうと思います。 

今年もよろしくお願い申し上げます。   
（広報部会） 

【お知らせ】 

―  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 16 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 
 

ゲリラ豪雨による水害から家を守るため、平常時から自宅前の側溝でなくとも率先してゴミ・汚泥・草刈りな

どを行い、雨水を排水するための環境を整えることは水害を回避するためにとても大切なことです。 

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１6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１7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 

【お願い】 

「ペットボトルキャップ」について 
飲み物用ペットボトルのキャップだけ入れて下さい。 

キャップ以外の物はダメ！ 

・他の物がまざるとリサイクルできず、ただのゴミになりま

す。キャップは水分をよくきり、シールは、はがして下さい 
 

 

 
 

 

（国分寺まちづくり協議会） 

みんなの協力で国分寺町内で平成３０年度は 

５８０ｋｇのキャップ（約２３２，０００個）を回収しました。 

ワクチンにすると 約４６４人分 です 


