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コミュニティ協議会総会報告 
 

 今年度の総会は、このたびの新型コロナウイルス感染拡大防止という観点から、

書面表決とさせていただき、前年度の事業・収支決算報告、今年度の事業・収支

予算案、役員改選議案について可決・承認されました。 

 事業計画では、重点事業として防災・減災・福祉サービス事業を実施します。

特に、地域の見守り活動強化を図る目的から、空き家をリノベーションし配食サ

ービスを開始します。また、昨年度作成した避難所運営マニュアルについても、

今後継続的に避難所運営についての研修会・訓練を開催し、地域住民への周知を

図って参ります。 

 なお、今年度も防犯カメラ設置促進事業について、香川県警及び高松市からの

助成金をもってコミュニティセンター付近に設置し、安全・安心、快適な地域、

住み良いまちづくりを推進・実施します。 

 今後も効果的な防災の取組と魅力溢れる地域づくりを目指し、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おり、多様化する地域課題を地域住

民自らの問題として捉え、協議会において解決に向け積極的に取り組みたいと考

えておりますので、今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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【横断旗を設置しました】 
 

 信号のない横断歩道を渡りたいのになかなか車が止まって

くれない・・・。車も人も急いでいるのでしょう。危なそうに

小走りで渡っている光景が見られます。高齢者や子どもは歩く

のが遅いです。 

 この度、国分寺総合センター東側と旧百十四銀行端岡出張所

西側の横断歩道に横断旗を設置しました。皆様方に活用して頂

きたいと思います。 

 横断歩道の渡り方は、横断歩道手前

脇に設置した旗を持ち、横断歩道手前

で旗を上げ左右の車が停止するのを

確認してから軽く会釈して渡ります。

旗は脇に設置したボックスに返却し

て下さい。 

 ドライバーの方へ 横断歩道を渡る人が優先ですので交通

安全にご協力下さい。       （地域安全推進委員協議会） 

 

【まもりん食堂オープンします】  

 

 国分寺北部校区コミュニティ協議会は、だれもが住み慣れた地域で支え合いながらいきいきと安心して

暮らし続けることができる地域づくりの実現のために、また、食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らし

を共につくるための体制づくりを目指すため、１０月から配食サービス事業を開始します。  

 配食サービスは会員制で、地産地消にこだわったお弁当を希望日の午前１０時～

１１時に配達し、配食した弁当箱は当日午後２時～３時に回収に伺います。 

 まもりん食堂においては数量限定でランチを提供。（午前１１時～午後２時） 
 

お問い合わせ・お申し込みは 

 ☎０７０－３７９６－０４９６（まもりん食堂） 

 ☎０８７－８７４－５８０５（国分寺北部コミュニティセンター）までご連絡をお願いします。  
 

 また、たくさん採れた野菜などがありましたら、まもりん食堂へのご寄付をよろしくお願いいたします。 

 なお、この事業の収益は子ども・高齢者等の見守り活動の資金源になります。 
（国分寺北部校区コミュニティ協議会） 

緑のカーテン 
 

 今年度香川県地球温暖化防止活動推進

センターからモデル地区として指名され

た国分寺北部校区では、約２０世帯にご協

力いただき、「緑のカーテン」を実施中。

新型コロナウイルス感染予防のため、講習

会が植え付け後に行われ、すでに成長して

いるゴーヤについての質問がたくさん飛

び交いました。  

 協議会では、配食サービス拠点整備を

行っている家で実施中。 

「涼を楽しむ、見て楽し

む、食べて楽しむ、そし

て地球にもやさしい」今

後も地域で実践してい

きたいと思います。 

【新役員】  

役職 氏 名 

会長 佐々木正明 

副会長 塩崎 孝博 

副会長 落合恭仁子 

理事 三谷 幸子 

理事 竹本  慧 

理事 東原 明子 

理事 平井  勉 

理事 宮崎 朝信 

理事 泉川 邦弘 

理事 岡田 敬司 

会計 前田 伸治 

監事 岡  重範 

監事 溝渕  功 
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第２１回「讃岐国分寺史跡まつり」 

開催中止について  

  

 今年の国分寺史跡まつりは１１月１日（日）に開催予

定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、開催中止となりました。 

 たくさんの子どもたちを始め、参加者、関係者の健

康・安全を第一に考慮した結果であり、開催を楽しみに

してくださった皆様方には、残念な結果となりました。 

 今後の開催につきましては、多くの方々が、安心して

楽しく参加できるような状況が整いましたら実施した

いと思いますので、再開の折には、これまで以上のご支

援をお願いいたします。 
（讃岐国分寺史跡まつり実行委員会） 

 

【 北部地区敬老会開催中止のお知らせ 】 

国分寺北部地区にお住まいの７５歳以上の方々を対象に、長年にわたり社会の発展に貢献された皆様方

のご幸福と長寿をお祝いするための「敬老会」は、新型コロナウイルス感染予防のため中止することにな

りました。 

なお、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おり、下記の日程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）を必ずご持参ください。 
 

    配布期間 ９月１９日（土）～２２日（火） 午前９時３０分～午後４時３０分 

配布場所 北部小学校体育館 
 

※会場付近の渋滞緩和のため、自家用車で来られる方は小学校南門（県道 33 号線

国分寺交番より北へ入る）へ進入し、帰りは小学校東門からお帰りください。 
 

 配布予備日 日時 ９月２３日（水）午前９時３０分～午後４時３０分 

    場所 国分寺北部コミュニティセンター 

お問い合わせ先  国分寺北部地区社会福祉協議会 ☎８７４－５７７０     
   国分寺北部コミュニティセンター ☎８７４－５８０５ 

 

「防災訓練」開催の中止について 
 

毎年多くの関係者からご協力をいただいており

ます防災訓練ですが、今年度は体育館等での３密を

避けるため開催を中止いたします。 

次年度は、十分な新型コロナウイルス感染予防措

置ができ、実施ができる環境が整っていれば開催し

たいと考えておりますので、その際はご協力をよろ

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・ 

自主防災組織連絡協議会） 

―課題解決応援加算事業― 

（桜植樹整備事業）  

 

 今年度で４年目になる

桜植樹整備事業。農免道路

に約２５０本の植樹した

桜は順調に大きくなり、今

年の春も小さいながら花

を咲かせました。 

 しかし残念ながら農免道路では不法投棄は続き

ます。先日は大量の衣類やタンスなどが投棄されて

いました。土地の所有者（財産区）と高松西警察署

ともに回収事業を行い、中から投棄した犯人の名前

が出てき、警察の地道な捜査の結果逮捕に繋がりま

した。個人のモラルを守り、ごみはルールを守って

処理しましょう。 

 今後も草刈りや水やり、不法投棄パトロール等、

手伝いいただけるボランティアの方を募集します。

ご参加していただける方は国分寺北部コミュニテ

ィセンター（☎８７４－５８０５）までご連絡をお

願いいたします。 
 

（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】 

神社清掃活動 
 

8 月 1 日（土）in 国分八幡宮・楠尾神社 

 子どもたち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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早朝よりご参加いただいた皆様ありがとうござい

ました。皆様のおかげで大変きれいになりました。

次年度もよろしくお願いします 
（国分寺北部地区青少年健全育成連絡協議会） 

第２４回「音の祭り」延期のお知らせ 
 

9 月 29 日(日)に開催を予定していましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、来年２月

２６日（金）に延期いたします。なお今後の状況

により開催中止の場合もあります。 

（音の祭り実行委員会） 
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陶芸教室【７月 8 日】 
 地域の陶芸クラブの方に来ていただき、年長児が修了記念品を作りました。

「冷たい！」「固い！」「ザラザラ～」と、普段使っている油粘土とは違う感触

に興味をもっていました。 

 陶芸クラブの方に手伝ってもらいながら、手形を取った

り好きな型を選んで型抜きをしたりして、飾り付けを楽し

みました。丁寧に教えていただき、子どもたちは集中して

自分の作品作りに取り組みました。 

 後日、コミュニティセンターのかまどへ見学に行くのを

楽しみにしています。出来上がるのが今から待ち遠しいで

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スマイルあいさつ運動 【～6/15(月)、7/6(月)～】 
 国分寺北部小学校では、毎週月曜日に、地域の方（健全育成連絡協議会、ボランティアの方等)の

ご協力のもと、スマイル委員会が中心となってあいさつ運動を行っています。 

 4 月に入学した 1 年生も登校班に慣れ、上級生と一緒にさ

わやかなあいさつのできる子どもが増えています。コロナ禍

における新しい生活様式を守りながら、にっこり笑顔で「お

はようございます」と言う子、軽くお辞儀をしながらあいさ

つする子・・・。 これからも地域の方々に見守られながら、

国分寺北部小学校にあいさつの輪がさらに広がることを願っ

ています。 

 ご参加いただきました地域の皆様、ありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

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 

 ９/１ （火） ２学期始業式    

１０/３（土） ふれあい運動会 

１０/７（水） 親子遠足（四国水族館） 

１１/５ （木） 年長児遠足（国分寺・国分寺跡資料館） 

１２/５（土） 生活発表会    

１２/２４（木）第２学期終業式 

１/ ８  （金） 第３学期始業式     

１/２０（水） うどん作り 

１/２６（火）  入園周知会     

国北小の行事予定 

 9/30（水）ぴかぴかデー（6 年） 

10/30（金）ぴかぴかデー（5 年） 

11/11（水）就学時健康診断 

11/27（金）ぴかぴかデー（4 年） 

12/18（金）ぴかぴかデー（3 年） 

12/24（木）2 学期終業式 

1/ 8（金）3 学期始業式 

1/29（金）ぴかぴかデー（2 年） 

2/26（金）ぴかぴかデー（1 年） 

【自治会加入促進標語作品募集】 
 

 高松市コミュニティ協議会連合会では、・自治会・まちづくり・地域・助け合いなどのテーマで自

治会加入促進に関する標語を募集しています。 

 応募資格は高松市内在住もしくは、高松市内に通勤、通学されている方。 

【応募要領】 

 ▶応募数/ひとり１点まで 

 ▶応募方法/コミュニティセンター等に設置している応募用紙に記入してコミュニティセンターへ 

 ▶賞/最優秀作品…１点 優秀作品…若干数 

 ▶発表/１０月中旬頃、ホームページ「コミねっと高松」に掲載 

 ▶使用方法/最優秀作品は自治会加入促進啓発グッズ等に使用。 

  また多方面で展示・放映・掲載されます。 

お問い合わせ：高松市コミュニティ協議会連合会 ☎８２３－２７０３ 

  

９月２５日 

〆切り 
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STOP コロナ！ 新型コロナウイルス感染拡大予防 
 

 この度の新型コロナウイルス感染症確認から半年、大幅に生活様式が変化し戸惑うことが多々と

思いますが、ご自身や、周りの方、そして地域を感染拡大から守るため、それぞれの日常生活にお

いて、ご自身の生活に合った「新しい生活様式」を実践していただければ幸いです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編集後記 

今回のコミュニティだよりは、苦心

に苦心を重ねて築き上げた物が一瞬の

間に崩れさってしまったような、新型

コロナウイルス感染予防のためのイベ

ント中止のご報告がメインになってし

まいました。誠に残念至極で言葉もあ

りません。 

しかし、朝のこない夜はないといい

ます。きっと輝く素晴らしい明日があ

ります。皆さんその日がくるまで頑張

りませんか。その日まで私たちは歯を

食いしばってでも待ち続けたいと思い

ます。 

次回のコミュニティだよりは是非ご

期待ください。 
（広報部会） 

【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 
 

町内で集めたキャップは  

国分寺まちづくり協議会 が分別（協力::国分寺町婦人会）し 

⇒ (株)コメットクリーン (新居浜市) 

⇒ NPO 法人 Re ライフスタイル 

へ届けられ、 リサイクル業者に売却された対価が  

認定 NPO 法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV） 

へ寄付されます。 
 

令和元年度は 

４７０ｋｇのキャップ（約１８８，０００個）を回収しました。 

  ワクチンにすると 約３７６人分 です 

 

 


