
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１回 防災研修会 

７月２日 in 国分寺会館 

平成２３年度重点目標は「地域の防災意識を高めること」です。 

連合自治会主催の防災研修会を開催しました。自治会長さん、自治会員の

方など約１００人が参加しました。 

最初のテーマは「地震、台風など災害にどう備えるか」で、高松市役所の担当職員から「寝室には、落

下するものや倒れてくる物を置かない」「地震や大水のとき、先ずどこに逃げるかを考えておく」などの

提言があり、参加者は熱心に聞き入っていました。 

次に「自主防災」については、「手続きを大幅に簡素化しているので、多く

の自治会で組織してもらいたい」と要請がありました。 

北部連合自治会ではこうした研修会などを通して、住民の防災に対する意

識を高めるとともに、自主防災の組織化にも取り組んでいきます。 

（国分寺北部校区連合自治会）
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 国分寺北部コミュニティセンターオープンから２年目に入りました。平成 22 年度は高松市からの「まち

づくり交付金」による事業支援により、活動情報発信や文化・生涯学習、スポーツ・健康増進、また環境・

防犯、青少年育成に関する様々な活動を行いました。今後とも、関係団体や住民の皆様との連絡調整を密に

行いコミュニティ活動の拠点となるよう管理運営に努めます。また、事務局には今年４月から三谷美奈子主

任を加え４名のスタッフで管理運営していますので、お気軽にご利用下さい。 

 さて、昨年からの懸案でありました、北部コミュニティセンターの耐震改修工事のため、事務所は「北部

会館（分館）」に移転しています。工事中は、センター利用及び付近の住民の皆様にはご迷惑をおかけいた

しますが、ご理解ご協力よろしくお願い致します。 

国分寺北部校区コミュニティ協議会 会長 佐々木 英典

高松市ゆめづくり推進事業 
 

 地域コミュニティ組織のさらなる活性化と基盤の強化を図るため、本年

度高松市ゆめづくり推進事業に国分寺北部地区の「われら国分寺環境美ま

もり隊―つなげよう未来へ美しいふるさと―」事業が採択されました。事

業は８月より、国分寺北部校区コミュニティ協議会の文化部会（奥谷ホタ

ル部会）や環境・安全部会、青少年健全育成連絡協議会が中心となり活動

を行います。 

事業では、ほたるが舞う町づくりを進めるため、「清流とホタルの郷」改修整備

やホタルの幼虫飼育・放流、自然観察講習会、そして北部地区の環境美化の状況

を把握するため不法投棄パトロールを行います。美しく住みよいまちづくりのた

め、美化活動にご協力お願い致します。 

                   （国分寺北部校区コミュニティ協議会）



 

地区保健委員会育成支援事業 

 国分寺北部地区保健委員会では、「健やか高松２１」、

そして「健康国分寺２１計画」に基づいて国分寺地区

住民の健康増進のために活動しています。主な活動内

容は、国分寺南部地区保健委員会と合同で各自治会保

健委員対象に年間５回の保健委員会及び研修会の開

催です。食中毒予防やがん検診受診の啓発、季節ごと

の予防事項や生活習慣病・認知症・介護・がん予防や

歯の健康について研修を行い、各自治会住民の皆さん

に啓発しています。 

７月２７日には、第１

回保健委員会及び研修会

を開催しました。またそ

の他として、「げんきか

い」という会を発足し、

高齢者の会等へ出向いて

介護予防活動も行ってい

ます。 

 これからも保健委員さんを通して市民の皆さんの

健康を見守っていきます。 

（国分寺北部地区保健委員会） 
 

「中学生とのクリーン作戦」 

 ８月１日  in 国分寺支所周辺 

２０年以上続いて実施しております、中学生とのク

リーン作戦。今年も中学生を中心に各種団体（１２団

体）からご協力いただき、総勢２５０人で実施しまし

た。クリーン作戦では６コースに別れ、それぞれのコ

ース約２キロにわたり、側溝や植栽などのタバコの吸

い殻や空き缶などのごみ拾いを行いました。 

 清掃活動後、中学生の体験発表会で、参加した生徒

や先生が「去年もクリーン作戦に参加したが、去年よ

りごみが減っていた印象を受けた。自分の住んでいる

地域で積極的に清掃活動を行い、環境保全に努めてい

たからかな？これからも継続的に活動を行う必要が

あると思う。今日の私たちの活動を見ていた人たちが、

ポイ捨てをなくしてくれるように望みます。」と発表

しました。 

ご協力いただきました皆様、早朝また暑い中有難う

ございました。きれいなまちづくりを地域全体でつく

るために、住民の皆様で協力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

（国分寺北部校区婦人会） 

 

学校体育施設開放運営支援事業 

  ６月２６日  in 国分寺北部小学校 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会では、南部

運営委員会と共催で“ニュースポーツに親しもう”と

題し、『フライングディスク教室』を開催しました。 

 運営委員会は、小学校体育施設の利用調整を行うだ

けでなく一人でも多くの校区内住民の皆さんが、スポ

ーツ・レクレーションの場として、気軽に利用・楽し

めるよう企画・運営しています。 

 今回は、小学生を対象に

２０数名の参加でしたが、

今後とも新しいスポーツ

やレクレーションを取り

入れ、企画してまいります

のでご参加いただきます

ようお願いたします。 

（国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ふれあい交流事業（スポーツ少年団交流事業） 

スポーツ少年団交流大会 
2月26日  in 橘の丘総合運動公園 

交流大会は町内各スポーツ少年団相互の親睦を図

るため、毎年開催しています。 

当日は各団の種目を離れてリレーマラソン・大綱縄

飛び・綱引き等に挑戦し日頃のガンバリを発揮しまし

た。特に綱引きでは県審判員の指導のもと正規のルー

ルに従い各団対抗戦を行うとともに、指導者・家族も

参加して汗をかき、最後は参加者全員 300 余名で、

しっぽくうどんで締めくくり、子供達も普段の練習か

ら離れて交流大会をおおいに楽しんでいました。 

今後も、スポ少における地域活動の一環として交流

大会をより以上に盛り上げていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

（国分寺町スポーツ少年団連絡協議会） 

まちづくり交付金はこのように使われました。 

学校開放委員会からのお知らせ 

☆☆ 学校施設ご利用の皆様へ ☆☆ 

日時 ８月２９日(月） １９時～２０時３０分

場所 国分寺会館 2 階第 1 会議室 

内容 心肺蘇生法講習会 

（人工呼吸及び AED の使用法） 



第５回『ホタルＤＯＭＥいん国分寺』 

6月４日 in 国分寺会館 

奥の谷地域で養殖したゲンジホタ

ルは、同地域で実施した５月末の鑑賞

会に続き、６月初旬には誰もが足を運

んでもらえるよう屋内のドーム型テ

ントに放って、その神秘的なひかりを

多くの方に楽しんでいただきました。 

また、今回は会場で奥の谷地域以外の方でホタルの

養殖に興味のある方を募り、来年の乱舞を楽しみに数

組の親子から申し出がありました。 

 ホタル部会では、ホタル

の舞うまちを目指し「高松

市ゆめづくり推進事業」を

今年度、実施します。皆様

のご指導、ご協力をよろし

くお願いいたします。 

（奥の谷天神会ホタル部会） 

 

第 14 回国分寺町冬のまつり 

1月23日 in 橘の丘総合運動公園 

鳥取県江府町から運ばれた本物の雪での「雪合戦大

会」。そして、雪の広場での「そり遊び」や「宝さが

し」。よい天候に恵まれ、大好評でした。ふるまいの

もちつきや餡もち雑煮もあっという間に長蛇の列。２

年目となる自衛隊の装甲車両の展示も子どもだけで

はなく、大人にも好評でした。 

室内での昔遊び体験もみなさん楽しそう。多様なス

テージイベントもあり、冬の１日を楽しんでいただけ

たと思います。 

お手伝いいただいた各

種団体の皆様ありがとう

ございました。次回もご

協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

（国分寺町冬のまつり実行委員会） 

 

 

 

○踊りの部 

 期日 11 月 20 日（日） 

 場所 国分寺中学校第２体育館

 

○チャリティーカラオケ大会 

 期日 11 月 26 日（土） 

 場所 福祉センター 

 

○芸能発表の部 

 期日 平成 24 年 1月中旬 

 場所 国分寺会館 

 

 

国分寺町文化祭ご案内 

 文化を誇る我が国分寺町にとって、町民あげての文化祭は町民あげての文化のお祭りであり、先輩から受け継がれ

た伝統でもあります。ただ会場の関係で、開催期日・場所が分散するのは毎年のことながら残念です。 

町民全員参加の文化のお祭りですので、ぜひご参加ください。 

○芸術文化の部 

出展（担当）団体
1 9月18日（日）～9月24日（土） 水墨画クラブ
2 9月25日（日）～10月1日（土） 陶芸クラブ・竹酔会
3 10月2日（日）～10月8日（土） フラワーアレンジメント・オリーフﾞの会
4 10月9日（日）～10月15日（土） パソコンクラブ
5 10月16日（日）～10月22日（土） 絵画教室
6 10月23日（日）～10月29日（土） 写真同好会・国分寺町漢詩同好会
7 10月30日（日）～11月5日（土） パッチワーク
8 11月6日（日）～11月12日（土） 清香デジカメ倶楽部

期間

国分町図書館
研修展示室

（アートギャラリー）

 
○展示及び公開の部 

展示日程 11 月 26 日（土）9:30～16:00  

  11 月 27 日（日）9:00～15:00 

国分寺中学校
第２体育館

JA国分寺女性部　南部・北部婦人会　五色書道会
南北女性教室　南・北健全育成会　皐月俳句会
更生保護女性会　文化財保護協会　凧クラブ
生活研究グループ　ウォーキングサークル　囲碁倶楽部
国分寺まちづくり協議会(NPOこまち)

国分寺武道館
みのり保育園　いずみ保育園　みよし保育園　なかまの里
中学校　絵手紙同好会　南部・北部子ども会　北部小学校
南部小学校　南北保育所　南北幼稚園　晴月会

中学校天体観測所 いん石国分寺天文同好会　中学校天体クラブ　屋上ドーム

国分寺体育館地下 和太鼓教室　11月27日　10時～12時　讃岐国分寺太鼓保存会

福祉センター前広場
和太鼓集団夢幻の会　なかまの里　なかまの里家族会
生活研究グループ　商工会　讃岐国分寺太鼓保存会
獅子舞　11月26～27日　12時～12時30分  



  

   
開催日時 １０月１５日（日）午後５時３０分～８時 

開催場所 橘ノ丘総合運動公園自由広場  

（荒天時は屋内ゲートボール場） 

メインゲスト AUN(あうん) J-CLASSIC

その他の出演者 

 

讃岐国分寺太鼓保存会 

 

 

浦安の舞（楠尾神社） 

 

 

和太鼓集団夢幻の会 

 

今回より実行委員会での開催となります。ご家族揃って

秋の夜長を楽しんでくださいね。皆様のご来場をお待ちし

ています。               （音の祭り実行委員会）

編集後記 

コミュニティだよりも第６号となりました。最初は何

を載せたらよいか・・・、記事が本当に集まるのだろう

か・・・など心配ばかりでした。しかし、編集してみる

と載せなければならない記事やイベントの多いこと。逆

にどのようにすべて載せたらいいのか、そのスペースの

確保で困ってしまうほどでした。 

国分寺町のあふれるエネルギーはまだまだ健在です。

もっともっと我々広報部をあわてさせて下さい。目は少

し薄くなりましたが、しっかり頑張って私たちの町の活

力そのものを今後もお届けしたいと思います。 

      （広報部会）

町内行事ご案内 
☆第３６回国分寺町まつり 

８月２６日（土）１６時～２１時３０分 

８月２７日（日）１６時～２１時  

in 橘ノ丘総合運動公園野球場 

☆国分寺地区敬老会 

９月１９日（月）１３時３０分～１５時３０分 

in 香川県看護協会 

☆音の祭り 

１０月１５日（土）１７時３０分～２０時 

in 橘ノ丘総合運動公園自由広場 

☆グリーンフェスタ国分寺 

１０月２１日（金）～２３日（日） 

in 橘ノ丘総合運動公園 

☆第１２回史跡まつり 

１１月５日(土) 

in 讃岐国分寺跡資料館・史跡公園 

☆ASPAC 記念盆栽センターまつり 

１１月１９日（土）・２０日（日） 

in JA 香川県国分寺盆栽センター 

☆国分寺町文化祭 

１１月２６日（土）９時３０分～１６時 

１１月２７日（日）９時～１５時 

in 国分寺中学校体育館、武道館 ほか 

太極拳サークル“えん” 

 ゆっくりとリラックスした動きの太極拳は、全身

をバランスよく動かし、血行をよくします。その人

の体力に応じた運動ができ、老若男女を問わず、生

涯スポーツとして人気があります。私たちも一週間

に一度、和気あいあいと、心も体もリフレッシュし

ています。あなたも一緒に始めてみませんか。 

レッスン日時 

  毎週土曜日 午前９時～１２時 

フラワーアレンジメント同好会 

 お花の好きな仲間が集まって、生活に彩りを添え

るおしゃれなアレンジメントを楽しんでいます。花

材は生花が中心ですが、季節によっては造花など人

工的なものを使うこともあります。 

 現在は秋の文化祭に出品する作品を制作中です。

文化祭アートギャラリーに是非お越し下さい。 

レッスン日時 

 第２・４土曜日 午前９時３０分～１２時３０分

 


