
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【自主防災組織支援事業】 

8 月 25 日 単位自治会（国分

端岡自治会）で、AED講習を行い

ました。 

9月 18日、マルヨシセンター

近辺にて、防災マップづくりで、

平成16年の台風による大水災害

の現地確認を行いました。 
皆さまの自治会でされている防

災訓練をぜひご紹介したいので、コ

ミュ二ティセンターまで情報を提 

供ください。            （国分寺北部自主防災会） 

国国分分寺寺北北部部校校区区  
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－年頭にあたって－ 

 新年あけましておめでとうございます。年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

 さて、平成 24 年では昨年に引き続きまして自治会加入と自主防災体制の促進に取り組み、東日本大震災

の教訓から得た「困った時に支え合える地域コミュニティづくり」を目指します。 

 国分寺北部コミュニティセンターの耐震改修工事は、和室、自転車置き場、ゆるやかな勾配のスロープの

新設に加えて、玄関やトイレの段差が解消されます。どうぞ 4 月からリニューアルされたセンターを皆様是

非ご利用ください。 

 また、平成 23 年度から始まりました北部校区の「ゆめづくり推進事業」ですが、国分寺北部校区コミュ

ニティ協議会環境・安全部会と文化部会、北部地区青少年健全育成連絡協議会が連携して地域住民の環境問

題に関する意識向上を図ります。平成 24 年度は、ごみの不法投棄を監視するためパトロール隊の活動など

を行います。 

 今年も、住民の皆様のご理解ご支援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 会長 佐々木 英典 

【自主防災組織結成について】 

 東日本大震災の発生をきっかけに「安全で安心

な暮らしの大切さ」があらためて認識され地域の防

災に対する関心が高まっています。 

 自主防災組織とは、住民一人ひとりが「自らの命

は自ら守る」そして、「自らの地域は自ら守る」とい

う考え方にたって自主的に防災活動を行う組織の

ことを言います。 

 自主防災組織では単位自治会で、災害の未然防

止のため地域の巡回を行ったり、災害発生に備え

避難場所等の把握、災害発生時に備えるため機

材や備蓄品の管理、また要援護者の情報の把握

を行い万一のための備えを行います。 

災害時、自治会内の全世帯で住民の皆様の安

全確認ができるよう日々の備えが大事です。この

機会に単位自治会でどんな活動をするか、またど

んな組織にするか話し合いをしてください。 

 自主防災組織結成についてのお問い合わせは、

国分寺北部コミュニティセンター（☎874-5805）へ。 

（国分寺北部校区連合自治会） 

 

【手記 空襲 ―1945 年 高松―】 

 高松空襲に関する市民の手記を映像化したＤＶＤ

「手記 空襲 一九四五年 高松」を貸出用にコミュ

ニティセンターで２枚購入しました。 

ＤＶＤは高松空襲を子どもたちに伝える会（植田正

太郎会長）が制作したものです。１９４５年７月４日

未明、Ｂ２９から幾つもの焼夷（しょうい）弾が落と

される場面から始まり、火の海となった街を逃げ惑う

人々、空襲後に家族の遺体を火葬する様子などをパス

テル画で紙芝居風にまとめたもので、場面ごとにナレ

ーションが入っています。空襲体験者の生々しい言葉

と描写から地獄絵の市内の様子が伝わる作品となっ

ています。 

貸出をご希望される方は「国分寺北部コミュニティ
センター ☎874-5805」までご連絡ください。 

防災力 UP に努めている様子 



【栃木県下野国分寺と讃岐国分寺とのふれあい交流事業】 

―楽しかった栃木県下野市との交流― 
  ８月９日～１１日の３日間、栃木県下野市から２３

名（引率４名、児童１９名）が私たちの町、国分寺町

を訪れた。南部小学校での歓迎は盛大に行われた。ま

ず、国分寺子ども太鼓の演奏でお迎えした後、一緒に

昼食を食べた。讃岐名物のうどんは好評であった。 

  ３日目、津田での地引き網は、子どもたちにとって 

忘れられない体験となった。 

今でも子どもたちの感動した

様子をありありと思い出すこ

とができる。 

  ８月２３日～２４日には、私たちの町から２３名（引

率４名、児童１９名）が栃木県下野市を訪問し、交流

を図った。旧国分寺町にある「ゆうゆう館」での歓迎 

式、交流を通して人々の温かさに触

れた。２日目は、日光の華厳の滝や

東照宮を見学し、自然の雄大さや歴

史の重みに感動し、子どもたちにと

って一生の思い出になった。 

  栃木県下野市との交流は、子どもたちにとって、お

互いの土地の良さや人々の心の温かさを体感でき、こ

れからの人生の大きな糧になると思われる。 
（下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会） 

【障害者ふれあい交流支援事業】 

「第 6 回国分寺フライングディスク大会」 
11 月 11 日 in 橘ノ丘総合運動公園屋内ゲートボール場 

障害者と健常者のふれあい事業として開催してき

た本大会も、今年で第６回。少し肌寒いなか町内の老

人会、婦人会、民生・児童委員、障害者、南北保育所

の園児と職員等１６０余名の過去最高の参加者を迎

えた。来賓の祝辞につづいて南部保育所の園児による

可愛い手話での選手宣誓があり雰囲気が和んだ。 

 高松市身体障害者スポーツ大会６年連続優勝に貢

献した選手４人のデモンストレーションから始まり、

初めての人、練習が出来ている人等入り交じって真剣

に取り組んで活気がある競技となった。 

 ディスク（円盤）が輪を通過すると拍手が沸き、外

れると悔しい仕草で一喜一憂する様子はまるでみん

な童心に帰った様で楽しい時間を過ごした。成績優秀

者にはトロフィーやメダル、記念品が手渡された。 
成績優秀者 

部門 1 位 2 位 ３位 ４位 ５位 

３ｍの部 久保 響 宮内颯太 草刈啓太 岡田 想 吉田抻輝 

５ｍの部 長尾直美 宮内恵美子 松尾豊子 山下寿代 城山とみ子 

７ｍの部 久保田喜久男 馬淵 奨 松下康夫 藤井睦男 松本輝雄 

次回も大勢の皆様にご協力とご

参加をお願い申し上げると共に本

大会事業に寄与されましたすべて

の関係者の皆様に深く感謝申し上

げます。 

 （国分寺フライングディスク大会実行委員会） 

【地区体育協会運営支援事業】 

第 31 回勝賀ブロックスポーツ大会 
11 月 20 日 in 西部運動センター 

 前日の雨空の影響が心配さ

れたが、秋晴れのもと恒例の

勝賀ブロック(国分寺南部、北

部、香西、鬼無、弦打、下笠

居の 6 地区)スポーツ大会が開

催された。 

 今回、国分寺北部校区は 4 種目(男女混合ソフトバ

レーボール、さわやかママさんバレーボール、50 歳

以上ソフトボール、さわやか女子ソフトボール)に参

加し、さわやか女子ソフトボール、50 歳以上ソフト

ボールの 2 種目において優勝の栄冠に輝いた。 

 試合の結果 
種    目 優  勝 準優勝 

男女混合ソフトバレーボール 香西 下笠居 

さわやかママさんバレーボール 香西 国分寺南部 

50 歳以上ソフトボール 国分寺北部 下笠居 

さわやか女子ソフトボール 国分寺北部 ― 

ゲートボール 下笠居 香西 

※さわやか女子ソフトボールは、出場校区が 2 チームのため

優勝のみとなりました。 

来年度は、今年参加できなかったゲートボールにつ

いても、是非ともチームを結成していただき積極的な

参加をお願いします。 
    （国分寺地区体育協会） 

 

 

【地域団体活動支援事業】 

「楽しかった高齢者の運動会」 
11 月 23 日 in 国分寺中学校第２体育館 

恒例の６０才以上の高齢者運動会が、約２００名参

加し、健康と親睦を目的に開催された。はじめに軽い

体操でウォーミングアップしてからはじまり、昔、物

が無い時に遊んだ自転車のリームを竹棒で押し回し

ながら走る輪回しやボーリング、輪投げ、玉入れ、パ

ン食い競争など１１競技を行い、最後に全員が体育館

いっぱい輪になって国分寺音頭、炭坑節を踊って楽し

く遊ぶことができた。 

 今年は、天候にも恵まれて

大勢の方が参加し、珍ゲーム

やぼっちぼっち歩む人もおり、

童心に帰って笑いと声援で広

い体育館が熱気に包まれ、寒

さもふっ飛ばした。 

 ９３才になるおばあちゃんは、「この運動会が楽し

みや。今年も来て楽しかったよ。また来年も来るから

な。」と笑顔で話してくれた。スタッフは、参加者の

みなさんに喜んでいただき無事に終えることができ

て、早くも来年の開催に向けて意気込んでいる。 
（国分寺地区老人クラブ連合会） 

  



【地域ふれあい交流事業】 

国北小まつり 
   7 月２３日in 国分寺北部小学校 

 今年で３回目をむかえた国北小まつり。体育館での

ステージ発表や、焼きそば、アイス、まとあて、くじ

などのさまざまなバザーはどれも大盛況。 

 普段は母親が参加することの多いＰＴＡ活動だが、

当日は汗だくになりながら焼きそばやフランクフル

トを焼くお父さんや先生方の姿も。子どもたちもお店

をだしたり、呼びこみや販売のお手伝いをしたりと頑

張った。 

 さぬきのまつりといえば、

やっぱりうどん！地域の方々

が作ってくださるうどんとお

にぎりはいつも大人気。また、

今年は北部地区の青少年健全 

育成連絡協議会や交通マナーアップ推進協議会、放課

後児童クラブの皆様によるかき氷の販売が新たに行

われ、子どもたちが嬉しそうにほおばっていた。 

 地域の皆様のご協力のおかげで、とても楽しいひと

ときを過ごすことができた夏の一日だった。 

本当にありがとうございました。 
（国分寺北部小学校ＰＴＡ） 

 

【地域団体活動支援事業】 

食生活改善で健康づくり 
 近年、急速な経済発展に伴って生活水準が向上し、

食生活も豊かになった。その反面、食を取り巻く環境

は大きく変化し、生活習慣病など様々な問題が生じて

きている。そこで私たちは「健康づくりの担い手」と

して地域でのお向かいさん、お隣さんを活動の原点と

してボランティア活動に励んでいる。今年度の前半の

活動はおわったが、後半は男性料理教室、キッズクッ

キング、若い母親の料理講習会、子供の料理教室、北

部地区住民対象の講習会等予定している。各講習会と

も旬の食材を使って、薄味でバランスのとれた料理の

講習会となっている。また子供たちは朝食の大切さを、

男性には食生活に関心をもってもらうことも目的の

一つとしている。 

 各講習会を通じて健康づくり

の輪を広げたいと思っています

ので是非たくさんの皆様の参加

をお待ちしています。 
       

（国分寺北部校区食生活改善推進協議会） 

 

 

 

 

 

 

【高齢者支え合い事業】 

高齢者と地域の交流事業 
 毎月１回、国分寺老人福祉センターにおいて、国分

寺地区の一人暮らしの方々を対象に交流会を行って

いる。交流会では、体操や講演など楽しい時を過ごし

ていただき、昼食を食べながらボランティアの皆様と

の交流を図る。食事は、婦人会、食生活改善推進協議

会、生活研究グループ、民生・児童委員の皆様方がボ

ランティアで作っている。 

普段、孤立しがちな一人暮

らしの方々が、地域の皆様と

少しでも交流してもらえた

らと開催している。 
(国分寺地区社会福祉協議会) 

 

【地域ふれあい交流事業 ～自然観察会事業～】 

ほたるすむ里「奥の谷」を訪ねて 
「お父さん これ持って帰って飼う」大きな牛蛙を網

にすくい父親に懇願している子。川ではエビや小魚に、

目を輝かせている子。 

 5 年前から始めた「親子自

然観察会」は、出嶋利明先生

を講師に、主に「四国のみち」

方面にて四季の定点観察会

を開いている。 

 今年の秋は「奥の谷」を訪ね、天神会ホタル部会の

方々と共に、過去の台風で破壊されたビオトープ跡や

幼虫を放流する「ほたるの宿」など見学して回り、20

年来のほたる養殖状況をお聞きした。途中で「カワセ

ミ」も飛び、ほたる棲む里「奥の谷」のワクワクする

自然を家族や地域サポーターとともに楽しんだ。 
 （国分寺北部地区子育て支援会） 

 

第１５回音の祭り 
10 月 15 日 in 橘の丘総合運動公園 

あいにくの雨の中、屋内ゲートボール場での開催と

なったが、「和太鼓集団夢幻の会」、「浦安の舞（楠尾

神社）」、「讃岐国分寺太鼓保存会」の演奏演舞の後、

メインゲスト「AUN(あうん) J-CLASSIC」の皆様の

演奏で盛り上がった。実行委員会での初めての運営で

あったが、次回も皆様にご協力いただき開催したい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（音の祭り実行委員会） 

第１５回国分寺町冬のまつり 開催のご案内 
日時 平成２４年１月２２日（日）９時３０分～１６時 

場所 橘の丘総合運動公園 

鳥取県江府町から運ばれてくる本物の雪を使って雪遊び！ 

恒例となった雪合戦大会は見もの。 

自衛隊装備品展示も大好評！ 

昔遊び体験や各種バザーなど準備して 

皆様のご来場をお待ちしています。 



  
美まもり隊（みまもりたい）結成 

国分寺北部校区 

12 月 4 日、連合自治会・北部校区コミュニティ協議会環境・安全

部会と自主防災会の有志で校区内（五色温泉・遍路道・農免道路・

本津川・野間川・坂川）の不法投棄調査を行った。くしくも同日、香

川県産業廃棄物協会の方々により農免道路の不法投棄ゴミの撤

去作業が行われていたが、見廻りしながら現状写真を記録した。 

気になる調査結果だが、確信犯的な不法投棄２件のうち、１件は

投棄車両ナンバーを記録、もう１件はテレビ・冷蔵庫のほか、見積

書まであり証拠品として確保。公共機関に調査を依頼する予定。そ

の他、犯罪意識の薄いポイ捨てが目立ったが撤去にはかなり時間

と労力がかかりそう。美まもり隊では、今回撮影した現場の今後の

変化を追跡していきたいと思う。その昔、まだタバコのポイ捨てなど

が黙認（？）されていた頃、日本の三大公園のひとつを尋ねたとき

のことだが、まったくゴミが無くてさすがに吸殻を捨てることに罪悪

感を感じ捨てられなかったことを思い出す。我々の校区においても

誰もがポイ捨ては犯罪であると感じるような地域に育てたいもの

だ。美まもり隊はその第一歩として活動を開始した。まだまだ少人

数なので参加していただける方を募集中！（申込み先：国分寺北部

コミュニティセンター ☎874-5805） 

 

 

 

 

 

（国分寺北部校区コミュニティ協議会 環境・安全部会） 

【平成 23 年度河川・用水路一斉清掃のお知らせ】 
 国分寺地区一斉に、皆様のお住まい周辺の河川等清掃を実施します

のでご協力をお願いいたします。 

 ○実 施 日：平成 24 年 2 月 19 日（日）午前８時開始 

 ○実施場所：お住まい周辺の河川及び用水路等 

 ○留 意 点 
  １．少雨は実施しますが、中止の場合は当日午前 7 時に無線放送します 

  ２．ごみ袋及び所定シールは前もって単位自治会の衛生組合長様に配布します 

  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、ごみステーシ

ョンに出して下さい 

  ４．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 

  ５．詳しくは、ごみ袋配布の際の注意書きをご覧ください 

 お問い合わせは「国分寺北部コミュニティセンター ☎874-5805」まで 

 

【オリーブの会】 
 藤本先生のご指導のもと、日本古来の和紙

を指でちぎり重ね合わせて色を出し油絵、水

彩画とも違う独自の世界を表現しています。頭

と指を使って、自分なりの作品が出来るのを

楽しみに頑張っています。 

 皆様もご一緒にいかが

ですか。 

 

 

 

 活動日時： 

毎週火曜日  

午後１時 30 分～4 時 30 分  

【高松西部地域文化施設（仮称）について】   

 高松市国分寺支所南側にて、平成 25 年 4 月オープンに向け

て高松西部地域文化施設（仮称）の建設工事が始まりました。 

 文化施設の概要は次のとおりです。            

延床面積 １，７４４㎡ 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 ２階建 

客席数 ４５９席（可動式，うち３００席電動可動式） 

駐車場 １１８台 

主な設備 舞台，楽屋，親子室，事務室，オペレーター室，倉庫，ロビー，トイレ 

その他設備 バリアフリー対応，太陽光発電設備，雨水利用設備 

※工事のため、国分寺会館の駐車場が狭くなっています。国分寺会館をご利用される方はできるだけ

同じ団体同士の車を奥から駐車して、多くの方のご利用ができるようご協力お願いします。 

喜ばれる慰問 【―歌う民謡―】 
 歌う民謡では、安部桑佑先生の尺八と吉原さん、

大津さんの三味線の伴奏で一人ずつ歌の練習を

し、楽しくやっています。 

 民謡はその地方の山や野、海また生活の中から

生まれるもので、代々歌い継がれ、まるで心のふる

郷のようで歌えば歌うほど味があり奥深い素朴な歌

です。 

 練習以外にも、高畠

病院、こくぶんじ荘、あ

じさいの里や町外の福

祉施設の慰問を行っ 

ています。入所者やデイサービス利用者に花笠音

頭、ソーラン節などみんながよく知っている全国の民

謡を歌い、 後にみんなと一緒に炭坑節を踊って会

場を盛り上げ喜ばれています。 

 一泊二日の親睦旅行や、毎年４月に発表会も行い

ます。（平成24年4月15日に国分寺会館で開催予定） 
活動日時：毎週木曜日 午後７時～９時 

（平成 24 年の干支 辰） 

☆☆ 編集後記 ☆☆ 

うさぎ年からたつ年へ交替し、

今年は一つ昨年の何倍も良い事

があるようにと祈る新年です。 

さて、コミュニティも少しずつ普

段の生活に馴染んできているよ

うです。皆様の記事の内容が物

語ってきていると感じます。今年

もなにかのお手伝いになればと

思っております。内容や写真等、

紙面の都合などでご不満も多々

おありかと思いますが、今後とも

ご指導、ご支援のほどよろしくお

願い申し上げます。 

      （広報部会） 

（高松西部地域文化施設 

完成イメージ図） 


