
 
  

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。 

 三日目、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。二

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験でき、これからの人生の大きな糧になる

と思われる。 
 

南部コミュニティセンター　同好会
毎週火曜日 19:00～21:00
第２・４金曜日 19:00～21:00

国分寺オカリナサークル風音 第１・３月曜日 10:00～12:00
第２・４月曜日 19:00～21:00
第2・4月曜日 10:00～12:00
第2・4火曜日 10:00～12:00
毎週土曜日 13:30～15:30
第３土曜日 9:30～11:30

10:00～12:00
毎週土曜日 13:30～15:30
第３水曜日 10:00～12:00

国分寺南部囲碁同好会 第２・４土曜日 10:00～15:00
からだほぐし体操同好会 第２・４月曜日 13:30～15:00

毎週水曜日 19:00～21:00
毎週水曜日 10:00～12:00

コーラス・パープルエコー 10:00～12:00
毎週水曜日 19:30～21:30
毎週火曜日 19:00～20:30
第１・３月曜日 19:00～21:00

清香悠悠倶楽部（パソコン） 9:30～11:30
9:30～11:30

国分寺パソコン同好会 9:30～11:30
国分寺ウインドオーケストラ 18:30～21:30

実施日 時　間
国分寺三曲協会
国分寺琴同好会

　　　　　　　　 〃
国分寺大正琴同好会
　　　　　　　　 〃
国分寺翠踊会（日舞）

フラワーアレンジメント
国分寺手話サークル

点訳学習会
第4火曜日

毎週土曜

ＨＡＰＰＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＬＵＢ　Ⅱ
国分寺南部ギタークラブ

　

国分寺パソコンクラブ
毎週月曜
毎週水曜
毎週金曜

二胡同好会
オカリナ同好会土笛

不定期
雅～Miyabi～

福家公民館　同好会 　

撫子の会（着付け）

国分寺南部コミュニティセンター・福家公民館では次のような同好会

活動をしております。興味のある方はお気軽に見学にお越し下さい。

 

編集にあたって 
たくさんの活動のご報告をいただいて

ありがとうございました。  
今年もますますご健康に活躍されるこ

とをお祈りいたします。 

 

                           
 
 
 
 

 

清掃活動・ごみ当番♪ 

子供たちの健全育成♪ 

防犯・安全パトロール♪ 

高齢者、障害者に優しく♪ 防犯灯の管理♪ 

災害時の助け合い♪ 
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国分寺南部校区コミュニティ協議会 

会長 土井 信幸 

  
住民の皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。平素は国分寺南部校区コ

ミュニティ協議会に各段のご理解、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 
振り返りますと、充分な活動が出来なかったことが少し心残りでありますが、国分寺南部校区のゆめづ

くり事業として住民のみなさまや関係団体と連携し、『笑顔を育む、花と緑のまちづくり』を合言葉に、

地域の一体感の醸成と美しいまちづくり活動に力をそそいでいるところです。 
また、環境美化、防犯、青少年育成等様々な活動、特に子ども見守り隊を結成し、毎月第２・４木曜日

の下校時、２０日の朝、関係団体が連携して３０～４０余名の方々で子どもの登下校時の交通安全、指導

見守り活動をしています。さらに、一番心配をしている自主防災の設立(コミュニティ内)についても、消

防署、関係機関と協議し、一歩一歩進めている状況ですのでご了解をいただきたいと存じます。 
今後とも、役員一同、関係団体や住民の皆様と連携し、調整を密に行い、生涯学習・スポーツ振興・健

康増進等、コミュニティ活動の拠点となるよう、運営に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願い

申し上げます。最後になりますが、住民のみなさんにとって２０１２年が良き年でありますようにお祈り

申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。 
 

「国分寺町文化祭を開催」 

高松市国分寺町文化協会では、9 月 18 日から 11 月

12日まで国分寺町図書館研修展示室で国分寺町アートギ

ャラリー展を開催しました。10 団体が 1 週間交替で 1

年間の成果を発表、展示しました。連日たくさんの人で賑

わい出品者の励みになりました。 

また 11 月 26 日、27 日の 2 日間、国分寺体育館、武

道館、中学校天体観測所、福祉センター前広場で国分寺町

文化祭を開催しました。37 団体が参加、展示しました。

バザーやスタンプラリーもあり老若男女みな楽しめる文

化祭となりました。また 11 月 26 日福祉センターでは、

芸能発表を開催しました。17 団体の参加で、歌や楽器の

演奏、ダンスなどを披露しました。27 日はカラオケを 3

団体で発表しました。家族の応援などもあり、和やかで楽

しい発表会でした。文化芸術活動を通じてのコミュニティ

を大切にしたいと思います。  

 （国分寺町文化協会事務局長 菊内昭宏） 

 



「反射材着用啓発街頭大キャンペーンを実施」 

  

H23.9.30 国 道３２号線香川ト ヨタ自動車 前羽間 交差点 

国分寺南部校区交通マナーアップ推進活動協議会は、交通安全母の会・連合

自治会・老人会・婦人会・ＰＴＡ等の方々のご協力で、毎月２０日（休日の場

合は前後）校区の４か所の交差点で、実施しています。また、今年も連続する

交通事故発生に伴い、緊急の街頭大キャンペーンを、国 道３２号線香川トヨタ自

動車前羽間交差点で、既に５回実施しました。 

                              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交通マナアップ活動推進協議会） 

安全運転で！！ 

一人一人が交通ルールを守り、事故をなくしましょう！！  
 

あんぜん 

                                       みんなきまいよ～！ 
                      

      「環境美化活動表彰」 
（国分寺老人会） 

 
道路、公園など公共の場所の清掃や地域の環境

美化活動を実践されている個人・団体に贈られる

環境美化推進運動功労者表彰式が１０月２１日に

高松市役所であり、国分寺地区老人クラブ連合会

が大西市長から表彰されました。 
 国分寺老人会は毎月神社、公園などの清掃と１

０月１８日は町内の道路、公園、公共施設などで

一斉清掃活動を行っており、これらの活動が高く

評価されたのであります。 

「高速道路側道一斉清掃」 

小型トラック三杯！！ 

国分寺地区老人クラブ連合会南部地区は、南部地区衛生組合協

議会・南部校区コミュニティ協議会と共同で１０月１８日朝８時

から高速道路の六ツ目山から火の山トンネルまでの約３㎞の側道

周辺に不法投棄している粗大ゴミ、ビン、カン、ビニールなどの

ゴミ回収の一斉清掃活動を行いました。 

 当初９月２０日に実施する予定にしていましたが、台風による

大雨で延期してこの日に実施しウィークデーでしたが３３名が参

加し二班に分かれて２時間余りゴミの回収をしました。テレビ、

応接セット、マット、自転車などの粗大ゴミとビン、カン、ビニ

ールなどを小型トラック３台分のゴミを収集し、高松市環境衛生

課の職員５人も応援に来られトラックに積み込んでその日の内に

処理をしてもらいました。   （国分寺地区老人クラブ連合会） 

☆河川・用水路等一斉清掃のお知らせ☆ 
毎年２月に実施しています河川・用水路等の一斉清掃を本年も下記の要領 

で実施いたします。 

★日 時  平成２４年２月１９日（日） 午前 8 時～ 

★場 所  お住まい周辺地域の河川・用水路等 

★留意点 

１．小雨は実施します。中止の場合は、当日朝７時に無線放送します。 

２．清掃で出たゴミは、ゴミ袋で所定のゴミステーションに出して下さい。 

３．ゴミ袋は、事前に各衛生組合長様に配布します。 

４．ゴミは、「可燃」「不燃」ごとに袋に入れ、所定のシールを貼って下さい。 

５．収集は、「可燃ごみ」「不燃ごみ」それぞれの定期収集費に行います。 

６．粗大ゴミは、収集できません。 

※ 詳しくは、ゴミ袋配布の際の注意書きおよび土砂等の処理についての文   

  書を参照下さい。（各衛生組合長に送付します） 

  お問い合わせは、国分寺南部コミュニティセンターまでお願いします。

（☎８７４－１１１６） 

                国分寺南部地区衛生組合協議会 

 

    
   「中学生とのクリーン作戦」 

８月１日 国分寺支所周辺の幹線道路 

 

 

２０年前から実施しております、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

力いただいて、総勢２５２人で実施しました。クリーン作戦は、

６コースに分かれて、各コース約２キロにわたって、側溝や植木

などのタバコの吸い殻や空き缶などのゴミ拾いを行いました。 

 清掃活動後、中学生の体験発表会では、参加した生徒や先生が

「去年も参加したが、去年よりゴミが減った印象を受けた。積極

的に清掃活動を行い、環境美化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

見ていた人達が、ポイ捨てを無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、早朝よりまた暑い中有難うござい

ました。“きれいなまちをつくるために”、地域住民の皆様で協力

しましょう。 

（国分寺南部校区婦人会） 

「健康運動教室の活動状況について」 

 

健康運動教室は、毎月二回、会場を国分寺会館

や保健センターなどを使用し、運動を主とした健

康づくりを通して、健康で生きがいのある生活を

過ごすことを目的に活動を行っています。 

活動として、年間行事計画に基づいて、ストレ

ッチング・セラバンドによる筋力トレーニングや、

ウォーキング、グランドゴルフなど、楽しみなが

ら運動をしています。会員は、年齢が概ね六十歳

以上となっているので、運動を行う時は、各自の

体力にあわせて自己管理をしながら指導者に従っ

て行っています。これからも体力づくりのため続

けていきたいと考えています。  

「健康まつり」 

 

11 月 20 日ｉｎ国分寺保健センター 

「健康国分寺２１計画」いきいき会議では、第 5 回健康

まつりを開催しました。健康チェックや体力測定、歯科相

談や内科相談、健康に良い食事メニューの試食コーナーや、

郷土料理であるどじょう汁を販売しました。また子ども達

へはフッ素塗布やおもちゃの広場、折り紙など親子で楽し

んでいました。その他、介護予防を目的とした体操や手遊

びを来場者と一緒に行うなど、楽しみながら健康の大切さ

を改めて実感できる健康まつりとなりました。これからも、

「健康国分寺２１計画 幸せ宣言こくぶんじ」７つの願い

の達成を目指して活動をしていきます。  

 

「健康づくりの担い手」 

 
近年、急速な経済発展に伴って生活水準が向上し、

食生活も豊かになりました。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ます。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

励んでおります。今年度の前半の活動は終わりま

したが、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、新名柏

原地区住民対象の講習会等予定しています。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ます。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ます。 
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、ぜひたくさんの皆様の参加を

お待ちしております。 

（国分寺地区食生活改善推進協議会） 

 

第３１回勝賀ブロックスポーツ大会 開催 

 

 11 月 20 日（日）秋晴れの下西部運動公園におい

て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 区地区）スポーツ大会が開

催されました。 

 今回、国分寺南部校区は 3 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、５

０歳以上ソフトボール）のみ参加でしたがママさん

バレーボールにおいて準優勝に輝きました。 

 来年度については今年参加できなかった さわや

か女子ソフトボール、ゲートボールについても、是

非ともチームを結成して積極的な参加をお願いいた

します。 

 
 
 
大会結果は 
下記の通りとなっています。 

種目 優勝 準優勝 

男女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 

50 歳以上ソフトボール 国分寺北 下笠居 

さわやか女子ソフトボール 国分寺北  

ゲートボール 下笠居 香西 

 

 

冬のまつりは地域住民手作りのまつりと

して生まれました。おなじみの雪の広場や

雪合戦大会。子供太鼓や子供獅子等の地域

伝統文化の披露。毎回好評のそり遊びや、

室内では凧作りやこま回しなどの昔遊びに

チャレンジ！餅つきや各種バザーも楽しめ

ます。ご家族揃って楽しく冬の寒さを吹き

飛ばそう！ 

 

日時  

平成 24 年 1 月 22 日（日）９：３０～１６：００ 

場所  

国分寺橘ノ丘総合運動公園 

 
問合せ先  冬のまつり実行委員会   

（国分寺まちづくり協議会 内） 

TEL /FAX: 087-874-7050  
festival@komati-kokubunji.com 

http://www.komati-kokubunji.com/2012huyu/ 

 

みんなきまいよ～！ 

 

 


