
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

― ご 挨 拶 ― 
 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。 

昨年はコロナで始まりコロナで終わる 1 年となり、全世界での新規感染者数は増加傾向が続いてい

ます。未だに終わりなき戦い、早く収束することを祈っております。皆様におかれましては引き続き、

感染予防・感染拡大を防ぐために自分ができる最大限の努力をお願いいたします。 

毎年繰り返される豪雨災害。令和２年７月、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した

集中豪雨では、避難所で新型コロナウイルス感染症対策の必要性を考慮したもの、また、ソーシャルデ

ィスタンスを踏まえた収容人数を確認しながらの運営は困難極まったことでしょう。コロナが終息す

るまではこの状態が続きます。避難所における新型コロナウイルス感染症を心配して、避難所への避難

を躊躇している方が多くなると思います。しかし、自分の命を災害から守るためには、行政から適時的

確な避難情報の発令に加え、一人ひとりが「自らの命は自らが守る」意識を持ち、主体的に避難するこ

とが重要です。危機管理意識を高めるためにも是非ご家庭で話し合いをお願いいたします。 

令和２年度は新たな事業として食を通じて見守り活動「まもりん食堂」をオープンしました。調理ス

タッフとともに日々奮闘中です。引き続き、地域の皆様に愛される食堂になるよう頑張っていきたいと

思いますのでご支援を賜りますようお願い申し上げます 

従来の見守り活動や SOSの家、青パトでの自主防犯パトロール等の事業に加え、新たに日常生活の

中で自分にできる時間と場所でがんばらずに子どもたちの安全を見守る活動「まもりん見守り隊」が結

成されました。子どもを犯罪被害から守るためのボランティア活動として多くの住民の皆さんにご協

力をいただき、今後も地域ぐるみの自主防犯活動を推進していきたいと思います。 

 最後になりましたが今後も職員一丸となり、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。 
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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【空き家再生コンテスト 最優秀賞受賞】 

 

香川県住宅課が主催する「空き家再生コンテスト」にまもりん食堂を作品として応募

したところ、最優秀賞を受賞しました。 

このコンテストは、空き家の利活用を一層促進するため、県内において様々な状態や

条件の空き家を再生、活用した事例を募集し、優秀事例を広く紹介するものです。校区

内の築60年の古民家をリノベーションし、配食サービス事業やレストラン事業を行っ

たことについての評価をいただきました。 

【審査員コメント】（香川県HPより） 

 地域に存在する空き家を、地域のコミュニティで、地域のために活用した好事例であ

る。ボランティアとして若い人も参加した地域コミュニティ当事者による取り組みであ

り、市の補助事業もかつようした、市政の方向性とも足並みがそろった取り組みを低コ

ストで実現している面が評価できる。 

 また、空き家を活用した配食サービスという事業は、地域への波及効果が実際に目に

見える取組であり、他の物件と比較して地域活性化への貢献度が高い点を評価した。 

再生前 再生前 

再生後 

再生後 
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【文化祭事業】 

―文化祭・文化講演会開催― 

11月7・8日（土・日）in高松国分寺ホール 

 今年の文化祭は延べ2,500人が参加して盛大に開催

されました。新型コロナウイルス感染もなく無事終え

たことに関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 各団体からの作品展示は小さな保育園児から、幼・

小・中学校の園児、児童、生徒の作品がホールの中心

に占め華やかで明るい雰囲気を醸しだして親子連れも

多く熱心に見入っていました。 

 芸能発表は23団体、グループ延べ265名が出演

し、新居児童館の紙芝

居、楽器演奏、歌、踊

り、カラオケと多彩な催

しで多くの観客を魅了し

ました。アートギャラリ

ーは9月から12月まで

ロビーで開催され絵画、

陶芸、写真、パソコン作品、パッチワークなどの作品

が展示されました。屋外ではバザーもあり、おはぎ、

焼きそば、焼き芋などの温かいものがよく売れていま

した。 

 また、文化講演会は2月23日（火・祝）に開催さ

れ、日本伝統芸能大阪文楽をお迎えし、太夫、三味

線、人形遣いの息ぴったりの人形浄瑠璃に会場が湧き

ました。 
（国分寺町文化協会） 

 

まもりん見守り隊の活動を開始します 
             １月１４日（木）in国分寺会館 

 小学生の下校時の見

守り活動は、毎月１回

北部小学校の一斉下校

に合わせて実施されて

きました。しかし、子ど

もが被害に遭う事件・

事故の多くが下校時間

帯に発生していること

を考えると、もっと充

実した見守り活動が求

められていました。 

ところが、小学生が

下校する時間帯は、地

域の方々の多くは仕事

中あるいは家庭の用事

をしており、ボランティア活動を依頼しにくい状況があ

りました。そこで「自宅を起点に無理のないやり方で、

可能な限りたくさんの方々に見守りをお引き受けいた

だき、結果として校区全体で毎日見守り活動が行われる

ような仕組み」を作ろうとしています。 

自分にできる時間と場所で、地域の人々による子育て

支援の一環として、見守り活動が継続されるとよいと考

えています。より多くの方々のご協力をお願いいたしま

す。 
（まもりん見守り隊事務局） 

【高齢者支え合い事業】 

「敬老会の催し物中止に」 
 

新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策で、３密を避けるた

め、国分寺ホールでの開催は中

止し、記念品を北部小学校の体

育館前にて、ドライブスルー方

式による引き渡しとしました。

初めての試みで大変心配しまし

たが、関係者のご協力により、無

事に配布できました。令和３年度は、新型コロナウイル

スも収束することを願いつつ、例年通り開催できますよ

うに、初詣で神社にお願いしてきました。    
（国分寺北部地区社会福祉協議会） 

 
【地区体育協会支援事業】 

第４０回勝賀ブロックスポーツ大会 
 

11月15日（日）in 西部運動センター 

 さわやかな秋晴れのもと、香西、鬼無、弦打、下笠居、

南北国分寺で構成する『勝賀ブロックスポーツ大会』が

開催されました。 

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

大会会場を分散して、男女混合バレーボール、さわやか

ママさんバレーボール、50 歳以上男子ソフトボール、

グラウンドゴルフの4種目で、総勢300名の参加者が

あり、盛大に開催されました。 

 
（国分寺町体育協会） 

 
【地域団体活動支援事業】 

国分寺健康運動教室 

 

 健康運動教室は、平成１８年から毎月２回、国分寺

会館やB&G屋内ゲートボール場などで、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しています。 

 活動は、年間行事計画に基づき、ストレッチング・

セラバンドによる筋力トレーニング・グラウンドゴル

フなどを楽しみながら行っています。 

 参加者は国分寺町内

のおおむね６０歳以上

の方で、現在７０名ほ

どの会員がいます。各

自の体力に合わせて自

己管理をしながら指導

者のもとで運動などを

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。 
（国分寺健康運動教室） 

  

大会結果  優勝 準優勝 

男女混合ソフトバレーボール 香西 国分寺南部 

さわやかママさんバレーボール 弦打 香西 

50歳以上男子ソフトボール 国分寺南部 国分寺北部 

グラウンドゴルフ 国分寺南部 香西 
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表現あそび 

１２月１５日に、きんちゃん先生（金崎先生）

に来ていただき、クラスごとに表現あそびをしま

した。「これできるかな？」とバランスや手足を

伸ばすポーズ等、きんちゃん先生が見せてくれた

ポーズを「できたよ！」と真似して楽しんでいま

した。クリスマスにちなんで「ジングルベル」の

曲に合わせて踊りました。その中に出てくる星の

動きに子どもたちが考えたポーズも取り入れて

います！ 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ギターサロン国分寺（旧ギター道場国分寺） 

ギターサロン国分寺はギターが好き、上手になりたい

という人達が集っている音楽の広場、練習場所です。 

月2回の練習日には本当

の初心者、万年初心者から

ベテランまでクラシック、

演歌、映画音楽など、それぞ

れの好み、レベルに応じて

練習しています。半年に一

回程度、サロン全員の前で 

その半年の成果を披露したりします。 

クラシックギターを弾いてみようかなと思う方、如何

ですか？ 
 

活動日：第２・第４日曜日 １３時～１６時 

※新型コロナウイルス感染予防のため活動を休止中です 

         ぴかぴかデー  

 国分寺北部小学校では、年間６回、各学年ごとに地域や保護者の方々と

一緒に校舎内の清掃活動を行っています。 

 この活動を通し、子どもたちは地域や保護者の方々から掃除の仕方を学

んだり、あいさつ、言葉遣い、礼儀、奉仕の心を身につけることができたり

しています。また、子どもたちは、地域や保護者の方々から温かく見守ら

れていることを感じ、感謝の心を育むことができています。 

 今後も、様々な機会を捉え、地域や保護者の方々との交流を大切にし、

地域を大切にできる子どもを育てていきたいと考えております。ご参加い

ただきました地域、保護者の皆様、ありがとうございます。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 

絵手紙同好会 

「へたでいい！へたがい

い！」と先生の指導を受け

ながら絵手紙同好会ではお

稽古を続けています。 

日々の暮らしの中にある

ものを題材にして、飾らな

いありのままの自分と向き

合いながら短い言葉に思い

を馳せ描いています。 

興味のある方は、ぜひ見学に来てください。 
 

活動日： 第２・第４月曜日  

１０時～１２時  

１３時半～１５時半 

国北幼の行事予定  ※予定は変更になる場合があります 

毎月3日～9日 てくてくウィーク 

毎月１回  未就園児ふれあいひろば   

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止しています 

３月 １日（月）お別れ会 

３月１６日（火）修了証書授与式 

３月１９日（金）第３学期終業式 

４月 ６日（火）第１学期始業式 

４月１２日（月）入園式 

国北小の行事予定 

３月１７日（水）卒業証書授与式 

３月２４日（水）３学期終業・修了式 

４月 ６日（火）1学期始業式 

４月 ９日（金）入学式 
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「食」でつながる笑顔ある暮らし ～食を通じて見守り活動～ 
 

 

 国分寺北部校区コミュニティ協議会では、昨年10月「まもりん食堂」を開店しました。 

現在約50人の方々が会員登録されており、月曜日から金曜日まで、わっぱ弁当

（おかず500円、ごはん100円）で、栄養と愛情がたっぷり入った昼食をお届

けしています。「お早うございます。今日もお元気ですか？今日も寒いですね～」

など、たわいのない会話を交わしながら安否確認を行っています。 

 また、食堂では11時～14時（ラストオーダー13時30分）にランチ（800

円）を提供しています。食後にはこだわりコーヒー！虫食い豆、未成長の豆、カ

ビ豆など欠点豆のハンドピックをして、汚れを落とすため50℃湯洗いを3回し

ます。綺麗になった豆を中までしっかり火が通すために水蒸気焙煎しドリップし

ます。雑味を取り除き、豆が持つ本来の味を引き出した、冷めてもおいしいクリ

アなコーヒーをお楽しみください。  

 

編集後記 

令和も３年目になりました。三

つ子の魂が宿るといわれる時期

に、コロナでコミュニティ活動も

足止めされそうで残念です。 

今回はコロナに負けずに頑張っ

ているコミュニティのご紹介にな

りました。その中で、四国新聞にも

取り上げられた”まもりん食堂”の

記事は多くの町民の皆様が目にさ

れたと思います。誠に素晴らしい

活動と思います。 

今後、「withコロナ」で様々な

ことを乗り切っていかねばならな

いと思いますが、英知を集め、希望

のある更なる発展を望みたいもの

です。 

今年も皆様のご支援ご指導よろ

しくお願い申し上げます。 
（広報部会） 

―  一人ひとりができる新型コロナウイルス感染症対策  ― 
 
 

 

 

 

新型コロナウイルスに感染しないようにするために 

 感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染です。人と人との距離をとること

（Social distancing; 社会的距離）、外出時はマスクを着用する、家の中でも

咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡

眠などで自己の健康管理をしっかりする等で、自己のみならず、他人への感染

を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。 

 また、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれ

ば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされてい

ます。無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。 

これらの状況を踏まえ、「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避、マスク

の着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケッ

トの励行などをお願いします。 

国分寺総合センターに福祉の総合相談窓口 

「つながる福祉相談窓口」を開設します 
 
 

 

 

 

 

開設場所  国分寺総合センター内（国分寺町新居１２９８） 

開設時間  平日８時３０分～１７時 

電話（FAX） ８７４－１１１１（８７４－５８７７） 

ご相談 

支 援 ･ サ ー ビ ス 

 
介護 ひきこもり 

障がい 
子育て 

多機関協働の支援 
（行政･社協･専門機関･NPO等） 

つながる 
福祉相談窓口 

お悩みごと 
お聞きします 

つなぎ 


