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コミュニティ協議会総会報告 
 

 今年度の総会も、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

変更議案について可決・承認されました。 

 事業計画では、防災・減災や福祉サービスを中心として事業を行います。 

〇地域の見守り活動強化を行うため「ながら見守り活動」や「配食サービス」等の

推進 

〇高松市より交通マナーアップモデル地区を指定されたことにより、交通安全キャ

ンペーン強化、地区内の交通危険箇所の点検実施 

〇防災重点ため池の見直しを行ったことにより防災マップの見直しを実施 

 ※完成は令和４年度 

〇防犯カメラ設置促進事業として新居と国分に各１機ずつ防犯カメラを設置 

〇広報配布事業として校区内全戸配布実施 

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。 

国分寺北部校区 
コミュニティだより 
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【地域子育て支援事業】 

まもりん見守り隊活躍中 

 

「小学生の下校の見守りを自宅の周辺で、無理のないやり方で、可能な限りたくさんの方々にお引き受

けいただき、校区全体で毎日見守りが行われるような仕組みを作ろう」という着想から１年がたちました。

校区の地域安全推進委員の皆様のご協力により、現在では１００名ほどの方々にまもりん見守り隊として

ご活躍いただいています。スマートホンを活用した情報連絡網も整備中です。 

地域にお住いの誰もが自分にできる時間と場所で、参加いただけるボランティア活動が芽生え・育つこ

とを念願しています。さらには、希薄になりがちな地域の人間関係改善の一助となればと念願する次第で

す。今後もより多くの方々に関係者になっていただくために、自治会活動や PTA 活動への様々な提案を

してまいります。その際には、相談相手になっていただけますようお願い申し上げます。安全にご協力下

さい。                                   （まもりん見守り隊） 

緑のカーテン 
 

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定されて２年目。昨年度もた

くさんの方に参加していただき、立派に育ったゴ

ーヤの写真を見せていただきました。まもりん食

堂でも実施し、収穫したゴーヤを配食サービスに

使用させていただきました。独特の苦味はありま

すが、その苦味こそがゴーヤのおいしさでもあり

ます。 

今年も約２０世帯の方々

にご協力をお願いし、自宅

で緑のカーテンを実施中。 

 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。 

【地域子育て支援事業】 

神社清掃活動 
 

8 月 1 日（日）in 国分八幡宮・楠尾神社 

 早朝より小中学生たちが地域や老人クラブの方々と

一緒に、氏神である神社の清掃活動を行いました。境内

の落ち葉かきや室内の拭き掃除などを行い、大変きれい

になり、すがすがしい気持ちになりましたね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次回

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） 

【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 綾田 数栄 

理事 平井  勉 

理事 宮崎 朝信 

理事 泉川 邦弘 

理事 宮武 和弘 

会計 前田 伸治 

監事 岡  重範 

監事 溝渕  功 
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「讃岐国分寺史跡まつり」 

開催中止について 

  

国分寺史跡まつりは今年度も新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため開催

を中止いたします。 

 多くの子どもたちを始め、開催を楽

しみにしてくださる皆様には残念です

が、参加者や関係者の健康・安全を第

一に考慮した結果であることをご理解

下さい。 

 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拡大防止のため中止する

ことになりました。 

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い

たしますので、郵送された案内状（はがき）を必ずご持参下さい。 
 

配布期間 ９月１８日（土）～２０日（月） 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下さい。 
 

 配布予備日 日時 ９月２１日（火）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、今年度も体育館等での三密を避けるため開催を中止い

たします。 

「防災研修会」開催のお知らせ 
家具転倒防止のための器具取付について実演を見ながら学び

ます。研修会は三密を避けるため、新居地区と国分地区に分か

れて開催します。 

【実施日時】 

新居地区 １１月１４日（日）午前１０時～正午 

国分地区 １１月２１日（日）午前１０時～正午 

【開催場所】 

北部小学校体育館 

【駐車場】 

北部小学校運動場 
（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） 

【地域団体活動支援事業】 

野菜たっぷり食べてますか？ 
 

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、地域のみなさまに食生活改善の提案と普及を主に活動

しています。コロナ禍の今、家庭での食事が増えています。だからこそ、バランスのとれた食事をとる

ことの重要性がより一層高まっています。残念ながら今期も調理実習を伴う講習会はまだ開催できてお

りません。そこで簡単電子レンジレシピをご紹介させていただきます。あと「1 品野菜のおかず」とい

う時に作ってみて下さい。               （高松市食生活改善推進協議会 国分寺地区） 

キャベツのナムル もやしとアスパラのカレー炒め

材料（2人分） 1 キャベツは短冊切り 材料（2人分） 1 アスパラは4～5cmに切り

キャベツ　180g   耐熱皿に入れ　ラップして アスパラガス　3本   耐熱皿に入れ もやしと合わせる

塩　　　　小さじ1/4   電子レンジで2～3分加熱 もやし　　　　180g 2 1に㋐を混ぜ　ラップして

ごま油　　小さじ1/2 2 粗熱が取れたら水気を絞る ㋐カレー粉　　小さじ1.1/2   電子レンジで2分半～3分加熱

赤唐辛子輪切り　少々 3 ボウルに調味料を入れて混ぜ 　鶏がらスープの素　小さじ1/3 3 2を取り出し　㋑を混ぜ

水　　　　小さじ1/2   キャベツを和える    油　　　　　小さじ1.1/2   ラップしないで40秒～1分加熱し

白ごま　　小さじ1 4 皿に盛りつけ　 ㋑塩　　　　　小さじ1/4   皿に盛りつける

  白ごまをふりかける 　粗挽き黒こしょう　少々
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～染め物遊びを通して～ 
 

 ５月から６月にかけて、芸術士と一緒に真っ白の T シャツで、

染め物遊びをしました。イメージは国分寺町の特産の盆栽。 

 年長児は好きな色で地色を染めて、絞り染めで模様をつけ、盆

栽色で重ね染めをしました。年中児はビニール袋の中に絵の具と

T シャツを入れて、手で揉んだり足で踏んだりしました。年少児

はタライの中に絵の具と T シャツを入れて、感触を楽しみなが

ら染め物を経験しました。 

 ３学年とも子どもたちの豊かな感性に任せて個性的な盆栽 T シャツが出来上がりました。染め上

がった T シャツに手を通すと、子どもたちは満面の笑みで喜んでいました。世界に一枚だけのオリ

ジナル T シャツを着て、みんなで盆栽に変身して、元気いっぱい『盆栽たいそう』を踊りました。

染め物遊びを通して、子どもたちが自分の住んでいる国分寺町のことを知るいい機会になりました。 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

～ 地域の方々に見守られながら成長している国北っ子！ ～ 
 

 本年度も、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、

「ぴかぴかデー(５年生)」を６月に行いました。今回も、子ど

もたちは地域や保護者の方々から掃除の仕方とともにあいさ

つや言葉遣いなど礼儀も学んでいます。 

 また、昨年度より、国分寺北部青少年健全育成連絡協議会、

国分寺北部地域安全推進委員協議会の方々が中心となって発

足くださった「まもりん見守り隊」の方々に、毎日子どもたち

の下校時の安全を見守っていただいております。 

このように、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。 

 

 国分寺コメッツ・ジュニアです。ひょっとしたらご存

じない方もいらっしゃると思いますので簡単にチーム

紹介。 

 国分寺北部・南部小学校を基本に県内の小学校に属す

る小学生女子ソフトボールチームです。現在、団員は６

年生 ９名、５年生 １名、３年生 ５名、２年生 ４名の

１９名。それと未就学児の団員妹ちゃんも練習に参加し

てくれています。 

 平成４年に創立し、過去に全国大会に７度出場。今春

も鹿児島県で開催された春の全国大会に出場してきま

した。過去最高は全国ベスト８。四国大会においては近

年のチーム数低下による未開催こそたまにありますが、

毎年のように出場させていただいています。 

 県内のスポーツ少年団には珍しく代表や指導者の顔ぶれがほとんど変わらず昔からの一貫したチー

ム管理と行動が少し自慢のチームです。もちろん、指導者・選手・保護者、それに卒団した OG やそ

の保護者まで皆が仲良く大家族のような関係性で、時には厳しく時には楽しくソフトボール活動をさ

せていただいています。 

 これからも地域に根付いた団として、そして国分寺町を活気づけていける存在でありたいと考えて

おります。                     （お問合せ先：穴吹 090-2822-2104） 
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 ～国分寺交番で頑張っています～ 
 

私は国分寺交番所長として、これまで約３年間勤務させていただいています。

着任当初から、小学校付近でのお迎え駐車問題、認知症高齢者の徘徊や児童虐待

容疑、通学路危険箇所の撤去、連続強制わいせつ事件、若者の薬物蔓延など多く

の問題に携わり、ボランティア団体や住民の方々の協力を得ながら解決してまい

りました。その中でも私が、特に印象に残っていることは「まもりん見守り隊」

の結成に携われたことです。 

 「まもりん見守り隊」は、今年１月 14 日に結成されました。コミュニティ協議会、

青少年育成協議会、地域安全推進委員会などのボランティアの方々が中心となり、警察

と協力しながら、約１年間の話し合いを経て結成に至りました。結成までには「小学校

の全児童が、何時頃どこを通って下校するのか分からないのでは隊員を募集出来ない。」 

という地域からの切実な声を受け、ボランティアの方々が、炎天下の下校時間帯に各交差点で立って地

道に調査し、下校時間マップなどを作成してくれました。その他、募集チラシの作成や個別訪問による

募集活動も実施し、最終的には 100 名を超えるみまもり隊員が集まりました。 

 また、地元企業の協力を得て、隊員が統一して着用するベストの寄付を受けて発足準備も出来たもの

の、緊急事態宣言の影響を受け、結成式の開催に頭を悩ませました。 

 このように様々な困難を乗り越えて「まもりん見守り隊」が現在活動しています。下校時間帯をパト

ロールしていると、いたるところで黄色の統一ベストを着た隊員を見かけます。その度に私は胸が熱く

なります。我々警察官だけでなく地域の方々が、下校時間帯に子どもたちが交通事故や犯罪被害に遭わ

ないようにと、日々考えて活動して下さっていることは、とても心強いです。住民の方々に励まされ、

背中を押されているような気持ちになります。 

 私たちは子どもたちが巻き込まれるような悲惨な交通事故や犯罪被害が発生しないように、交通指導

取締りやパトロールをします。弱き者にやさしく、悪しき者に強い警察官を志しています。 

 これからも県民の期待と信頼に応えられる力強い警察として、地域住民の方々と共に、国分寺町の治

安維持に努めてまいります。     高松西警察署国分寺交番 所長 佐武 宏朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 編集後記 ～ 

新型コロナ感染拡大が止まらず、その中での五輪開催。これらの

ニュースにかき消されて、今回のコミュニティだよりは、コミュニ

ティ協議会総会・防災訓練・敬老会・讃岐国分寺史跡まつり等、わ

が町のイベント中止のオンパレードになってしまいました。はるか

昔のペスト・コレラ・スペイン風邪を凌駕する勢いです。残念です。 

しかし、どんな歴史にも終わりがあるはずです。２年もの長く苦

しい生活でもその向こうにはきっと明るい光があるはずです。今後

も広報担当者として粘り強く待ち、頑張りたいと思っております。 

皆様方のさらなる温かいご支援・ご指導・ご協力をよろしくお願

い申し上げます。     （広報部会） 

～配食サービス お届けエリア拡大～ 

まもりん食堂は、４月から配食サービスのエリアを拡大しました。 

【配達エリア】 

〇高松市（国分寺町全域/鬼無町/御厩町/中間町/岡本町） 

〇綾川町（陶/昭和） 

〇坂出市（府中町/加茂町） 

【利用料】 

〇年会費 １，０００円 

〇おかずのみ ５００円 

〇ごはん付き ６００円 

 ※配達は月曜日～金曜日（祝日はお休み）午前 10 時～正午 

お弁当宅配を通じて見守り活動を実施し、「おいしい」と「安心」

をお届けします。 

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。 

（国分寺北部校区コミュニティ協議会 まもりん食堂） 

開催イベント（予定） 

音の祭り 

9 月 26 日（日）１４時開演 

国分寺町文化祭  

１１月６日（土）７日（日） 

高齢者運動会  

１１月２３日（火・祝） 

国分寺町クリーン作戦 

１２月１２日（日） 

国分寺町冬のまつり  

令和４年１月２３日（日） 

おでかけまもりん 
今年秋ごろスタート！ 

交通手段がなく買い物などにお困り

の方、所定のスーパーへ送迎や買い物

中の支援をします。 
 

まもりんお手伝いたい 
ゴミ出し、草抜き、枝切り、水やり、

外回りの掃除など、ちょっとした困り

ごとをお手伝いします。 
 

※どちらも利用できる方に条件あり 

※サービス内容や利用料などの詳細

についてはお問い合わせ下さい。 
まもりんお手伝いたい事務局 

070-3792-73810 

（北部校区福祉ネットワーク会議） 


