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― 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。 

コロナ発生が早２年、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。 

世界中で繰り返される地震。今年に入り九州周辺で発生している地震では、大分県の中央構造線断

層帯や日出生断層帯などが知られており、プレート境界だけでなく、活断層の活動による地震の危険

性もある地域です。最も切迫しているとみられるのは、やはり南海トラフの巨大地震になります。政

府の地震調査委員会は、マグニチュード 8 から 9 の巨大地震が今後 30 年以内に「70％から 80％」

の確率で発生すると予測しています。 

昨年 11 月に単位自治会を対象に開催した防災研修会では、家具類固定の必要性を学びました。自

分やご家族の命を守るために対策を講じ、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。 

さて、令和３年度は新たな事業としてマイカーを持たない人の移動手段として、移動サービス「お

でかけまもりん」を運行し始めました。地域包括ケアシステムや生活支援を充実させるために尽力し

たいと思います。今後もご支援を賜りますようお願い申し上げます 

 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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「食」でつながる笑顔ある暮らし 

～子どもから高齢者まで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、令和２年１０月に「まもりん食堂」を

開店し、現在約１００名の方々が会員登録されており、月曜日から金曜日まで栄養

と愛情がたっぷり入った昼食をお届けしています。 

また、令和３年9月からは学習支援・相談支援・居場所づくりとして「子ども食

堂」もオープンしました。毎週金曜日午後５時３０分～国分寺北部コミュニティセ

ンター２Fでリトミック教室やおはなしポケットによる絵本の読み聞かせ等を行っ

た後、現在コロナ感染予防のため居場所づくりとしては弁当配布を行っています。 

参加料は中学生以下は無料ですので是非ご利用下さい。 
 

※ご利用予約は公式 LINEアカウント 

 ID @031pftgs 「まもりん食堂」へ登録してください。 

【交通マナーアップモデル地区指定校区】 
 

高松市は平成１１年度から毎年、地域住民による交通安全活動を展開するた

めに、交通マナーアップモデル地区を指定し、交通安全意識の高揚を図ってお

り、今年度は国分寺北部校区と円座校区が指定されています。 

危険箇所の点検や交通安全街頭キャンペーン等を実施していますが、未だに

１０万人当たりの死者数は全国ワースト１となっています。 

目指せ、交通事故ゼロ！一人ひとり意識を高め、交通事故を防ぎましょう。 
 

「スマホより 横断歩道の 僕を見て（令和２年度交通安全年間スローガン）」 
（国分寺北部校区交通マナーアップ活動推進協議会） 
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【文化祭事業】 

―文化祭開催― 

11月6・7日（土・日）in高松国分寺ホール 

 秋晴れの好天にも恵まれて２日間で延べ 4 千人の観

客が参加し、盛大な文化の祭典が繰り広げられました。 

保育所・幼稚園の園児

や小中学校の児童・生徒

をはじめ、老若男女の文

化芸術作品がホールい

っぱいに展示され、華や

かで賑わった文化祭で

した。 

ステージでは、尺八・

琴・二胡・オーケストラ・和太鼓の生演奏、民謡・詩吟・

合唱・カラオケなどの歌の披露、日本舞踊・民謡民舞・

剣舞・フラダンスなどの多彩な踊りの発表がありました。

また新居児童館の子どもたちによる創作紙芝居もあり、

大勢の観客に感動を与えてくれました。屋外ではうどん、

焼き芋等のバザーもあり、入口正面には丹精込めた菊花

展が人々の心を癒してくれました。 
 

―文化講演会開催― 

1月９日（日）in高松国分寺ホール 

３６０年の伝統と歴史を持ち海外でも公演された松

山市の無形文化財にも指定されている伊予万歳が、扇子

を持って三味線・太鼓・拍子木に合わせて歌い踊って、

年初めの祝舞がステージいっぱいに展開され、観客を堪

能させてくれました。ある観客は「今日は見に来てよか

った、楽しかったよ、新年に相応しい縁起が良い。」と感

激していました。 
（国分寺町文化協会） 

  

【地区体育協会支援事業】 

国分寺町冬のまつり 
 

コロナ禍のため２年連続の開催間際での中止となり、

楽しみにしていた子どもたちには残念な結果になりま

した。開催準備にご尽力いただきました皆様には厚くお

礼申し上げます。 

雪遊びはできなかったけれど、町内小学生の応募ポス

ターの展示（１２月１５日～１月２３日、高松国分寺ホール）

や雪合戦大会参加チームの事前練習（１月１０日、北部小

学校）は開催することができました。雪合戦の練習に参

加した子どもたちの生き生きとした表情がいつも以上

に印象的でした。子どもたちにとって数少ない思い出の

一つになればと思います。 

次回こそは開催できると信じています。今後とも関係

団体・関係者の皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い

申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 
（国分寺町冬のまつり実行委員会） 

【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の三密を避ける

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。２年続けての敬老会催し物中止で大変ご

迷惑をおかけいたしましたが、関係者のご協力により、

無事に配布できました。 

令和４年度は、新型コロナウイルスも、デルタ株から

オミクロン株に変異し、いつ収束することになるのか解

らない状況になりつつありますが、来年度は例年通り開

催できますように願っています。 

なお昨年１０月より、買物支援のため、「おでかけまも

りん」を開始しましたが、ボランティアの運転手・介添

人がまだまだ不足している状況です。協力していただけ

るボランティアを募集していますので、ご協力いただけ

る方は、北部コミュニティセンターに連絡をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
（国分寺北部地区社会福祉協議会） 

 

  

韓国語同好会 
 

韓国文化に興味を持ち、料理を食べたり韓国ドラマ

を見てセリフを確認したりしています。 

言葉を理解するための文法の基本にも立ちかえり、

日々頭に刺激を与える努力をしています。（笑）興味

を持たれたらどうぞ気軽にのぞいてみて下さい。 
 

活動日： 毎週火曜日 19時～21時 

国分寺デジカメ俱楽部（旧 清香デジカメ俱楽部） 
 

４月から国分寺デジカメ俱楽部と名を改め、写真・

デジカメが大好きな仲間が集まって和気藹々、楽しい

俱楽部です。主に写真の相互鑑賞・Webでの講習。

キナシ大林病院・シカ国分寺店等に展示発表の場をご

提供頂いています。 

コロナ禍の為、現在は

中断していますが撮影

旅行・懇親会等会員の親

睦も深めています。気軽

に写真を楽しみたい方、

お待ちしています。 

 

活動日：第１・第３火曜日 １０時～１１時半 
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～ 笑顔広がる｢自分から｣活動 ～ 

 国北小では、「木曜日はチョボラの日」活動等のボランティア活

動や、自分の個性や特技を伸ばす集会活動｢国北小ブラボーズ｣を行

っています。  

～木曜日はチョボラの日！～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～集会活動｢国北小ブラボーズ｣～ 
 

 

 

 

 

 

これらの活動を通し、児童一人一人の笑顔が広がっています。今

後も、｢自分から｣活動に取り組む子どもたちの頑張り、伸びを励ま

し認めながら、自己決定の場を大切にし、自尊感情や共生力を育て

ていきたいと考えています。 

 

ほくりんぴっく２０２１ 10月６日（水） 

去年に引き続き、学年毎に参観形式で運動会の代替行事として『ほくりんぴっく

２０２１』を開催しました。 

年少組は段ボール電車に乗ってかわいい踊り、年中組は野菜になって元気いっぱ

いの踊りをしました。年長組の子どもたちは、オリンピックからイメージした動き

（ピクトグラム）を全身で表現しました。保護者の方に応援やお手伝いをしていた

だきながら子どもたちの心に残る『ほくりんぴっく２０２１』になりました。 

 

     やきいも 12月８日（水） 

幼稚園で収獲したサツマイモを使って全園児で『焼き芋』を

しました。子どもたちがサツマイモを洗ったり、新聞紙やアル

ミホイルで包んだりしました。年少組の子どもたちも年長組の

お兄さん・お姉さんに手伝ってもらいながら、自分でサツマイ

モをアルミホイルで包みました。 

「おいしくな～れ！」の魔法の言葉

がサツマイモに届いたのか、甘くてと

びきりおいしい焼き芋ができました。 

少し肌寒い日でしたが、あったかい

焼き芋を食べて心も体もほっくほく

になりました(^^)/。 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

剣道スポーツ少年団 

剣道の理念は「剣の理法の修練によ

る人間形成の道である」とされていま

す。剣道を通して礼法を学び、他者と

共に生きていく大切さを考えていき

ます。全員で同じ目標に向けて一振り

一振り真剣に稽古しています。 

また日々の体調管理はもとより、新

型コロナウイルス感染予防対策をし

て活動しています 
 

練習日 毎週水曜日  

   南部小学校体育館 
      

毎週土曜日  

北部小学校体育館 
 

時 間 17時～19時 

連絡先 090-7786-7382（紺田） 

国北幼の行事予定   
※未就園児ふれあい広場：新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止しています。 

２月１６日（水）宮池マラソン 

３月 １日（火）お別れ会 

３月１５日（火）修了証書授与式 

４月 ６日（水）第１学期始業式 

４月１２日（火）入園式 
※予定は変更する場合があります。詳しくは園

までお問い合わせください。 

          

             

～集会活動｢国北小ﾌﾞﾗﾎﾞｰｽﾞ｣～ 

                

すみずみまでていね

いにふこうね。きれい

になると、気持ちいい

ね。 

たくさん

の花を咲か

せてね！ 

ピンクの

花がかわい

いね。 

力を合わせると、速

くきれいになるね。次

は、どこをきれいにし

ようかな！ 

協力して草

ぬ き を し よ

う！みんなで

いっしょにが

んばろうね。 

ぼく

はブリ

ッジが

得意だ

よ！ 

友達が応

援してくれ

てうれしい

な！がんば

るぞ！ 

                

 

 

 

 

ぼくは 

ブリッジが

得意だよ！ 

友達が応援 

してくれて 

うれしいな！ 

がんばるぞ！ 
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編集後記 

世界中の不安の中、北京では厳戒

態勢をとって冬季オリンピックが始

まりました。翻って我が国は新型コ

ロナウイルス感染症（covid‐19)の

発生状況が毎日過去最高の勢いで

す。日常生活、特に自粛で頑張ってき

た毎日はいつまで続くのでしょう

か？心配です。 

私たちのコミュニティ活動も精一

杯の対応に追われています。多くの

グループ活動も、計画の見直し、中

止、延期、場所の変更等などで、とて

も明るい元気の出る状態ではありま

せん。その中でもできる活動という

ことで今回も原稿をたくさんいただ

きました。ありがとうございました。 

暗く鬱々とした世界が早く元通り

になりますことを祈るばかりです。 

皆様の更なるご支援とご指導を今

後とも宜しくお願い申し上げます。 
（広報部会） 

【ペットとずっと一緒に暮らすために】 

～飼い主のルールとマナー～ 

 

 

 

 

 

 

★★フン尿の後始末は飼い主の手で★★ 

 散歩時に犬が排泄したフンは必ず持ち帰り、飼い主が処理しましょう。 

 また、オシッコをさせる場所も配慮し、必要に応じて水で流す、ペット

シーツで吸収して持ち帰るなどをしましょう。  

【フードバンクのご協力について】 

 

 

～お家に賞味期限が迫って使わない食品はありませんか？～ 
 

まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品

の寄付を受け、毎週金曜日に開催している【まもりん食

堂子ども食堂】へ無償で提供する活動を開始しました。

提供していただける方は北部コミュニティセンターへご

持参下さい。 

【制服リサイクルバンクのご協力について】 

  

対象学校：国分寺北部小学校・国分寺中学校 

対象物：制服・体操服・ベスト・ポロシャツ・セーター・帽子等 
 

➀譲っていただける方は使用していない制服を、北部コミュニティセンターへ持ってきて下さい。 

②制服の種類やサイズを集計した結果を週１回、それぞれの学校を通じて保護者へお知らせします。 

③譲ってほしい方は随時北部コミュニティセンターへお越し下さい。 

※現在、お渡しできる制服の在庫が少なくなっていますのでご協力をお願いします。 

「おでかけまもりん・まもりんお手伝いたい」 利用者・ボランティア募集中！ 

 

 

買い物などに行きたいけど交通手段がなくお困りの方 

「おでかけまもりん（地域のボランティア）」が 

あなたと一緒にお買い物に同行します） 

サービス内容 

ボランティアによる 

・町内の指定のスーパーへの送迎 

・買い物中の付き添い支援 

・送迎車の乗降時の見守り 

利用できる方 

・国分寺北部校区在住の方 

・自分で歩ける方 

・買い物の支払いがご自身でできる方 

（他にも条件あり） 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ：北部コミュニティセンター ☎874-5805 

まもりんお手伝いたい 

地域の助け合いサービスとしてちょっとし

たことを地域の方がお手伝いしています。 

お困りの方はご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ：まもりんお手伝いたい 

☎070-3792-7381 

見守りサービス
も兼ねています 

草抜き 

ゴミ出し 

買い物代行 

庭掃除 

枝切り 


