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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、役員改選議案について可決・承認されました。 

 令和４年度も、防災・減災や福祉サービスを中心として事業を行います。

地域の見守り活動強化を行うため「ながら見守り活動」「配食サービス・子

ども食堂」「移動支援事業」等の推進を図ります。 

 また、防災重点ため池の見直しを行ったことにより、現在防災マップの

見直しを行っており、令和５年３月末までに国分寺北部校区の全世帯に配

布します。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。 

 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。 

【地域団体活動支援事業】 

中学生とのクリーン作戦 
8 月 3 日（水）in 国分寺会館周辺 

 

 早朝より中学生・地域の皆

様をはじめ、各種団体・企業な

ど多くの方々のご協力をいた

だき、２４回目となるクリー

ン作戦を行いました。 

 国分寺会館を起点に６コースに分かれ、歩道や道路端に落

ちているゴミを拾いました。中学生も大人たちも力を合わせ

て美化活動を行うことを通して「自分たちの町は自分たちで

きれいに」という気持ちを共有する機会となれば幸いです。 

  
 

 

 

 

 

暑い中、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 
（国分寺町婦人会）  
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宝を守りましょう ～小学生の下校見守りボランティア募集について～ 

まもりん見守り隊は発足して１年 9 ケ月が経ちました。現在ご活躍のまもりん見守り隊の方には感謝い

たします。見守り活動は事前に小学生の下校時刻を周知し、自宅の前で、畑仕事をしながら、ウォーキン

グをしながら、下校時間帯に黄色ベストを着用して見守りします。黄色ベストを着用した方を見かけたこ

とがあると思います。まもりん見守り隊の交流会で紹介された活動の体験談が、5 月 5 日（こどもの日）

付の四国新聞に掲載されました。将来を担う子どもは地域の宝です。国分寺北部校区が子育てに優しいま

ちになればと思い、そして子育て世帯が住んで良かったと思えるまちにしたいと思います。その第一歩が

不審者や交通事故から小学生を守ることだと思います。 

活動にご参加いただける方は、配布済みのパンフレットの応募用紙にご記入後、北部コミュニティセン

ター窓口の郵便受けに投函してください。また事務局の上田(070―4433―5432)までご連絡いただけ

たら、活動に関するご質問にもお答えし、用紙の受け取りにもお伺いします。   （まもりん見守り隊） 

【地域子育て支援事業】 

神社清掃活動 
8 月 1 日（月）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、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） 

【令和４・５年度役員】  

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 泉川 邦弘 

理事 白井 邦彦 

理事 川染  聡 

理事 岡内美千代 

理事 阿部 孝雄 

理事 原田 隆弘 

理事 宮脇 典子 

会計 前田 伸治 

監事 平井  勉 

監事 溝渕  功 

 

 今まできれいな町を守ってこ
られているのは、地域の方々が清
掃活動を行ってくれていたから
だと気付くことができました。 

（国分寺中2年 男子） 

 地域の方々の優しさにふれる
ことができました。これからも、
地域や学校にとって自分のでき
ることを続けていきたいです。 

（国分寺中2年 女子）） 
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開催イベント（予定） 
音の祭り  
日時：9 月２５日（日）１４時開演 
場所：高松国分寺ホール 
 

讃岐国分寺史跡まつり  
日時：１１月５日（土）8 時５０分～１６時 
場所：讃岐国分寺跡史跡公園&資料館 
 

国分寺町文化祭  
日時：１１月５日（土）９～１７時 

６日（日）９～１５時 
場所：高松国分寺ホール、国分寺会館 
 

防災訓練 
日時：１１月２０日（日） 
場所：北部小学校体育館等 
 

高齢者運動会  
日時：１１月２３日（水・祝）８時３０分～12時 
場所：西部運動センター体育館 
 

国分寺町冬のまつり  
日時：令和５年１月２２日（日） 
場所：橘ノ丘総合運動公園 

北部地区敬老会 
 

国分寺北部地区にお住まいの７５歳以上の対象者に

記念品を準備しています。郵送された案内状（はがき）

を持参のうえ、お越しください。 
 

配布期間 ９月１７日（土）～１９日（月） 

     ９時３０分～１６時３０分 

配布場所 北部小学校体育館 
 

※自家用車でご来場の方は小学校南門から進入し（県

道 33 号線国分寺交番より北へ入る）、帰りは小学校東

門からお帰りください。 
 

配布予備日 ９月２０日（火） 

９時３０分～１６時３０分 

  場所 北部コミュニティセンター 
 

問合せ先：国分寺北部地区社会福祉協議会 

  ☎８７４－５７７０ 

  北部コミュニティセンター  

  ☎８７４－５８０５ 

【地域団体活動支援事業】 

料理教室参加者募集 
「私たちの健康は私たちの手で」をスローガン

に９月から料理教室を開催する予定です。生活習
慣病予防を考えた野菜たっぷりのレシピです。 
みなさんのご参加をお待ちしています。 

 

   講座名 実施日 参加費  

野菜たっぷり生活講座Ⅱ 
    お弁当編 ９/30(金) 450 円 

男性料理教室 
                   

9/15(木) 
12/15(木) 
2/16(木) 

400 円 

 

場 所：地域保健活動センター2F 
時 間：９時半～１３時 
持ち物：エプロン・三角巾・マスク 
申込み問合せ：保健ステーション☎874-8200 

（高松市食生活改善推進協議会 国分寺地区） 

北部野球スポーツ少年団 
 

『僕たちと一緒に野球をやろうよ！』 
 

 熱い監督&コーチの指導のもと、楽しく伸び伸びと野
球をしています。現在、団員は 6 年生 3 名、5 年生 7
名、4 年生 4 名、3 年生 4 名の 18 名。団員は多くは
ありませんが、その分、チームワークは最高です。野球
を通じ、連帯感や責任感、相手を思いやる気持ちを学ん
でほしいと思っています。 
 一戦一戦、とにかく全力プレー。打つも守るも走るも
全力。チークワークを大切に、ミスをしてもチーム全員
でカバー。常に感謝の気持ちを忘れず、全員野球で戦い
ます。ご興味のある方はいつもで練習を見にきてくだ
さい。お待ちしております！ 
 

練習日：土曜・日曜・祝日 
 13 時〜17 時 
場 所：如意輪寺公園 
連絡先：代表：山本  
 090-8978-5786 

－共助の基盤づくり事業－ 
 高松市長寿福祉課では、今年度より地域資源である団体との連携構築や人材発掘を図り、
ボランティア基盤（共助の基盤）の構築を目指すため、高松市の 44 地区対象として共助
の基盤づくり事業を行うことになりました。北部校区では、下記の事業を開催します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催時間：10 時～12 時 30 分 ※コロナ感染予防のため弁当は持ち帰っていただきます。 
申込み：お近くの民生委員、社会福祉協議会国分寺支所（☎874-5770） 

北部コミュニティセンター（☎874-5805） 
                         （国分寺北部地区社会福祉協議会） 

  

 

 

 

 

 

（西署） 

開催日 
募集人数 

内 容 開催場所 
高齢者 小学生以下 その他 

9月 4日 20 20 20 三世代交流（iPad を使っての脳トレ・料理教室） コミセン 

10月 4日 20 － － 高齢者の給食（脳の若返り教室・料理教室） 社 協 

12月 4日 20 20 20 三世代交流（クリスマス会） コミセン 

12月26日 10 15 5 おせち料理 コミセン 

12月27日 20 30 10 餅つき コミセン 
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サツマイモのつるさし【６月７日（火）】  

PTA ボランティアの皆さんにもお手伝いいただき、５月末に畑づくりを行

い、６月に入ってからサツマイモのつるさしを行いました。コロナ禍で約２年

間、行事は分散形式で行っていましたが、今年は、初めに年長児のやり方を見

せてもらってから、全園児でつるをさしました。 

 秋になって、たくさんのお芋ができることを願いながら、毎日自分用のペッ

トボトルを使って、水やりも頑張っています！ 

カレーパーティー【6 月 28 日（火）】 

 幼稚園の畑で収穫したタマネギやジャガイモを使ったカレーパーティーは

毎年のお楽しみ！年長児は「他にカレーにどんなものを入れる？」と、みんな

で話し合い、分担を決めて買い物にも出かけました。 

 当日は、年少児がジャガイモを洗い、年中児がタマネギの皮をむき、年長児

が野菜を切り、PTA ボランティアさんが調理をして、みんなで協力して作り

ました。夏野菜たっぷりのカレーには、年長児が相談して決めた“かくし味”

も入っていて、栄養満点！「おかわり！」の声がたくさん響く、楽しい１日と

なりました。 

〈北部幼稚園の今後の予定〉 
８月３０日（火）入園説明会① 

９月 １日（木）２学期始業式 

９月２０～２２日（火～木） 保育参加・秋まつり 

１０月 ８日（土）ふれあい運動会 

１０月１３日（木）親子遠足 

１０月１８日（火）交通安全教室 

１０月３１日（月）いもほり 

１１月 ９日（水）人権教室 

１１月１６日（水）入園説明会② 

１２月 ３日（土）生活発表会 

１２月 ７日（水）やきいも 

１２月２１日（水）クリスマス会 

１２月２３日（金）２学期終業式 
※未就園児ふれあい広場は、９月より再開する予定です。 

※感染状況等により中止・延期など変更する場合があります。 

〈北部小学校の今後の予定〉 
 ９月 １日（木）２学期始業式 

 ９月２２日（木）小さな音楽会 

 ９月２８日（水）・２９日（木）修学旅行（６年） 

 ９月３０日（金）ぴかぴかデー（４年） 

１０月 ６日（木）市陸上記録会（５・６年代表） 

１０月１４日（金）校外学習（１～６年） 

１０月２１日（金）学習参観・ＰＴＡ家庭教育応援講座 

１０月３１日（月）ぴかぴかデー（３年） 

１１月 ２日（水）こども未来館学習（４年） 

１１月１９日（土）学習参観（人権）・人権教育講演会 

１１月３０日（水）ぴかぴかデー（２年） 

１２月２１日（水）・２２日（木）２学期末個人懇談会 

１２月２３日（金）２学期終業式 

 １月１０日（火）３学期始業式 

 １月３１日（火）ぴかぴかデー（１年） 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

入学式 【４月１１日（月）】 

９８名の元気な１年生が入学してきました。これから始まる小学校生活を

楽しみに、おうちの方と一緒ににこにこして登校してきた１年生。担任の先

生や、新しいお友達との出会いにわくわくしている様子が伝わってきました。 

春季運動会 【５月２１日（土）】 

「燃え上がれ～限界をこえるパフォーマンスを～」のテーマのもと、

春季運動会を開催しました。低・中・高学年に分かれて、３年ぶりに有

観客で行うことができました。徒競走での元気いっぱいの走り、学級対

抗リレーは手に汗握る好レース。 

そして何より表現では、どの学年団もいきいきと全身で演技できまし

た。特に、６年生はクラスカラーの傘を巧みに使って表現し、観衆全員

を魅了するすばらしい演技でした。 

屋島集団宿泊学習【６月２０日（月）・２１日（火）】 

５年生が１泊２日で屋島集団宿泊学習を行いました。宿泊行事は久し

ぶりです。１日目は、真っ青な空の下、いかだ活動に取り組みました。

友達と一緒に海へこぎ出し、満面の笑顔で活動できました。２日目は、

あいにくの天気でしたが、予定通りの活動を行いました。 

初めて友達と泊をともにしたことで絆を深め、帰着した時の表情は満

足感にあふれていました。 

けがや体調不良の児童もなく、無事に活動を終え、たくましく成長し

た５年生でした。 
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【防犯灯設置について】 

 街路灯などの照明器具のうち、夜間におけ

る犯罪の防止を図るため、地元自治会が所有

し、維持管理を行っている照明器具です。 

 基準例として、おおむね直線２０メート以内に既

存の防犯灯がある場所には設置できない、電柱にト

ランスが乗っている、希望している付近に水田や畑

があり、農作物に被害がある可能性があることを伝

え許可を得るなどがあります。 

 また、防犯灯の電球が LED になったため、希望

した箇所に防犯灯を設置した後、明かりが眩しく撤

去をしてほしいという申し出があり撤去するケー

スも出てきておりますので、申請する場合は必ず設

置する箇所周辺の同意を得てください。 

（北部校区連合自治会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ごみステーションの利用について】 
  

 各家庭から出されるごみは、きちんと分別して決

められた曜日の朝８時までに出してください。 

 分別方法等については「家庭ごみの正しい出し方

（ごみ分別ガイドブック）」等で確認してください。

また便利な携帯アプリ【さんあ～る】で収集カレン

ダーやごみの分別等検索できますのでご利用くだ

さい。 
 

 

 

 

（高松市環境業務課） 

～ 編集後記 ～ 

新型コロナウイルス感染の猛威が続くなか、皆さん苦慮しておられ

ます。自粛といっても、さらに家に閉じこもるのか、完璧な感染防止

対策をして経済社会活動をしていくのか、迷いに迷っている現状です。 

今回の広報誌は、書面表決での総会の報告をはじめ、清掃活動・小

学校の運動会・幼稚園のサツマイモのつるさし等、ウィズコロナの行

事報告です。 

この爆発的感染は今後いつまで我々に影響を与えるのか不安以外あ

りません。しかしここであきらめは禁物。私たちのコミュニティの強

い横のつながりでウィズコロナ時代を乗り切りましょう。皆様のさら

なるご支援ご協力よろしくお願い申しあげます。    （広報部会） 

【美しいまちづくりのために】 

 ～犬の散歩マナーについて考えよう～  

 

◎知らず知らずのうちに他人に迷惑をかけていま

せんか？ 

◎犬のふんの後始末はしていますか？ 
 

 散歩の時は、ふんを始末する袋

を用意し、必ず飼い主が持ち帰り

ましょう。ペットも大切な家族の

一員です。マナーやルールを守っ

て、犬も飼い主も、みんなが気持

ちよく快適な散歩をしましょう。 
      （高松市環境保全推進課） 

食品ロス削減イベント開催のお知らせ 
 「フードドライブ活動 LOOP～つながる輪～笑顔の輪～」では、ご家庭で食べる予定がない食品を、

高松市社会福祉協議会を通して、支援を必要としている方々に寄付する取り組みを行っています。 

ご寄付いただける食品の条件は次の 3 点です。（例：米・菓子・飲料品・レトルト食品・乾燥食品・缶詰） 

① 常温保存が可能である食品 

② 賞味期限や消費期限が一か月以上残っている食品 

③ 未開封である食品 

 みなさまのご協力で、前回は合計 61 ㎏もの食品を寄付することができまし

た。今回は 11 月 19 日（土）9 時～12 時に北部コミュニティセンターにて行

います。当日は香川県食品ロス削減推進キャラクター「たるる」も来てくれます。 

 ご家庭で食べる予定がない食品がございましたら、ご寄付をお願いいたします。 
         （香川大学学生 ESD プロジェクト SteeeP-ステップ-） 

「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！  

 

 

お買い物などに行きたいけれど、交通手段がなく

お困りの方に「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。 

利用できる方 

◎国分寺北部校区在住の方 

◎自分で歩ける方 

◎買い物の支払がご自身でできる方 

料金 

◎年会費  1,000 円 

◎利用料  500 円／回 

◎送迎料  無料 
 

申込み問合せ：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。 

 

 

 

 

 
 

問合せ：まもりんお手伝いたい 

☎070-3792-7381 
 

 

（北部校区福祉ネットワーク会議） 

 

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 


