
(議案第 1 号) 

令和元年度事業報告 

総務部会     

   事業総括 

 まちづくりⅡのテーマ「地域住民とのふれあい活性化」「コミュニティの持続確保」の実現

に向け、ほくほくふれあいまつり、城北明倫まつり、全体研修会、お城まつり大名行列、PTA

役員との意見交換と取り組んでまいりました。 

 大名行列では、短い準備期間でしたが小学生、先生、PTA、コミュニティ(裏方も含め)約 120

名の皆さんが一体となり、無事終了することができました。 

 また、城北小学校区地域学校協働本部が実施しております「学校支援」では、各部会の協力、

情報提供により、人材確保につながり、インフルエンザ、新型コロナウイルスの影響で 40 日

の中断がありましたが、3 月末で延べ約 757 人の実績となりました。 

 次に、情報伝達のための掲示板は合計 47 ケ所設置できました。設置の必要のない掲示板を

保管している自治会があれば、返却して下さるようお願いいたします。 

   事業内容    

7 回/年 総務部会 5/22、7/12、9/11、11/13、1/14、2/26、3/31 

6 回/年 役員会  5/29、7/19、9/19、11/27、1/29、3/26 

5/3 丸亀市お城まつり「大名行列」出場 

5/19 コミュニティ総会開催 

9/16 全体研修会実施 佐川町並み、地質館 

9/26 コミュニティ役員と PTA 役員との意見交換会 

10/6 ほくほくふれあいまつり開催 

令和 2 年  

1/31 コミュニティ役員と PTA 役員との意見交換会 

3/1 明倫まつり(新型コロナウイルスのため中止) 

 

広報部会 

   事業総括    

 城北コミュニティの活動や地域の情報を、年 4 回城北コミュニティ広報紙「ともしび」で皆

さんにお知らせする目的と使命を持って発行しております。 

 発行には、取材;編集;配布と工程をこなし、皆さんに興味をもって読んでいただけるよう毎

回工夫してきました。 

   事業内容    

7/1 ともしび 96 号発行(企画、原稿、レイアウト、印刷、初校、再校、配布) 

5/9、6/1、6/4、6/6、6/11、6/13、6/25 

10/1 ともしび 97 号発行 

8/1、8/31、9/3、9/6、9/12、9/17、9/26 
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1/1 ともしび 98 号発行 

11/1、12/3、12/5、12/10、12/17、12/26 



4/1 ともしび 99 号発行 

2/4、3/3、3/6、3/10、3/17、3/26 

2/4 

 

広報紙作りについての研修 

随時 城北コミュニティのホームページ更新 

随時 「城北コミュニティ防災」ツイッター更新 

 

文化部会 

   事業総括    

 本年度も、地域の方々を対象に、音楽の楽しさ・喜び・脳の活性化やストレス解消等のため

に、音楽療法士の指導による音楽活動事業を年 5 回実施致しました。 

 教養講座の第 1 回目では、「丸亀城 石垣の崩壊について」のテーマで、丸亀城石垣崩壊の

現状についてお話を頂きました。2 回目は、「京極多度津藩(林良斎と陽明学)」のテーマで、大

塩平八郎から陽明学を学んだ林良斎が、本県初の陽明学者となったお話でした。 

 第 3 回目は、「さぬきの古代史」のテーマで、古代の讃岐国、那珂郡の地名や讃岐国で活躍

した人のお話でした。 

 次に、くらしのセミナーでは、「住まいの安全対策」意外と多い家の中の危険のテーマと「終

活」何から始めたらいいのか分からないときのテーマでのお話を頂き、大勢の方の参加を頂き

ました。 

   事業内容    

5 回/年 
音楽活動事業(岩永十紀子先生) 

5/14、7/9、9/10、11/12、1/14 

6 回/年 部会開催 5/14、7/9、9/10、11/12、1/14、3/10 

6/11 
教養講座「丸亀城 石垣の崩壊について」 

     講師 郷土史家 遠藤亮先生 

8/27 

くらしのセミナー(香川県消費生活センター講座) 

    「住まいの安全対策」～意外と多い家の中の危険～ 

     講師 パナソニック(株)ライフソリューションズ社 鉄尾憲治氏 

10/29 
教養講座 京極多度津藩 (林良斎と陽明学) 

     講師 齋藤栄嗣先生(香川短大副学長) 

12/10 
教養講座 「さぬきの古代史」 

     講師 香川県立ミュージアム 主任専門学芸員 渋谷啓一氏 
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2/25 

くらしのセミナー(香川県消費生活センター講座) 

     「終活」～何から始めたらいいのか分からないとき～ 

     講師 香川県金融広報委員会 金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 糸瀬佳滋子氏 

 

福祉部会 

   事業総括    

高齢者及び障がい者への対応では思いやりのある活動ができたと考えています。 

第 3 回「認知症 SOS ネットワーク模擬訓練」は、他部会員の方たちや関係機関の協力もあり、



約 200 名の方の参加を頂き、楽しさの中にも真剣に行うことが出来ました。 

   事業内容    

毎月 独居老人花鉢プレゼント 

(各月に誕生日を迎える 70 歳以上の方へ) 

5/3 お城まつり「大名行列」参加 

5/9 福祉部会開催 

5/26 認知症 SOS ネットワーク模擬訓練 

7/6 介護教室(青の山荘との連携) 

7/18 福祉施設作業訪問(青の山荘) 

8/1 自主防災チェック作業 

9/14 敬老会支援活動 

10/6 ほくほくふれあいまつり独居老人(70 歳以上)の方へバザー券配布 

11/6～ 友愛訪問(70 歳以上の独居老人、寝たきりの方へ)ヤクルト配布 

11/14 福祉施設作業訪問(とまと園) 

11/24 城北地区災害避難・避難所開設訓練 

12/20 歳末助け合い資金配布 

12/27 まちづくりⅢ委員会 
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2/5～ 独居高齢者実態調査 

2/6 出前講座「在宅医療制度」 

3/4～ 友愛訪問(70 歳位以上独居老人)菓子配布 

 

環境部会 

   事業総括    

環境部会では、防犯パトロール隊活動、環境美化活動を継続して進めました。年度当初には、

城北小学校のすべての保護者世帯に、安心・安全自転車プレートをお配りして、保護者と一体

となっての防犯・交通事故防止活動の推進を図りました。保育所・こども園・小学校の子ども

達と一緒に緑道公園清掃を行い、環境美化の大切さを学びました。また、城北小学校児童から、

日頃のパトロール隊活動への礼状(ありがとうメッセージ)をいただきましたので、パトロール

隊からも返信しました。 

   事業内容    

4 回/年 部会開催 4/11、6/26、1/7、2/14 

4/17 対面式 

7/10 城北防犯パトロール隊意見交換会 

8/7 ゴーヤ料理教室 

10/4 東汐入川緑道公園の清掃 

10/6 ほくほくふれあいまつり参加 

令和 2 年  

2/14 ありがとうメッセージ返信 

 

 



 

保健部会 

   事業総括    

自分や家族の健康に関心を持ち、いきいき暮らすために 3 つの目標を定めて活動。「健康ポ

イント制度」も福祉部会・文化部会と協力して、より多くの人に知ってもらいました。1 年を

通してポイントを獲得することで、より意識を持って健診・健康事業に参加。より多くの人に

参加してもらうことを目標に活動を行いました。学校支援ボランティアや事業の準備手伝いに

もポイントつけました。 

   事業内容    

毎月 

第 3 金曜日 

すくすくクラブ 

4/19、5/17、6/21、7/19、8/16、9/20、10/18、11/15、12/20、1/17、2/21、 

毎月 

第 3 火曜日 

わいわい教室 

4/16、5/21、6/18、7/16、8/20、10/15、11/19、11/27、12/17、1/21、2/18、 

4/20 子どもの運動のコツ体験教室(かけつこ) 

6/20 健康教室(腎臓病の話) 

6/25 健康相談(北平山町) 

7/17 バランス料理教室 

7/18 健康相談(城東町) 

8/2 健康相談(大倉団地) 

8/21 健康教室(音楽療法) 

8/29 親子料理教室 

8/29 三世代交流昔遊び 

9/24 健康相談(富士見町) 

10/6 血管老化度測定、他(ほくほくふれあいまつり) 

10/16 健康相談(風袋町、葭町、瓦町、米屋町、松屋町、魚屋町、宗古町) 

10/25 バランス料理教室 

10/31 健康教室(フットセラピー) 

11/11 健康相談(土居町 2 丁目・大手町) 

11/20 健康教室(認知症予防) 

11/22 男性料理教室 

11/23 中国伝統芸術鑑賞会 

12/26 親子料理教室 

12/26 三世代交流昔遊び 
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1/10 健康相談(御供所町) 

1/30 健康教室(フットセラピー) 

2/3 健康相談(土居町 3 丁目) 

2/5 バランス料理教室 

2/20 健康ポイントの賞品仕分け 

2/26 高松赤十字病院出前講座(防災について) 

4 回/年 部会開催 6/20、9/25、1/16、2/20 



 

体育部会 

   事業総括    

*スポーツには、勝敗を競うだけではない喜びがあります。 

*スポーツは、皆さんの毎日をより色鮮やかにしてくれます。 

*みんなで、スポーツの楽しみ方、見つけてみませんか？ 

*地域の老若男女の皆さんがスポーツを通して、明るく健やかに地域の中で交流して下さい。 

以上を目標に活動してきました、屋外の事業が多いだけに天候が気になりますが、できるだけ

多くの参加を願っております。 

   事業内容    

4/7 春の家族ハイキング                    (28 名) 

6/2 屋外ペタンク大会                     (28 名) 

6/9 チャレンジ卓球大会                    (17 名) 

8/18 ラジオ体操                        (約 40 名) 

9/1 子ども会のキャンプにおじゃまして、ラジオ体操       (約 80 名) 

9/19 ボーリング大会                      (25 名) 

10/6 ほくほくふれあいまつり 屋外イベント 
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1/12 新春おめでとうウオーク                  (60 名) 

2/2 香川丸亀国際ハーフマラソン大会(交通整理協力)        (35 名) 

3/8 室内ペタンク大会         (中止) 

3 回/年 体育部会の開催 

 スポーツ少年団強化事業(軟式野球、サッカー、バレーボール) 

 


