
 

 

(議案第 1号) 

令和 2年度事業報告 

総務部会     

   事業総括 

 第Ⅲ次 5か年計画の初年度ですが、新型コロナウイルス感染防止のため殆どの行事が中止と

なりました。 

 まず、安心して住める町を目途とし、買物支援実施のための特別委員会を設置しました。 

丸亀市との協議を重ね詳細計画がまとまり、令和 3年度には、買物支援を開始できる見込みで

す。 

 また、コミュニティバスの見直しについても同様に協議を重ね、けんこう公園停留所(仮称) 

が新設できる見込みです。コミュニティバスの一部小型化、ルート、停留所等の見直しについ

ては、継続して協議を進めてまいります。 

 学校支援活動については、新型コロナウイルスの影響を受け、新しい支援(植栽)はありまし

たが、ボランティアの延べ人数は減少しました。今後の課題は、支援ボランティアの増員が必

要です。 

 代議員については、高齢による体調不良から中断、退会する方が多くなっております。 

皆様の積極的な代議員への推薦、部会への加入を期待しております。 

   事業内容    

6回/年 総務部会開催 6/24、7/29、9/25、11/24、1/26、3/16 

6回/年 役員会開催  6/17、7/22、9/24、11/20、1/22、3/18 

中止 コミュニティ総会 

中止 全体研修会 

9/18、1/29 コミュニティ役員と PTA役員との意見交換会開催 

中止 ほくほくふれあいまつり 

中止 明倫まつり 

9回 買物支援特別委員会開催 

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回広報紙「ともしび」で発刊しています。今

年度は、「ともしび」発刊 7月 1日号は 100号記念特別号を発刊予定していましたが、しかし、

コロナウイルス禍により多くの行事が中止となり、どうしても記事を構成することができず、

やむなく 10月 1日号(100号)に延期しました。10月 1日 100号記念号では、第 1号から第 100

号までの推移を思い出して、地域の皆様には、懐かしく読んで頂いたものと思っております。

まだまだ、コロナウイルス禍も収まらず「ともしび」では、構成を少し変更し、皆様にお届け

しています。これからも「ともしび」を通じて地域の町づくりの一環となるよう発刊を頑張っ

て参ります。 

 また、ツイッター「城北防災」、ホームページ「城北コミュニティ」で、随時タイムリーな

情報を発信しています。  



   事業内容    

7/1 「ともしび」100号の中止 

 

10/1 「ともしび」100号記念号発行 

8/1、8/25、9/1、9/8～9/15、9/25 

令和 3年  

1/1 「ともしび」101号発行 

10/31、12/1、12/3、12/8、12/15、12/25 

4/1 「ともしび」102号発行 

2/2、3/2、3/6、3/9、3/16、3/25 

★ コロナウイルス禍で部会員 6名は、1時間以内、残りは、部長、副部長で構成

をまとめております。 

文化部会 

   事業総括    

 本年度は、令和 2年 2月下旬頃より日本国内において、新型コロナウイルスの発生が始まり、

世界中が新型コロナウイルスの影響を受けて、色々なイベントや行事等が中止となりました。 

 文化部会の事業におきましても、音楽療法士の指導による音楽活動は、参加者が一堂に会し、

大きな声で全員が歌を合唱するため、飛沫によるコロナウイルス感染が考えられ、本年度の音

楽活動事業は、中止といたしました。 

 教養講座とくらしのセミナー事業は、感染予防し、3密を回避しながら人数制限をして、開

催いたしました。 

第 1回目の教養講座では、「もうひとつの第一次世界大戦」のテーマで、世界大戦後に丸亀(塩

屋別院)の収容所において、ドイツ兵俘虜による合唱団の結成や演奏会の音楽活動を盛んに行っ

たこと、また、100年余り前の 1918年(大正 7年)に、世界的に大流行した「スペイン風邪」が、

日本国内でもインフルエンザとして猛威をふるい、大流行したお話しでした。 

第 2回目の教養講座では、「丸亀と菅原道真について」のテーマで、学問の神様と呼ばれた

道真の波瀾万丈の人生と、道真が丸亀とゆかりのある天満宮(天神)について、説明がありまし

た。 

 次に、くらしのセミナーでは、「もっと知りたい税のこと」のテーマで、基礎的な税のしく

み、種類、税の使われ方等のお話しを頂き、大勢の方のご参加を頂きました。 

  

   事業内容    

4回/年 部会開催 7/14、9/3、12/15、3/9 

8/11 教養講座 「もうひとつの第一次世界大戦」 

     講師 香川近代史研究会 宮本 義行 

10/13 

くらしのセミナー(香川県消費生活センター講座) 

    「もっと知りたい税のこと」 

     講師 高松税務署 税務広報広聴官 本多 由香里 

12/8 
教養講座 「丸亀と菅原道真」について 

      講師 香川短大副学長 齊藤 栄嗣 

 



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。 

 

*新型コロナウイルス蔓延のため、当初計画の各事業が大幅に制限されましたが密になること 

を避け、福祉部会に限定した研修会を開催しました。 

 

   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) 

 買物支援会議 6/2３、7/31、8/25、9/29、10/27、11/18、12/22 

7/4 介護教室(青の山荘との連携) 

7/16 福祉部会研修会(香川大学磯打准教授) 

 話し合いの場 7/28、11/25、令和 3年 1/27、3/17 

9/30 生活支援活動意見交換会飯山町保護センター(会長意見発表) 

11/4～ 友愛訪問(70歳以上独居老人)ヤクルト配布 450世帯 

12/22 歳末助け合い資金配布 

令和 3年  

2/3～ 独居高齢者実態調査 約 600世帯 

3/3 民児協研修会(災害に備える地域づくり) 

 

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。令和 2年度は、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年行ってきた事業を変更または中止することにな

りましたが、防犯パトロール隊の見守り活動は、変わりなく続けてまいりました。また、香川

県自主防犯活動企画提案事業に採択され、城北こども園及び土居保育所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。緑道公園清掃は、小学校や保育所の子ども達は参加できませんでし

たが、今年度も実施いたしました。専門家を招いての「地域安全マップ講演会」は中止となり

ましたが、今後も継続して活動してまいります。 

   事業内容    

4/22 対面式(中止) 

6/30 部会開催 

7月 城北防犯パトロール隊意見交換会(中止) 

8月 ゴーヤ料理教室(中止) 

10/16 緑道公園の清掃 

12/5 地域安全マップ講演会(中止) 

令和 3年  

2/19 部会開催 

 



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。コロナウ

イルス禍で、十分に活動することは難しかったですが、センター開館後は、三密、換気、時短

など気をつけて事業を行いました。外出を控えることで体力低下など心配なこともあり、なる

べく計画とおりに事業を実施、健診等の声かけも行いました。ポイント制も実施、昨年より参

加者は少なかったです。 

   事業内容    

毎月 

第 3金曜日 

すくすくクラブ 

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

3/19 

毎月 

第 3火曜日 

わいわい教室 

4月 5月は中止、6/16、7/21、8/18、9/15、10/20、11/24、12/15、1/19、2/16、

3/16 

7/14 健康相談(北平山町) 

7/20 健康相談(城東町) 

7/31 バランス料理教室 

8/6 健康教室(お口の健康と肺炎予防) 

8/7 健康相談(大倉団地) 

9/25 男性料理教室 

10/2 健康相談(富士見町) 

10/21 健康教室(音楽療法) 

10/26 健康相談(風袋町、葭町、瓦町、米屋町、松屋町、魚屋町、宗古町) 

10/29 バランス料理教室 

11/5 健康教室(フットセラピー) 

11/18 シニアカフェ 

 健康相談(土居町 2丁目・大手町) 

11/28 健康教室(中高年の肩の痛み) 

12/3 バランス料理教室 

12/16 健康相談(御供所町) 

令和 3年  

1/7 健康教室(フットセラピー) 

1/21 バランス料理教室 

2/5 健康教室(ストレッチの基本) 

2/19 健康相談(土居町 3丁目) 

3/5 健康ポイントの賞品仕分け 

3/15 健康相談(土居町 1丁目) 

年 4回 部会開催 6/18、12/15、3/5(10/6書面報告) 

 

 

 



体育部会 

   事業総括    

*スポーツ少年団、スポーツ推進員、体協婦人部をはじめとする多くのスポーツに係わりスポ

ーツの推進にご尽力されている方々に心から感謝申し上げます。 

*するスポーツで、生き甲斐を感じ、楽しみ方を見つけ、健康・体力づくりをして欲しい。 

*地域の老・若・男・女の皆さんにスポーツを通して、明るく健やかに仲間との絆づくりをし

て欲しい。 

*以上が 2年度の目標と考えかたでした。ご存じ「新型コロナウイルス感染症」拡大の影響で、

ほとんどの事業を中止せざるを得なかった事をお詫び申し上げます。 

   事業内容    

4/5 春の家族ハイキング                    (中止) 

5月 屋外ペタンク大会                     (中止) 

6月 チャレンジ卓球大会                    (中止) 

6/28 ソフトバレーボール・インディアカ・ダーツ合同大会     (中止)                    

8月 子ども会ラジオ体操・ラジオ体操     (計画を変更して実施はしました) 

9月 ボーリング大会                      (中止) 

10月 ほくほくふれあいまつり 屋外イベント           (中止) 

11月 室内ペタンク大会                     (中止) 

令和 3年                    

1月 新春おめでとうウォーク                   (中止) 

2/7 香川丸亀国際ハーフマラソン大会(交通整理協力)               (中止) 

3/7 ソフトバレーボール大会(女子の部・男女混合の部) 

   ※卓球台を 1台取り替えました。卓球部の活躍を祈念いたします。 

   ※屋外ペタンクの用具を買いました。 

   ※インディアカの羽根を買いましたので練習して下さい。 

    


