十一月二十七日︑
城北こども園の１歳
児から５歳児のこど
も達の生活発表会を
行いました︒
こども園の園歌に
﹁とげとげことばは
ハートがブルーに
つらいよね つらい
よね ほんわかこと
ばがやさしいきもち
に ピンクの
ハートに﹂と
いう歌詞があ
ります︒
４・５歳児
のこども達は
創作劇を作成
するにあたって︑
仲間と対話を重ね
るのですが︑その
際︑相手に理解し
てもらえるように
自分の思いを言葉
で伝えることが難
しい場面もありま
した︒そんな時に
は︑この歌詞のよ
うに︑保育者とと

もに相手に伝わる﹁ほん
わか言葉﹂を考え︑伝え
るように心がけてきま
した︒
そして課題にむかっ
て︑仲間と対話をしなが
らより良い方法で問題を
解決していくという経験
を創作劇で表現しました︒
こども園では０歳児の
こども達から在籍してい

ますが︑保育者は豊かな
﹁ほんわか言葉﹂のシャ
ワーで子どもたちの心を
満たせるように努めてい
ます︒
感染症が終息し︑再び
地域の方と共に︑子ども
達の成長を喜び合える
日が来ることを願ってい
ます︒
︵城北こども園︶
園長 金澤明美

………………………

城北明倫まつり

http://johoku-c.her.jp/

城北コミュニティホームページ
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「城北防災１」で検索ください。

Twitter

開催決定

第 回城北明倫まつ
りが︑３月６日㈰午前
９時からコミュニティセ
ンターで開催されます︒
新型コロナウイルス
感染状況によっては中
止しますので︑皆さん
のご理解ご協力をお願
いします︒

20

（カッコ内は令和３年11月１日比）
城北コミュニティセンター「明倫」☎25‐2141
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城 北 こど も 園

ほんわかことばの
生活発表会
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10

旅する蝶
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アサギマダラ

台湾方面から約２００
０㌔も旅する蝶が︑城東
町内に飛来し話題となっ
ています︒まだまだ謎の
多い蝶でその飛来目的や
生態が解明されていない
珍しいものです︒
フジバカマの花に好ん
で来るそうですが︑十月
下旬に三度も確認されご
近所の方々も驚いていま
す︒冬になる前にまた故
郷﹁台湾方面﹂に帰ると
のことです︒

不思議な蝶です

赤い羽根共同募金

10

緑道公園を清掃

落葉がいっぱい

音楽活動講座
20

ご協力ありがとうございます

城北地区街頭募金
環境部会では︑東汐入
川緑道公園清掃を 月
日に実施しました︒例年
は城北小学校︑城北こど
も園︑土居保育所の子ど
もたちと一緒に清掃して
いますが︑今年は昨年と
同様にコロナ禍を考慮し
て会員と小川校長先生で
行いました︒
当日は秋晴れに恵まれ︑
月 日︑社会福祉協
短 時 間でたくさんの落 葉
議会︑福祉ママ︑民生・
や枯れ枝︑ゴミなどを収集
児童委員など 名で毎年
し︑
草刈りや草抜きも行う
恒例の街頭募金をパワー
ことができました︒大切な シティ丸亀で行いました︒
公園の環境整備に少しで
﹁じぶんの町を良くす
も力になれたのではないか るしくみ﹂として寄せら
と思います︒︵環境部会︶ れた募金は︑地域福祉活
動のほか︑①子育てを応
援する活動②障害児・障
害者を応援する活動③高
齢者を応援する活動④小
中学校のボランティア活
動⑤災害時の支援などに
活かされます︒
皆さんのご協力に感謝
いたします︒
︵福祉部会︶

10

バランス料理
月９日︑コロナ禍で
延期された音楽療法士
岩永十紀子先生による音
楽活動講座が開催されま
した︒
11

今回も岩永先生のユー
モアあふれる話を聞きな
がら︑
﹁秋﹂
・
﹁りんご﹂を
テーマとした曲を︑楽器
︵ドラム︑タンバリン︑カ
スタネットなど︶を使い
ながら︑マスク越しとは
いえ先生の素晴らしい歌
声とともに参加者も楽し
く元気に合唱しました︒
︵文化部会︶
黙食で…

月 日︑ 人の参加
で行いました︒メニュー
には﹁肉巻きおさつ﹂
﹁き
のこ汁﹂があり︑
﹁さつま
芋を巻くのは初めてやな
あ﹂と言う声も聞かれ季
節を感じた料理でした︒
今回は久し振りに調理
後一緒に食べましたが︑
前向きで黙食です︒早く
コロナ 禍が収 まって︑楽 し
く食事できることを願う
ばかりです︒︵保健部会︶
11

みんな楽しそう

百年前の丸亀のようすです

24

城北小南側歩道
改良工事

10

20

シェイクアウト参加

城 北コミュニティセンタ
ーでは 月５日の県民一
斉地震防災行動訓練﹁シェ
イクアウト﹂に参加しまし
た︒参加者は館内にいた
人余りの皆さんです︒
﹁ただいま︑震度６強の
地 震が発 生しました﹂の
放送に身を守る安全確保
行動﹁まず低く・頭を守り・
動かない﹂を行いました︒

体育部からのお知らせ

11

︻新春おめでとうウオーク︼
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城北小学校の
地域探索学習
月 日︑城北小学校
２年生が城北コミュニテ
ィセンターへ見学に来ま
した︒職員の説明を聞き
ながら︑センター内の設
備を見て回り︑もう質問
攻めです︒軽運動室では
リズム体操に参加し︑た
いへん元気で活発な２年
生たちでした︒

学校南側歩道は幅員が
狭く︑傾斜して子どもた
ちが通行しにくい状況で
したが︑今回の改良工事
で通行しやすくなりまし
た︒
︵総務部会︶

瀬戸内サーカス
ファクトリー

車いすも通れます

日程 １月９日︵日︶
場所 丸亀城大手門集合
︻ボーリング大会︼
日程 １月 日︵水︶
場所 スターボウル
︻ソフトバレーボール大会
男女混合の部︼
日程 ２月 日︵日︶
場所 城北小体育館
︻室内ペタンク大会︼
日程 ２月 日︵日︶
場所 城北小体育館
＊詳しくは案内状にて

26

13

20

ご案内

アートなサーカス﹁現
代サーカス﹂が城北コミ
ュニティセンターにやっ
てきます︒
日 ２月 日︵土︶
時 午後より︵詳しくは
後報になります︒︶
皆様
乞うご期待
12

‼

所長の説明
きれいに並んだくつ

今日から実行！
日頃の備えが
あなたを救う

月 日︑丸亀市危機
管理課防災アドバイザー
増田恭二さんの講習会が
ありました︒災害の比較
的少ない香川県人は﹁正
常性バイアス﹂といって
異常事態でも正常範囲と
捉えようとする傾向が強
いと言われています︒
そのため︑これからは
﹃油断禁物﹄を念頭に置
いて︑まず丸亀市防災マ
ップを常時確認し︑いつ
行動するのか認識してお
くこと︒と非常に大切な
アドバイスをいただきま
した︒
︵愛育班︶

リズム体操

城北地区の
災害予防と
備え

11

講
座

月 日︑香川近代史
研究会の宮本義行先生に
よる﹃百年前丸亀をおそ
った猖獗︵しょうけつ︶﹄の
講座が開催されました︒
大正時代の出来事とし
て第一次世界大戦︑関東
大震災︑今のコロナ禍に
似たスペイン風邪の流行
などの紹介とともに幕末
〜現在までの市内地図︑
絵図︑写真の説明を聞き
ました︒丸亀の旧跡︵矢
野道場跡︑見付屋跡など︶
並びにゆかりの人︵坂本
龍馬︑西郷隆盛︑八千草
薫など︶を知りました︒
︵文化部会︶
12

教
養
10

日頃の備えを

受付訓練

訓練は︑砂本城北地区
自主防災会会長の挨拶を
皮切りに︑各町からの参
加者を４つのグループに
分け︑ローテーションを

毎 年 月５日は
行いながら実施しました︒
﹁香川県シェイクア
参加者の皆さん真剣に
ウト ﹂ の 日 で す ︒
取り組まれ︑円滑に進行
することができました︒ 普段の生活場所で自分の
身 を 守る安 全 確 保 行 動
いざという時のために！
﹁まず低く・頭を守り・動
かない﹂の３つの行動をし
て訓 練に参 加 する日でし
た︒できなかった人は日時
は問いません︑今からでも
参加する気持ちで自分の
習慣として﹁行動﹂して
みませんか︒ ︵防災会︶

高 齢 者には︑食 材など
日々の買 物が大 きな負 担
になっていま すね︒
﹁地域
の皆 さんの手 助 けに﹂と
昨年 月︑買物支援事業
﹁ 城 北 おた す け 便 ﹂が始
まりました︒担当者は︑
利 用 者の皆さんからの感
謝の言葉を励みに︑電話受
け付けや車での送 迎など
に頑張っています︒
﹁将来︑
わたしもお世話になりた
い︒
﹂そう感じさせてくれ
るおたすけ便です︒
︵菅︶

あ と が き

11

﹁城北コミュニティセンター﹂の名称を﹁ともしび﹂の
紙上では﹁コミュニティセンター﹂と表記しています︒
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避難所開設・運営訓練実施
12

アボカド
月５日︑城北小学校
において︑避難所開設・運
営訓練を実施しました︒
新型コロナウィルス感染
拡大防止のため︑参加人
数を制限しての訓練とな
りました︒
■訓練の実施内容
受付︵消毒︑検温︑避
難者カードの記入︶
居住区割り︵パーティ
ション︑テント︑ベッ
ドの設営︶
備蓄︵食料等︶倉庫の
確認
防災用具・備品の点検
マンホールトイレの設営
衣料ゾーン︑プライバ
シーゾーン設営の確認

避難所開設訓練イメージ

パーティションの設置
仮設トイレの設置
リヤカーの組み立て

防災メモ

１０

説明を聞く
トイレ設置訓練
水の浄化装置

アボカドの実が４個な
り︑収穫されました︒１
個いただきました︒さあ
これから熟すまで待ちま
しょう︒

土居町
13:30~14:30
ママのケーキ材料の店
ヨコゼキ
城東町
14:30~15:30
１月７日 金( )
10

9:00~11:30
城北コミュニティセンター

城北コミュニティだより﹁ともしび﹂編集・広報部会
年間４回発行︵１月︑４月︑７月︑ 月の各１日付︶

結核・肺がん検診を受けましょう！

受付
消毒
検温
避難者カード記入

