学園の現場から
丸亀市立城北幼稚園

田中加奈子

男

性

2,764人（+ 9）
女

性

3,122人（−7）

（平成30年6月1日現在）

城北コミュニティ﹁明
倫の里 城北﹂︵鈴木巖
会長︶の平成 年度総会
が５月 日午後︑明倫セ
ンターで開かれ︑新年度
の事業計画︑予算︵約５
００万円︶が決まりまし
た︒また︑平成 年度決
算額は約６００万円でし
た︒
総会には代議員１５２
人中︑
１２９人
︵委任状を
含む︶が出席︒鈴木会長
は﹁この一年︑まちづく
り計画に基づいたコミュ
ニティ活動を行ってきま

砂本

健

会長就任にあたって

20

学校支援ボランティア

学校支援を実施するた
め城北小学校︑ＰＴＡ︑
地域が一つになり立ち上
げた城北小学校区地域学
校協働本部の主催で︑５
月 日支援ボランテイア
への説明会を城北小学校
で開催しました︒
水早会長︑平田校長の
挨拶で始まり︑安河内教
頭から支援に際しての注
意事項︵特に個人情報の
保護︶や支援の方法︵特
に不審者の侵入防止︶
︑
大
塚コーディネーターから
は支援計画について説明
がありました︒最後は丸
亀市の高木生涯生活推進
室長の挨拶で終りました︒

活動始まる



住みよい環境を作り出し
たいと思っています︒
城北コミュニティも
周年を迎え今後試行錯誤
を繰り返しながら︑ほく
ほく祭り・明倫祭り・学校
支援ボランティア等地域
の発展を目指して精進し
ていくつもりです︒これ

した﹂と開会あいさつ︒
また︑来賓の梶市長は
﹁住民が力を合わせて地
域を盛り上げて欲しい︒
市役所もバックアップし

城北コミュニティ総会

新会長に砂本健さん
たけし

18

園長

歳児 ︒
フープやフラッグ︑
一輪
車でそれぞれの役割を果た
し持てる力を精一杯発揮し
た５歳児︒その姿は︑私た
ちに感動を与えてくれまし
た︒失敗やハプニングにも
動じず自分たちのやるべき
ことをやり遂げた５歳児の
姿に︑自分なりに判断し乗
り越えていくたくま
しさを感じました︒
幼稚園生活の中で
の様々な経験は子ど
もたちの生きる力に
つながっていると改
めて実感しました︒
また︑その状況に素
早く対応くださった
保護者の皆様︑温か
く応援くださった地
域の皆様の支えに︑
感謝でいっぱいです︒
子ども・保護者・職
員・地域が一丸となった素
敵な運動会となりました︒
本当にありがとうございま
す︒地域の幼稚園として皆
様の記憶に残る素敵な時間
を過ごしていきたいと思っ
ています︒
今後ともご支援︑ご協力
をお願い致します︒

素敵に輝いた最後の運動会

この度会長に就任し︑
前任者たちの偉大な功績
に対し︑大きな重圧を感
じております︒城北コミ
ュニティの皆様と共に地
域の安心・安全を図り︑

そして︑
６月から学校支
防災メモ
援が始まりました︒夏休
①防災に対する心の備
みまでは校内パトロール︑
えはできていますか②防
清掃補助︑給食の介助︑
災ヘルメットは家族の数
書写補助を週１回ペース
ありますか③自分の非常
で行い２︑
３年かけて内容
時持ち出し袋は用意して
を充実していく予定です︒
いますか④家具や家屋の
下敷きにはなりませんか
⑤初期消火のため消火器
の準備は考えていますか︒
これらは自助︵自分自
身で考えておくべき事︶
です︒

あ と が き
広報紙﹁ともしび﹂で
は︑記事の正確さはもち
ろん︑用字用語の統一に
も注意をはらい︑広報部
会員は辞典・事典類を手
元に置いて原稿を書いて
います︒
用字用語の統一につい
ては︑共同通信社発行の
新聞用字用語集最新版を
参考にしています︒ただ
し︑署名原稿につきまし
ては︑原文尊重を原則と
しています︒ ︵香川︶

﹁城北コミュニティセンター﹂の名称を﹁ともしび﹂
紙上では﹁明倫センター﹂と表記しています︒

支援ボランテイアを継
続募集中です︒
支援項目
①給食の介助
②校内パトロール
③清掃補助
④クラブ活動の指導
⑤授業の補助
⑥地区別支援
⑦図書の読み聞かせ
地域の子や孫のため︑
チーム城北小学校に参加
しませんか︒

目
収入の部

費

目

ほくほく
ふれあいまつり

支 出 の 部

費

月７日に開催

﹁第 回ほくほくふれあいまつ
り﹂が 月７日︵日︶城北小学校
で開かれます︒
今年は城北コミュニティ設立
周年に当たります︒実行委員会で
は︑周年にふさわしい企画を検討
していきます︒

退任あいさつ
鈴木

﹁明倫の里 城北﹂の
平成 年度総会でコミュ
ニティ会長職を退くこと
になり︑職について６年

巖

からも地域の皆様のご協
力をお願いいたします︒

ます﹂と話さ
れました︒
最後に役員
改選があり︑
新会長に砂本
健事務局長を
選出しまし
た︒︵新年度役
員一覧は２面
に掲載︶

平成30年度収支予算

城北幼稚園最後の運動会︒
今年のテーマは﹃ファイト
だ！ファイナル！運 動 会 ス
テキな１年はじまるよ！﹄
です︒最後の１年となりま
すが︑淋しさよりも楽しく
素敵に輝く１年にしたいと
いう思いを込めています︒
全園児で踊った﹃ミニオ
ン パ ー ク ２ ０ １ ８ in 城
北﹄では︑お家の人の胸に
飛び込んで親子で楽しく踊
った３歳児︒YMCAの曲
に合わせ自分らしさを発揮
しお兄さんらしくなった４

5,886人（+ 2）

間︑会員の皆様方のご協
力を頂き無事に役を終え
ることができました︒厚
く感謝申し上げます︒
今後︑砂本会長のも
と︑一致団結し﹃住みよ
い町︑城北﹄を目指し︑
ご活躍されんことをお祈
り申し上げます︒

− ４ −

http://johoku-c.her.jp/
城北コミュニティホームページ

− １ −
「城北コミュニティ」で検索ください。

Twitter
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口

校内パトロールのようす

Ⅰ 事業費
１ 総務部 1,035,000
２ 広報部 410,000
３ 文化部 110,000
４ 福祉部 446,000
５ 環境部 185,000
６ 保健部 418,000
７ 体育部 290,000
Ⅱ 運営費 1,050,000
Ⅲ 助成事業 500,000
Ⅳ 予備費
618,000
合 計
5,062,000

10 22

30

29

前期繰越金 1,272,837
市助成金
2,114,300
社協助成金 1,306,865
助成金
49,000
補助金
300,000
雑収入
18,998
合 計
5,062,000

10

（単位：円）

30

人

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︶

城北コミュニティセンター「明倫」☎25‐2141

2,755 （ + 11）

10

開会式（入場行進）
テーマ「ファイトだ！ファイナル！うんどうかい」の
横断幕をもって入場しました

（カッコ内は平成30年5月1日比）
発行・城北コミュニティ 丸亀市御供所町一丁目5番20号

世帯数

明倫の里 城北

学校支援ボランティア計画説明会
総会のようす

20

城北地区人口
城北コミュニティだより 第92号
平成30年7月1日

公園の清掃等
︻保健部会︼
健康ポイント制度の展開︑
３世代交流昔遊び︑運動
のコツ体験教室開催等
︻体育部会︼
子供の好きなスポーツを
考える機会をつくりたい︑
校庭開放︵熱中症対策講
座︑プール開き︑ラジオ
体操︑子供会総合スポー
ツ大会︶等

チャレンジデー

５月 日︑全国各地で
﹁チャレンジデー﹂が行
われ︑丸亀市は秋田県大
仙市︵人口８万人程︶と
対戦︒城北地区でも老人
会の歩け歩け運動や小学
生と住民のラジオ体操と
見守り下校など各場所で
参加しました︒
今年の結果は丸亀市
参加率 ・９％︑大仙市
・４％で︑やっと念願
の勝利を得ました︒ご協
力ありがとうございまし
た︒
これからも生活の中で

両方の大切さがよく分か
こまめに体を動かし︑運
った﹂と大変有意義な意
動習慣を育てましょう︒
見を聞きました︒また︑
第２回 認 知 症 ＳＯＳ
今年度は社会福祉協議会
ネットワーク模擬訓練
から﹁認知症高齢者声か
けマニュアル﹂が発行さ
６月３日東汐入川けん
れました︒その一部を紹
こう公園にて１８０人が
介します︒
参加して﹁第２回認知症
★ポイント 声かけは︑
ＳＯＳネットワーク模擬
その方の正面から︑目線
訓練﹂を実施しました︒
真剣さの中にもユーモア を合わせて行いましょう︒
まず自己紹介をする︒ゆ
ある演技に見学者も大満
っくりと優しく笑顔で︑
足！今回の特徴は︑通行
落ち着いて話かけましょ
人声掛け役に親子３組︑
う︒
夫婦３組が参加して行っ
★対応の心得 相手のペ
た事です︒演技を通じて
ースに合わせて驚かせな
﹁認知症の方への接し方
や相手を思いやる気持ち︑ い︒急がせない︒自尊心
を傷つけない︒
もし︑連絡先が必要な
場合は警察︵
０１１
―
０︶
地域包括センター
︵
８
―９３３︶社会福祉協
議会︵
５
―７００︶へ
ご連絡ください︒この訓
練で︵声かけがスムーズ
にできるように︶を目的
としています︒
︵福祉部会︶

お知らせ

ここはどこですか

城北コミュニティ役員
会長兼事務局長＝砂本
健▽副会長＝池内芳久︑
鈴木勝榮▽事務局長補佐
＝竹本忠司▽会計＝尾松
静子▽監事＝粟谷葉子︑
北本多壽子▽書記＝若松
幸代︑片山和雄
▽総務部会長＝大塚健吉
▽文化部会長＝三谷正英
▽福祉部会長＝三村芳輝
▽環境部会長＝小山安造
▽保健部会長＝中野実千
代▽体育部会長＝林紘史
▽広報部会長＝橋本きみ
子

屋外ペタンク大会

元気にラジオ体操
練習はうまくいくけど…

平成 年度 主な事業
︻総務部会︼
ＰＴＡ役員との意見交換
会の継続︑地域住民との
ふれあい︑地域の活性化
実践のため︑第 回ほく
ほくふれあいまつり︑第
回明倫まつりの実施等
︻広報部会︼
広報紙ともしびを年４回
発行︑ホームページ︑ツ
イッターの随時発信等
︻文化部会︼
音楽療法士による音楽活
動事業︑くらしのセミナ
ー︑健康教養講座の実施
等
︻福祉部会︼
高齢者︑障害者の立場に
立った活動の推進︑第２
回認知症ＳＯＳネットワ
ーク模擬訓練︑福祉施設
作業奉仕︑介護教室︑高
齢者弁論大会︑友愛訪問
︵ 歳以上独居老人︶等
︻環境部会︼
防 犯パトロール隊の強 化︑
ゴーヤを食べる会︑緑道

パトロール隊と
児童の対面式

安心安全に登下校出来る
よう︑これからもしっか
り見守りたい﹄と深く心
に誓いました︒
︵環境部会︶

■わいわい教室
日時 毎月第３火曜日
午後１時半〜
場所 明倫センター
岩田理香先生の指導で
楽しく運動しています ︒
歌いながらの筋トレなど︑
無理なくできるので運動
の苦手な方も大丈夫︒
まずは見学に来てくだ
さい︒
︵保健部会︶

■明倫カフェ
日時 ７月 日︵木︶
時半〜 時 分
場所 明倫センター講座
室
内容 パン・焼菓子・日
用品などの販売
ゆっくりお茶を飲み︑
皆さんで交流しませんか︒
参加お待ちしています︒
︵城北愛育班︶
11

− ２ −
− ３ −

22

12

春の家族ハイキング
４月８日︑参加者 人
は蓬莱橋東側をスタート
し︑河川敷通路を通り高
柳橋を渡って︑サンビレ
ッジ土器川を目指しまし
た︒昼食・休憩の後︑復
路は土器川西側河川敷通
路を下り﹁一鶴﹂駐車場
で解散︒風は少し強めで
したが︑好天に恵まれ︑
春の爽やかさを満喫しま
した︒
︵体育部会︶

15

22

10

30

■敬老会のご案内
今年の城北地区敬老
会は︑次の通り開催しま
す︒
記
日時 ９月 日︵土︶
午後１時より
場所 城北小学校体育館
歳以上の方には︑招
待状をお届けします︒ぜ
ひご出席くださいますよ
うご案内申し上げます︒
５月 日︑東汐入川け
︵城北婦人会︶
んこう公園で屋外ペタン
ク大会が開催されました︒ ■ 夏休みラジオ体操予告
８チーム 人の選手が参
７月末と８月末に例年
加して競技しました︒
通りラジオ体操を企画し
熱戦の結果は次の通り
ます︒元気にラジオ体操
です︒
をして︑暑さを吹き飛ば
優勝 なかよしＡ
してください︒
２位 なかよしＢ
詳しくは自治会回覧版
３位 城北ペタンクＣ
でお知らせします︒
︵体育部会︶
︵体育部会︶
日赤会費募集のお礼
本年度は︑１３０万７
災害等の活動資金として
５００円の会費がよせら
活用されます︒ご協力あ
れ日本赤十字社丸亀支部
りがとうございました︒
へ納めました︒国内外の
︵城北婦人会︶
75

24
ゆっくり イチ・ニ

45

城北防犯パトロール隊
員と城北小全校児童との
対面式が︑４月 日に同
小体育館で行われました︒
式には隊員をはじめ︑
丸亀警察署︑丸亀市︑育
成センター︑約 人が参
加しました︒

今年もよろしく

93

27

26

22

16

60

92

30

子供たちは隊員たちに
日頃の感謝の気持ちを体
育館中響くよう一生懸命
に伝えました︒また︑そ
の強い気持ちを受け止め
た 隊 員 た ちは︑﹃ 事 件 事
故なく︑児童一人一人が

29
いざ！
！ 出発

19

70

