学園の現場から
小林美智代

5,882人（−6）
男

性

2,763人（+ 3）
女

性

3,119人（−9）

（平成30年9月1日現在）

防災だより

しょう︒
﹁避難に時間を要する人﹂
とは①高齢者︑妊婦︑小さ
な子供や高齢者を連れてい
る方②危険な地域の方たち
です︒
９月６日午前３時８分ご
ろ︑北海道を襲った最高震
度７の激震は︑
﹁平成 年
北海道胆振東部地震﹂と命
名されました︒被害の状況
は連日報道されています
が︑
﹁山津波﹂かと思われ
るような土砂崩れも︒
また︑いたる所の液状化
で道路は波打ち︑陥没して
います︒車も半分が土砂に
埋没︒災害は地域によって
異なりますが︑この液状化
現象は城北地区では心配さ
れる災害の一つです︒海岸
線は埋め立て地︑東汐入川
は今も地下を流れていま
す︒その土地の成り立ちを
知る必要があります︒
﹁災害は忘れたころに︑
と言いますが︑近いかも﹂
心の備えだけはしておき
たいものです︒

早めの行動が我が身を守る

﹁数十年に一度﹂の大雨
は毎年のように相次いでい
ます︒前例のない大雨が降
る確率は全国各地で上がっ
ています︒本州を東から西
に逆走する台風は記録的に
は初めて︒猛暑も含めて今
年の夏は 年に一度の異常
気象だそうです︒
城北地区は土砂崩れの心
配は少ないが︑土器川・清
水川の氾濫︑聖池の決壊は
想定してください︒
丸亀市が発表する﹁避難
準備・避難開始﹂には直ち
に自分や家族の命を守る行
動を起こしましょう︒﹁早
めの避難﹂こそが大切︑も
し空振りになったら︑
﹁あ
あ︑良かった﹂と思えるよ
うに︒
﹁避難準備・高齢者等避
難開始﹂が発表されたら
﹁避難に時間を要する人﹂
は避難を開始しましょう︒
それ以外の人は避難準備を
してください︒そして︑
﹁避難勧告﹂が発表になれ
ば速やかに避難を開始しま

年度市長懇談会

が︑学校建設で受けた国
の補助金の会計検査が終
わっていない段階で︑申
請と違う状況にすれば︑
最悪の場合︑補助金の返
還を求められる︒会計検
査終了後の 年度には整
備を検討したい︒妙見宮
の避難道路の出入り口は
市全体のバランスを見て
取り組む必要がある︒

城北地区には高齢者
が多く︑災害時はできる
だけ最短距離で避難させ
たい︒文部省からの補助
金が無理であれば︑ほか
の方法がないか︑市民フ
ァーストの考えで取り組
んでほしい︒

同じような事情を抱
える他の学校や地域︑さ
まざまな施設もあり︑そ
れを無視して城北を先に
ということは難しい︒
国や県の補助金を受
けるのが無理であれば︑
市単独でも事業をやると
いう気概を持ってほしい︒
そうだとしても城北
を先にとは言えない︒他
の地域を含めて決めない
といけない︒
城北幼稚園の跡地の
利用方法は？ 子供が集
える場所や子育てサロ
ン︑放課後子供教室など
に活用してはどうか︒多
くの若いお母さんは︑子
供を安心して遊ばせる場
所を探している︒
元々子供のための場
所なので︑できれば公共
的なこと︑例えば子育て
広場や高齢者が利用でき
る場などを考えている︒
総合計画にも子育て支援
センター・子育て広場の
充実をとあり︑皆さんの

ツイッターの
アカウント変更
城北コミュニティでは︑
これまで﹁公式城北コミュ
︵ツイ
ニティ﹂の Twitter
ッター︶で情報を発信して
きましたが︑新しく﹁城北
防災１﹂を設けました︒防
災情報発信に特化︑地域の
災害情報をいち早くお伝え
します︒
﹁公 式 城 北 コ ミ ュ ニ テ
ィ﹂のアカウントは休止し
ます︒

あ と が き
私は老人会第三クラブの
会員対象に︑元気で長生き
してくださいと︑誕生日カ
ードを作って︑自宅に配達
しています︒会員の皆さん
は︑誕生日の当日にカード
が届くので︑大変喜んでく
ださいます︒
会員の︑﹁ありがとう﹂
や﹁楽しみにしとるで﹂の
笑顔が励みです︒私の健康
の続く限り頑張ろうと思っ
ています︒
︵高木︶

意見を参考に検討したい︒
旧平山保育所と平山
児童遊園の利用方法は？
旧平山保育所は耐震
性の問題もあり︑現在︑
建て替えで使用している
ふたば西保育園が出た後
に解体する︒更地にして
城北幼稚園跡地と同じ考
え方で行きたい︒旧平山
保育所は子供の遊び場を
整備し︑現在の遊園を駐
車場にしてはどうか？
旧平山保育所につい
ては︑日本財団から話が
あったと聞くが？
日本財団から建物建
設費と３年間の運営経費
を出すので︑家や学校で
ない第三の居場所づくり
をとの話があり︑運営母
体は市社会福祉事業団で
旧平山保育所が第一候補
になっている︒
このほか︑右折が難し
い城北小東門の改修▽待
機児童問題▽御供所町の
住宅密集地問題などの意
見や要望がありました︒

﹁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︒

30

丸亀市立平山保育所
所長

像して作ったり︑生まれた
時に喜んでくれた家族の顔
を描いたりして作品を作り
ました︒また︑
お家の人から
メッセージをもらい
﹁自分
は愛されているんだ﹂
﹁自分
は大 切な存 在なんだ﹂と い
う自尊感情にも繋がってい
るように思います︒
ダンボール迷路に
は３︑４︑５歳児が
遊びに行きますが︑
参加した子ども達か
ら感想を聞いた保護
者からも﹁是非行っ
てみたい﹂という声
が聞かれるようにな
り︑ここ数年親子で
二軒茶屋総合センタ
ーへ遊びに行く家庭
も増えてきており︑
地域と繋がってきて
いることも嬉しく思
います︒
来年度からは︑認定こど
も園として新たにスタート
しますが︑これからも一人
一人を大切にした人権保育
に努めていきたいと思いま
すので︑今後ともご指導︑
ご協力をお願い致します︒


17

平山保育所では︑
﹁自分
が好き︑友達が好き︑仲間
を大切に﹂を保育の目標と
して︑人権を尊重した様々
な取り組みをしています︒
その一つとして毎年子ど
も達が楽しみにしている二
軒茶屋総合センターでのダ
ンボール迷路があります︒
毎年人権をテーマにし︑平
山保育所の５歳児の作品も
迷路の一部となっています︒
今年度のテーマは﹃命の
誕生﹄
で︑
５歳児の子ども達
は赤ちゃんの時の自分を想

口

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︶

人

− ４ −

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

活発な意見相次ぐ
﹁平成 年度市長懇談
会﹂が７月 日︑明倫セ
ンターで開かれ︑市から
梶正治市長ら５人︑コミ
ュニティからは役員ら
人が参加しました︒
最初に梶市長が﹁校区
のさまざまな懸案事項や
市行政への要望などにつ
き たん
いて︑忌憚のない意見交
換をしたい﹂とあいさつ
しました︒
主な意見や要望︑市長
らの回答は次の通り︒
城北小北側拡張工事
を早急にお願いしたい︒
道路沿いの妙見宮玉垣は
老朽化で崩れる危険があ
り︑災害時の避難道路と
してはリスクが大きい︒
ＰＴＡや地域住民の創意
として︑学校北西側に避
難口を設けてほしい︒
運動場の拡張工事は
用地買収が遅れ︑現状の
ような形状になってい
る︒将来は整備の予定だ
30
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− １ −
「城北防災１」で検索ください。

Twitter

飛び交う意見！

2,748 （−2）
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生まれてきてくれてありがとう

Q

Ａ
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作品を見る子ども達
（カッコ内は平成30年8月1日比）
城北コミュニティセンター「明倫」☎25‐2141

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

城北地区人口
城北コミュニティだより 第93号
平成30年10月1日

城北地区敬老会
開催される
城北地区敬老会︵丸亀
市・城北婦人会主催︶が
９月 日︑城北小学校体
育館で開かれました︒今
年からは︑ 歳以上が対
象となり 歳以上の方は
経過措置が設けられ対象
者となります︒

ではないでしょうか？
今年の招待者は︑１０
４６人︵男性３７３人︑
女性６７３人︶で︑この
うち約１２０人が式に出
席︑そして高齢者代表の
藤澤花恵さん１００歳に
記念品が贈呈されました︒
︵城北婦人会︶

青の山荘との
連携による介護教室

でいますが︑福祉部では
今後も皆様の役に立つ行
事を計画しております︒
︵福祉部会︶

健康講座開催

は早めの受診や︑無症状
でも胸部レントゲンやＣ
Ｔ撮影が大切との話を︑
人の参加者は熱心に聞き
入りました︒︵文化部会︶

ふれあいまつり
７日に
開 催

明倫の里城北 周年記
念の﹁第 回ほくほくふ
れあいまつり﹂が７日︑
城北小で開かれます︒土
居保育所の子供たちも出
演します︒好評の明倫く
じには 周年賞も用意し
ました︒

ゴーヤで夏バテなんか
ふき飛ばそう！

親子クッキング

明倫センターで８月８

お話し会

８月９日文化部健康講
座﹁肺がんについて﹂
が︑講師に坂出市立病院
呼吸器外科中野淳部長を
招き開催されました︒
肺がんの原因はタバコ
や大気汚染︑アスベスト
などがありますが︑受動
喫煙による危険性もあげ
られ︑禁煙の重要性を話
されました︒
肺がんの早期発見には
咳や発熱の症状が続く時

47

９月６日︑城北幼稚園
全園児と保護者︑ 人が
ヘルスメイトと共に︑今
年度が最後となるふれあ
い行事︑簡単クッキング
に挑戦しました︒

日︑ゴーヤ料理教室が
人参加して開かれまし
た︒おなじみのゴーヤチ
ャンプル︑佃煮︑天ぷら
など始まると同時にベテ
ランさん達が手早く取り
組み︑テーブルの上には
美味しそうな沢山の料理
が並びました︒また︑エ
プロン姿もよく似合う男
性陣も形の良い天ぷらを
見事に揚げました︒
最後にゴーヤジュース
でしめくくり︑
﹁さあ︑こ
の暑い夏を乗り切るぞ！﹂
と誓った一日でした︒
沢山のゴーヤを頂きあ
りがとうございました︒
︵環境部会︶

室いっぱいになってにぎ
やかに作り︑楽しく試食
しました︒︵保健部会︶

ラジオ体操
７月 日は台風の影響
で中止になりました︒
８月 日は︑やっと猛
暑の合間か︑今までが暑
過ぎたのか︑爽やかな朝
で約 人が元気よく︑ラ
ジオに合わせて体操をし
ました︒ ︵体育部会︶

− ２ −
− ３ −
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にがいゴーヤもおいしくなるよ…
あー、気持ちいいなあ

22

７月 日︑明倫センタ
ーで読書ボランティア﹁四
つ葉のクローバー﹂を迎
えて︑楽しいひとときを
過ごしました︒城北幼稚
園の親子にも声をかけ︑
人が参加しました︒
指遊びから始まり︑プ
ロジェクターでスクリー
ンに映し出されるお化け
の話を聞いたり︑クイズ
に元気いっぱいに答えた
りしました︒
特別参加の手品では︑
目の前でおこる不思議な
出来事に︑目を輝かせて
歓声があがりました︒
︵城北愛育班︶

19

29

50

みなさん熱心に
おいしそうにできたよ

７月 日に︑約 人が
参加して開催しました︒
テーマは
﹁おむつ﹂の使
い方︒排泄ケアアドバイ
ザー寺尾知加さんの分か
りやすい説明と実践練習
により︑介護をしている
方やその必要性を考えて
いる方など︑参加者は真
剣に取り組んでいました︒
実践後の交流会でもさ
まざまな質問が出て︑介
護について参加の皆様の
真剣さがひしひしと伝わ
ってきました︒
城北地区は他の地区と
比較しても高齢化が進ん

74

20

27

会場に来られた方は婦
人会会員のにこやかな歓
迎をうけ︑エレベーター
で会場へ︒式の後はボラ
ンティアの方々の人形劇
やかわいい保育所児の歌
などで思わず童心いや︑
孫心︑ひ孫心に戻ったの

72

20

ツナのポケットサンド︑
ヨ グ
―ルトサラダ︑フル
ーツ豆腐白玉を作りまし
た︒子供たちは︑白玉粉
と豆腐を混ぜてだんご作
行事予定
りに挑戦︒小さなだんご
●三崎先生の音楽療法
をたくさん作りました︒
日時
月 日 水曜日
野菜も切り方をお母さん
午後１時半から
やお父さんに教えてもら
場所 明倫センター
いながら切りました︒
︵保健部会︶
人の参加者は︑調理
60

19

50

12

50

決意もあらたに

真剣なまなざしで
水の色が変わる手品

21

す︒また︑土器橋の歩行
パトロール隊
者が通る所を子供たちが
意見交換会
横並びで歩き︑自転車が
城北パトロール隊の意
通れないとの報告もあり
見交換会が︑７月３日︑
ました︒
丸亀警察署や市︑少年育
そして︑小学校北側の
成センター︑城北小︑幼
信号は︑一人で渡る時︑
稚園︑保育所など約 人
押しボタンを押して車を
が参加して行われました︒ 止めるのは気の毒に思い
押しづらいとの意見もあ
りましたが︑押しボタン
を押して渡らないと信号
無視になるとの事です︒
通学路に危険箇所がな
いか︑
もう一度家族で話し
あってはどうでしょうか︒
パトロール隊の平均年
齢も︑︵ 男 性 ・ ９ 歳 ︑
女性 歳︶と高齢化しま
した︒でも︑子供たちに
対する思いは熱く︑事件・
事故などから守り︑楽し
く登下校出来るように見
守りたいとの思いでいっ
ぱいです︒
パトロール隊が︑継続
して次世代に繋ぐことが
出来るよう願っています︒
︵環境部会︶
27

土居保育所児のよさこいソーラン

80

76

常日頃︑子供たちと接
している中で感じている
多くの意見がでました︒
最近︑大阪でブロック
塀の悲しい事故がありま
した︒城北校区では︑地
震が起きた時︑危険なブ
ロック塀の箇所を市に報
告しているとの事でした
が︑早い処置が望まれま

43
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