男

性

2,750人（+ ６）
女

性

3,102人（−11）
（平成30年12月1日現在）
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とっと煮の炊き出し

行事案内
■スマートフードの
料理教室
日時
年１月 日
︵木︶
午前９時 分より
場所 明倫センター
野菜の皮なども全部使
って︑食品を無駄なくお
いしく食べ切るためのア
イデア料理です︒
︵保健部会︶
■新春おめでとう
ウォーク
日時
年１月６日
︵日︶
午前９時 分出発
集合場所 丸亀城大手門

片手はハンドルもう片
方はスマホ︑髭剃り︑パ
ンやおにぎり︑停車中は
化粧︑これは毎月交通安
全日の立哨中に見かける
光景です︒自身だけでな
く︑他人にも危険を及ぼ
してはいけません︒車に
乗る時は絶対にこのよう
な行為は止めてください
ネ︒
︵高畑︶

あ と が き

30 31

城北小の英語授業
城北小学校︵平田貴久
校長︶の外国語教育を参
観しました︒高学年は週
1時間の英語授業を︑中
学年は年 時間の外国語
活動を行っているそうで
す︒６年の教室では東中
から派遣のヒュース先生
が自己紹介の授業をして
いました︒積極的に発言
し︑臆さず質問する姿に
たくましさを感じました︒

﹁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﹁明倫センター﹂と表記しています︒

テント避難泊等のスペー
スを設定しました︒防災
資器材の使用︑
稼働点検︑
防災備蓄品の展示もしま
した︒最後には︑
炊き出し
訓練として婦人部隊によ
る﹁湯煎料理 とっと煮﹂
を試食して解散しました︒
仕事は総務・情報・調
達・環境等 班程に分け
ていますが︑それぞれの
班で考え︑関連する事項
については相談・協力し
て決めていきます︒
最後に﹁地震は必ず起
きます﹂その時を想定し
て︑少しでも早く﹁心の
備え﹂だけはしておきま
しょう︒

31

防災訓練

11

学園の現場から

5,852人（−５）

30

ッとほおばると﹁あまーい﹂
﹁おいしいー﹂﹁皮ごと食べら
れる﹂と子ども達の笑顔も広


次の想定で防災訓練を
がります︒１歳児の小さい子
ども達も﹁もっと食べたい﹂
行いました︒
とアピールします︒
﹁ 月 日午前９時︑
住宅地の中にある土居保
太平洋側南海トラフを震
育所︒広い園庭ではありま
源とするマグニチュード
せんが︑
﹁自分で育てた野菜
をおいしく食べよう﹂と食
７・５の地震が発生し︑
育活動に取り組んでいま
丸亀市内全域で震度６強
す︒夏には夏野菜を︑これ
からの季節は大根︑玉ねぎ︑ 相当の揺れを観測︒この
スナップエンドウ︑ほうれ
地震により︑市内各所で
ん草を育てています︒
家屋の倒壊が発生し︑被
苦手な野菜も自分で育て
災者も多数見込まれる︒
てクッキングすると﹁食べ
てみよう﹂と意欲が沸いて
液状化による道路の損壊
くるようです︒さらに友達
等をはじめ︑交通機関や
と一緒に楽しく食べること
電気・ガス・水道・電話等
が何よりの調味料となるよ
うです︒やきいもパーティ
のライフラインも停止︒
﹂
ーが子ども達の思い出の１
先ず﹁避難誘導訓練﹂
ページに残ることを期待し
では早期の安否確認が出
ています︒
来る態勢は出来ているか
？ 目標の安全な避難場
所への複数の避難誘導経
路は考えているか？ で
きるだけ多くの﹁防災リ
ーダー﹂が育って欲しい︒
﹁避難所開設訓練﹂では
城北小学校にて︑医療・
プライバシー・ごみ集積・
ペット・居住・車中泊・

やきいもで心も身体もお腹もぽっかぽか！

丸亀市立土居保育所
所長 金澤 明美
６月初旬︑子ども達が園庭
の畑に芋づるを挿しまし
た︒夏の酷暑に耐え 月末
には大小合わせて 個のさ
つまいもを収穫することが
できました︒
月 日は待ちに待った
やきいもパーティーの日︒
三時のおやつに向けて朝か
ら準備を始めます︒子ども
達がさつまいもを１個ずつ
手に取り︑まずは新聞紙で
包み︑塩水の中にドボンと
つけ︑さらにアルミホイル
で包みます︒そして調理の
先生が炭とオガライトで火
を起こし始めると︑子ども
達は興味津々︒﹁うわーすご
い！﹂と身を乗り出し︑目
を輝かせて見守ります︒お
昼過ぎに︑熾ったオガライト
の上にさつまいもを直に置
き︑くるくる回しながら火が
通るのを待ちます︒これはも
ちろん保育士の仕事です︒
午後３時︒さあ︑いよいよ
焼き芋パーティーの時間︒わ
くわくしながらアルミホイル
と新聞紙をはがしていくと中
からさつまいもが顔を出しま
す︒半分に割ると黄金色のさ
つまいもから白い湯気と共に
いい香りが広がります︒パク

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
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10

20

2,738 （−１）

３ 月３ 日開催
城北明倫まつり
第 回城北明倫まつ
りが︑３月３日︵日︶
午前９時から明倫セン
ターで開催されます︒
生涯学習クラブの舞
台発表や作品展示︑幼
児の特別参加︑地域の
皆さんの賛助出品︑バ
ザー出店︑
もちの配布︑
豪華景品の抽選会など
を予定しています︒多
くの皆さんの来場をお
待ちしています︒

− 4 −

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

− 1 −
「城北防災１」で検索ください。

Twitter

（カッコ内は平成30年11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
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19
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世帯数

明倫の里 城北

10

11

城北地区人口
城北コミュニティだより 第94号
平成31年1月1日

新趣向に多くの人出
︻写真説明︼①城北小学校
マーチングバンド②東中学
校吹奏楽部ドリル演奏③土
居保育所幼児の演技④全員
心を一つに玉入れ⑤多彩な
バザーテントも大賑わい⑥
人気のパン食い競争⑦会長
賞の自転車はこの少年に！

上手な手品を見ました︒
園児の手をつないで階
段を降りて見送られ︑な
ごりおしく帰りました︒
︵保健部会︶

今年は牛乳パックで

児童・園児が
公園の清掃活動
月５日︑城北小１・
４年生︑城北幼稚園・平
山・土居保育所の園児た
ちと環境部員計１８７人
が参加して︑東汐入川緑
道公園の清掃をしました︒

大人たちが掃き集めた
落葉を一生懸命袋につめ
込む子︑我先にと走って
紙くずなどを拾う子︑も
っと袋ちょうだいと得意
そうに手を差し出す子な
ど︑楽しそうな声が飛び
交いました︒きれいにな
った公園をながめて︑参
加者は満足そうな表情を
浮かべていました︒
︵環境部会︶

﹁何年掛かるんやろう﹂
﹁何ぼいるんやろう﹂な
どと心が痛みました︒
城内は紅葉も始まり秋
の爽やかな風を感じたり︑
途中見事な﹁菊花展﹂を
観たりして歩きました︒
良い天気の中︑全員が
無事ゴールし︑心身とも
に充実した一日でした︒
︵老人クラブ連合会︶

いっぱい拾うぞ
いいスコアが出たね

ボウリング大会
17

❻

す ︒ 期日厳守で提出し
込んだ詐欺が横行してい
る 今 ︑ 自 分 自 身でしっか てください︒
︵保健・福祉・文化部会︶
りと守るのが大切︒
弁士それぞれの体験談
三世代が交流し
を頷きながら熱心に聴き︑
楽しく昔遊び
大変盛況の内に終わりま
した︒
︵福祉部会︶

城北婦人会では 月
日会員 人が集まり︑牛
乳パックで小物入れを作
りました︒針などを使わ
ず簡単に︑立派な﹁小物
入れ﹂が出来上がりまし
た︒
︵城北婦人会︶

９月 日︑男子 人︑
女子 人が参加して行い
ました︒成績は次の通り
です︒男子の部１位奥野
敏康︑２位竹田敏隆︑３
位嶋村英次︑女子の部１
位平尾由美︑２位大畑清
美︑３位片岡美奈子︒
︵体育部会︶
20

− ２ −
− ３ −

10

18

❺
９月 日︑城北幼稚園
で地区のおじいちゃんや
おばあちゃんといっしょ
に三世代交流の昔遊びを
しました︒
園児 人︑大人 人は
紙ひこうき・こま・お手
玉・おはじき・カルタ・け
ん玉の６組に分かれて園
児が回っていきました︒
大人は昔を懐かしみな
がら園児に教えました︒
ふと気がつくと園児が
膝の上に座ってきて︑柔
らかい感触に和みました︒
最後はおじいちゃんの
25

❹
何を入れようかな？

22
城北老人クラブ連合会
は 月 日︑ 人が芝生
広場に集合し︑体操の後
お城を歩きました︒
お城の石垣の崩れた跡
を見た時は﹁ワアー凄い﹂
70

27

24

❼
11

城 北
お城ウオーク
老人会

42

30

健康ポイントカード
締切り迫る
①健康ポイント獲得期間
年１月末まで
②用紙回収期間
２月１日〜 日まで
③用紙回収箱設置場所
明倫センター受付周辺
④参加賞
１ポイントから参加賞
贈呈︒頑張った方は明倫
まつりで表彰します︒
参加賞は︑ポイント用
紙と引き換えとなりま

10

❷
詐欺には気をつけて！
！

第３回高齢者弁論大会
18

❸
うまく回ったよ

❶
月 日１５０余人が
参加し行われました︒今
回の弁士は︑民生児童委
員５人が発表しました︒
① 寒川紘宇さん・
﹁民生児
童 委 員 を 経 験して﹂ 人
の世話は一つの事から始
まっても多方面にわたり︑
貴重な体験は自分自身の
成長になった︒
②高畑玲子さん・
﹁仕事を
振 り 返 って﹂ 幼 稚 園 ︑
保育所では日本の歌が歌
い継がれていることが一
番の感動︒
③三村芳輝さん・
﹁私の人
生の恩人 ﹂ ３人の恩人
に﹁輝き﹂を作って頂き
今も感謝の日々︒
④丸岡勇さん・
﹁社会人と
な っ た日 ﹂ 人 生 最 初 の
赴任先の経験で︑地域の
人たちの気づかいを学ん
だ事がその後の人生に役
立った︒
⑤池内芳久さん・
﹁老後の
幸せを守るために﹂ 手の
15

第22回

ほくほくふれあいまつり

明倫の里 城北 設立20周年記念「第22回
ほくほくふれあいまつり」
（実行委員会・城
北コミュニティ共催）が、10月７日城北小
学校で開かれました。前日までの台風によ
る強風もおさまり、競技や演奏、バザー、
健康測定など多くの住民で賑わいました。
今年の明倫くじは20周年記念賞も用意され、
最後まで盛り上がりました。
31

明倫の里 城北設立20周年記念
11

