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第 回

生き生きと活動成果を披露

（カッコ内は平成31年２月１日比）
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城北明倫まつり

﹁第 回城北明倫まつり﹂が３月３日︑明倫センターで開かれまし
た︒同センターで活動を続けている学習クラブの皆さんが︑舞台や
作品展示などで一年間の成果を発表しました︒
３月末で閉園した城北幼稚園の園児が︑最後の発表をし︑会場に詰
めかけた人たちの大きな拍手を受けました︒地域の人たちも各種作
品を出展︒うどんやフリーマーケットなどのバザーもにぎわいました︒
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明倫はくちょう太鼓で元気にオープニング

しなやかによく揃って民踊クラブ

おいしいね。話もはずんで盛況のバザー会場

フィナーレは恒例の明倫くじ。会長賞の電子レンジにどよめき

Twitter

「城北防災１」で検索ください。

最後の出演となった城北幼稚園児の手話と歌

幼稚園・保育所幼児のかわいい絵画

地域の方々の作品に感嘆の声が

手芸やパソコン、洋裁などの学習クラブの力作がずらり
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城北コミュニティホームページ

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

５月 日
︵日︶
開催

城北コミュニティ総会
城北コミュニティ︵砂
本健会長︶は平成 年度
総会を５月 日
︵日︶
午後
１時 分から明倫センタ
ーで開催します︒代議員

教養講座開催
２月 日︑明倫センタ
ーで歴史家の石井雍大さ
んが︑
﹁評伝・和田邦坊﹂
について講演し︑ 人が
受講しました︒

は出席してください︒
平成 年度事業報告︑
会計報告︑ 年度事業計
画︑予算案などの議事が
予定されています︒

けました︒現在も使われ
ています︒
また︑民芸にも造詣が
深く︑初代の讃岐民芸館
︵栗林公園内︶の館長に
就任していました︒
受講者は︑郷土の偉人
を改めて認識しなおしま
した︒
︵文化部︶
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健康ポイント制に参加を

獲得しましょう︒受けた
内容を記入したらポイン
トをつけます︒カードは
各部会事業時に配布しま
す︒ポイント獲得して賞
品をもらいましょう︒

ソフトバレーボール大会結果

２月 日﹁城北校区女
子ソフトバレーボール﹂
のクラブ対抗戦を開催し
ました︒
優 勝 あんみつ姫
準優勝 Ｃｌｏｖｅｒ
第３位 クローバーＺ
第３位 ヴィーナス
第５位 城北クラブ
第６位 リボンの騎士

第 回丸亀お城まつり

大名行列参加

５月３日
︵祝︶
にお城ま
つりが開催されます︒大
名行列に城北小学校児童
や保護者︑城北コミュニ
ティが参加します︒午前
時 分スタートの予定
です︒多数の皆さんのご
声援をお願いいたします︒

− ２ −
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年度も２月１日から
保健・福祉・文化部会で
協力してポイント制継続
開始︒各部会の事業に参
加で１ポイント︑声かけ
３人で１ポイント︑健診
インフルエンザ予防接種
で２ポイント︑個人で受
けたものも自己申告して
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邦坊さんは︑琴平町出
身で︑元漫画家や小説家
として東京で活躍され︑
戦後は香川県下の有名菓
子店やうどん店のデザイ
ンパッケージなどを手掛

地元のパッケージデザインを紹介

運動のコツ体験教室
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１月７日城北小学校の
体育館で鉄棒︑逆上がり
のコツ体験をしました︒
ジュニア運動スキルアッ
プ指導の杉吉美有紀先生
を迎えて個別に指導を受
けました︒最初に走って
体を温め︑逆上がりに必
要な手や足の力をつける
マット運動をしてから︑
逆上がりの練習に入りま
した︒１時間余りの練習
後できるようになった子︑
もう少しでできそうな子︑
それぞれ成果が出てきま
した︒ 年度は４月 日
に︑かけっこのコツを予
定しています︒先着 人
を 明 倫センターで受 付 け
ます︒
︵保健部会︶
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できた！さか上がり
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スマートフードライフ
料理教室

むだなく使って

１月 日︑明倫センタ
ーで︑食品ロスをなくす
料理教室がありました︒
棄てている野菜の皮や葉
などを使うとか︑冷蔵庫
にある瓶詰めなどを使い
切る︒残った材料をアレン
ジして食べ切るなどがス
マートフード料理です︒
当日は大根１本を全部
利用しました︒
大 根 を お ろ して﹁ お ろ
しとろろ﹂中央部で﹁ぶり
大根﹂先端部で﹁大根のエ
スニックスープ﹂や﹁ 大 根の
即席漬け﹂皮で﹁大根の皮
とベーコンのきんぴら﹂
米のとぎ汁も捨てずに利
用します︒ ︵保健部会︶
31

10

ど支援体制が充実してい
ます︒
私たち協働本部は時間
をかけじっくりと支援ボ
ランティアの増員︑レベ
ルアップを図り︑協力で
きる団体組織を集め︑城
北小学校の要望に応じら
れる体制を整えることが
肝要です︒
そして︑地域で学び︑地
域を愛する子供を育み︑
不登校やいじめのないあ
たたかな地域を目指しま

入学・入園おめでとう
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城北小学校
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平山保育所は4月1日より「城北こども園」と改名
して新制度で運営されます。

新春おめでとうウオーク

9

平成 年度の新入学の
幼児︑児童︑生徒の予定
数は次の通りです︒

合計

31

女子

性別 男子
校名
城北こども園
12

す︒皆さんの積極的な参
加をお待ちしております︒
︵城北小学校区
地域学校協働本部︶

春の家族ハイキング

平成31年度新入学予定者数

１月６日︑ 人が丸亀城
大 手 門 桝 形 虎口に集 合 ︑
それぞれに新年の挨拶を
交わして出発︒本丸まで
の﹁歴史探訪﹂と﹁城内
１周ウオーク﹂の２班に
分かれてウオーキングを
楽しみました︒
帰路は東中学校運動場
で丸亀市消防出初式を見
学し︑温かい飴湯の接待
を受けました︒

− ３ −

101

合

計
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東 中 学 校

楽しい読み聞かせボランティア

図工の後、キチンと片付けようね

開 催 日 ４月７日
︵日︶
集合場所 城北小体育館
棟
集合時刻 午前９時 分
目 的 地 富士見町５丁
目・丸亀城
詳しくは自治会回覧版
で確認してください︒

土居保育所
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また︑支援ボランティ
アの皆さんも︑好きなこ
と得意なことを教えるこ
とで生甲斐を見つけ成長
し元気がでます︒
現在協働本部は発足し
てまだ１年経過したとこ

ろですが︑ 年以上実績
のある他地域では︑
２００
人の子供に１６００人の
支援ボランティアがいる
地域︒ＰＴＡとコミュニ
ティが一緒になりＰＴＣ
Ａとして支援している地
域︒大学︑老人会︑婦人
会︑自主防災会等あらゆ
る組織が緩やかな連携を
持ち地域教育支援ネット
が組織できている地域な
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トイレ掃除の指導と手伝いも
筆使いや後片付けも見守って

学校支援ボランティアに
参加しませんか

ミシンがうまく使えるように手助け

昨年４月に発足した学
校支援組織﹁城北小学校
区地域学校協働本部﹂︵以
下協働本部︶には現在約
人の支援ボランティア
の皆さんが登録してお
り︑校内パトロール︑清
掃支援︑給食介助︑図工︑
書写︑ミシン︑読み聞か
せ︑茶道など１年間で延
べ約５００人が支援に協
力してくれました︒
学校を中心に家庭︑Ｐ
ＴＡ︑地域︑皆で子供を
支援することで︑子供も
いろいろな人と関わりを
もって育ち人間形成の土
台が大きくなります︒
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けっこうなお点前でした

「ありがとうございました」園舎に向かって手をふる園児と職員

３月 日に閉園式を
開催︒また︑２月 日
から３月１日までは地

晴れやかに最後の卒園式
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域住民に幼稚園最後の
姿を見てもらう内覧会
が開かれました︒田中
園長は﹁名残惜しい︒
他の幼稚園に移る３歳
児︑４歳児が小学校に
入学するまで成長を見
守っていきたい﹂と話
していました︒
同園は昭和 年３
月に開園︒同 年に
は︑これまでで最高の
２０５人が通園してい
ました︒

供の教育︑保育を行い
ます︒幼稚園と保育所
の機能や特徴を持った
施設﹂と説明されてい
ます︒
１号認定が幼稚園
に相当︑２号・３号認
定が保育所に相当する
ものです︒定員は２４
７人︵１号認定 人︑
２号・３号認定２０３
人︶
︒

﹁城北こども園誕生﹂平山保育所から移行
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丸亀市の組織替えに
より︑４月の新年度か
ら平山保育所が﹁城北
こども園﹂として︑
新し
くスタートしました︒
市こども未来部の資
料 に よ ると︑﹁ こ ど も
園は︑認定こども園法
に基づき︑保護者の働
いている状況にかかわ
りなく就学前︵１号・
２号・３号認定︶の子

防災メモ

梅雨時や台風シーズンの大雨の
時に︑
行政が出す防災気象情報は︑
５段階に区分した警戒レベルで発
信されます︒
❶大雨が数日中に降ると出す予報
❷洪水・大雨・河川の氾濫注意情
報❸避難準備・高齢者等避難開始
警報❹避難勧告と避難指示❺実際
に災害が発生した事を知らせる
とにかく︑早目の避難こそが我
が身を守る︒

あ と が き

新社会人︑新入生のみなさん︑
おめでとうございます︒
昨年から親の身勝手で︑未来
ある子供たちを傷付け︑心痛む
ニュースが続いています︒
行政を責めるだけでなく︑身
近な私達も異変に気付いたら勇
気をだして声かけできるおばち
ゃんでいたいと思います︒
さて平成最後の年︑次はどん
な年号になるかな︒

︵竹田︶

﹁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︒
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（城北幼稚園提供）

３月 日には︑最後
の卒園式があり︑９人
の卒園児が田中加奈子
園長から卒業証書を受
け取りました︒
３歳児︑
４歳児は新学
期から西幼稚園︑城東
幼稚園などに通います︒
14

年の歴史に幕

城北幼稚園が３月末
で閉園︒ 年の歴史の
幕を閉じました︒この
間︑約３２００人の園
児が巣立っていきまし
た︒閉園は入園児の減
少に加え︑施設の老朽
化によるものです︒
64
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約3,200人が巣立つ

