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■新役員
事務局長・環境部会長
竹本 忠司
広報部会長
高畑 玲子

第 回ほくほくまつり

月６日に城北小で

﹁ 第 回ほくほくふ
れあいまつり﹂は 月６
日
︵日︶
に城北小学校運
動場で開催します︒

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

城北コミュニティホームページ

令和初の事業計画決まる
元年度事業計画案︑予算
案を原案通り承認しまし
た︒

に対する適切な対応︑福
祉課題解決に向けた地域
へ協力依頼︑
認知症ＳＯＳ
ネットワーク模擬訓練︑
介護教室などを実施︒
︻環境部会︼
防犯パトロール隊︑緑
道公園清掃など地域の安
全︑環境整備の推進︑ゴ
ーヤを食べる会など︒
︻保健部会︼
健康ポイント制度を中
心に事業展開︑若い世代
や男性の参加を推進︑健
康相談︑運動のコツ体験
教室などを開催︒
︻体育部会︼
地域の皆さんがスポー
ツを通じて︑明るく健や
かに交流できる活動︑家
族ハイキング︑ボウリン
グ大会などを実施︒
最後に防災会役員が
﹁災害はいつ起こるかわ
からない︒つねに防災・
減災への意識を高め︑各
家庭で非常食などの備蓄
を確認してほしい﹂など
と訴えました︒

令和元年度収支予算

今年度総会開催
城北コミュニティは５
月 日︑令和元年度総会
を明倫センターで開催し
ました︒

令和元年度主な事業
︻総務部会︼
コミュニティ活動の持
続に向け︑ほくほくふれ
あいまつり︑明倫まつ
り︑ＰＴＡ役員との意見
交換会などを実施︑学校
支援ボランティアの人材
確保︑情報提供などに積
極的に協力︒
︻広報部会︼
広報紙﹁ともしび﹂を
年４回発行︑ホームペー
ジや﹁城北防災１﹂のツ
ィッターで随時発信︒
︻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︑教養講座の実施な
ど︒
︻福祉部会︼
高齢者や障害者︑児童
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5,120,000

計

合

893,453
2,111,100
1,355,955
49,000
700,000
10,492

前期繰越金
市助成金
社協助成金
助成金
補助金
雑収入

10

「城北防災１」で検索ください。

Twitter

（単位：円）
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総会には︑代議員 人
が出席︒初めに砂本会長
が﹁お城まつり﹃大名行
列﹄への協力ありがとう
ございました︒５月１日
で元号が令和になりまし
た︒コミュニティも新た
な気持ちで︑引き続き活
発な活動を続けて行きた
い﹂と あいさつし ま した ︒
この後︑平成 年度事
業報告︑決算報告︑令和
30

世帯数

2,755 （＋８）
人

口

5,800人（＋１）
男

性

2,742人（＋３）
女

性

3,058人（−２）

明倫の里 城北

Ⅰ 事業費
１ 総務部 1,235,000
２ 広報部 405,000
３ 文化部 111,000
４ 福祉部 431,000
５ 環境部 250,000
６ 保健部 410,000
７ 体育部 300,000
Ⅱ 運営費
970,000
Ⅲ 助成事業 750,000
Ⅳ 予備費
258,000
合 計
5,120,000

10

総会のようす

94

（カッコ内は令和元年５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

城北地区人口
城北コミュニティだより 第96号
令和元年７月1日

（令和元年６月１日現在）
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したに！
、
〜
に
した 々に
の声も高

は慣れないかつらや着物に
汗びっしょりとなりながら
も︑新緑の丸亀城を背景に
ゆっくりと歩を進め︑堂々
の行列を繰り広げました︒

京極高朗公の行列を再現

事前準備や当日の裏方も含
め︑城北小とコミュニティ
が力を合わせ︑３年ぶり復
活の大イベントを成功裏に
終わらせました︒

４月７日城北小学校を出発︒富士見
町五丁目の最北端で瀬戸内海を眺望︒
丸亀駅・堀の西側を通って︑丸亀城南
口から城内へ︒桜は満開で花見客で賑
わっていました︒
みその橋を渡って丸亀城を後にし︑
城北小学校
へ戻って解
散︒全長８
㎞︑
多少は疲
れたかな︒
昼食は﹁ＲＯＫＵ
丸 亀 ﹂で ︑ ゆ っ た
りと味わい︑参加
者 人は全員無事
帰宅しました︒
︵体育部会︶

春の家族ハイキング

28

よい汗をかきました

今年の城北地区敬老会は︑次の通り
開催します︒
記
日
９月 日︵土︶
時
午後１時より
場所 城北小学校体育館
招待状は昨年までに届いている方と︑
今年 歳になられた方に届きます︒ぜひ
ご出席し︑楽しいひとときを過ごされま
すようご案内申し上げます︒
︵丸亀市・城北婦人会︶



87人が堂々の大名行列
70

５月３日︑城北コミュニ
ティは︑第 回丸亀お城ま
つり大名行列に参加しまし
た︒城北小児童・保護者
人とコミュニティ会員 人

城北コミュニティ・城北小学校

敬老会ご案内

80
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再び悠然と行列は進む
くせ者乱入。小姓や忍者が捕り押さえ

され演技終了後にはそれ
ぞれの役割の方から相手
役を称える言葉を多く聞
く事ができました︒参加者
の１６６余人と見学者︑
演技者が一体となって楽
しく勉強ができた事は大
変喜ばしいと思います︒
城北地区はもちろんで
すが︑丸亀市全地域が認
知症の方にとって住みよ
い町になってほしい思い
で私たちは取り組んでい
ます︒
︵福祉部会︶

をして指先重心で走る家
でもするようにと教わり
ました︒ ︵保健部会︶

ーで︑今年度も岩永十紀
子先生による初回の音楽
活動講座︵年６回予定︶
が開催されました︒
今回は全参加者が﹁学
校 ﹂をテーマとした曲 を︑
楽器︵タンバリン・鈴な
ど︶を使いながら楽しく
元気に合唱しました︒
次回は７月９日予定︒
︵文化部会︶

− ３ −

にじいろカフェ

みんな元気に合唱

﹁かけっこのコツ﹂体験
４月 日城北小学校体
育館で 人の小学生が参
加︒杉吉美有紀先生を講
師に迎えて運動会で少し
でも速く走れるようにコ
ツを教えてもらいました︒
足 裏 指 トレーニング・ミ
ニハー ドル・指 先 でジャン
プトレーニング︑姿勢・
目線も大事︒かかとに重
心では速く走れない︒指
先でタオルをつかむ練習

ご 案 内

●７月 日午前６時 分
子供たちとラジオ体操
●８月 日午前６時 分
みんなでラジオ体操
︵夏の暑さ疲れを︑
吹き飛ばそう︶
︵体育部会︶

30

明倫軽運動室で︑にじ
いろカフェが６月から開
催されています︒
ミニ講座・音楽タイ
ム・カフェタイムなどが
あります︒

参加費は２００円で
す︒
︵保健部会︶

﹁音楽活動講座﹂開催

５月 日︑明倫センタ

30

20 20

がありま
した︒
最後に
全校児童
から体育
館中に響
く大きな
声で﹁よ
ろしくお願いします！﹂
と言われ︑安心安全に登
下校が出来るよう見守り
たいと思いました︒
︵環境部会︶
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パトロール隊と児童の対面式
城北防犯パトロール
隊員と城北小全児童と
の対面式が４月 日︑
同小体育館で行われ︑
丸亀警察署︑
防犯協会︑
少年育成センター︑Ｐ
ＴＡ関係者約 人が参
加しました︒
砂本隊長から校長先
生に自転車用防犯シー
トが手渡され︑児童代
表から﹁交通安全５つ
の決まり﹂の決意表明
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速く走れるようになりたいな

9：30〜
13：30〜
9：30〜
13：30〜
13：30〜
9：30〜
13：30〜
13：30〜
日 程 表

7月28日
9月 8日
10月20日
11月10日
12月 8日
1月19日
2月 9日
3月 8日
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第３回認知症ＳＯＳ
ネットワーク模擬訓練
５月 日東汐入川健康
公園にて﹁第３回認知症
ＳＯＳネットワーク模擬
訓練﹂を開催しました︒
この訓練も早や３回目
となりました︒３回目に
なると︑迷い人役の方も
色々と工夫され︑通行人
役の方と共に吉本興業？
と思う位の名演技に︑見
学者は大喜び︒﹁楽しさ
の中に教えられる事がた
くさんあった と
｣ 口々に
演技者に感謝の気持ちを
もたれていました︒ま
た︑演技者同士も︑迷い
人役の無理難題に通行人
役の方は必死に考え対応
26

お知らせ、ありがとうございます

さあ、一緒に帰ろう

城北老人会に入会しませんか

愛育班とは？﹁健康で
明るくいきいきと暮らし
たい﹂と願う地区のみな
さんの集まりです︒赤ち
ゃんから子育て中のお母
さん︑ご年配の方まで幅
広い年齢層の方と男性も
入会して参加しています︒
個人だけでなく︑
一世帯
としての入会なのでご家族
の方全員が参加出来ます︒
月一回発行の愛育班だ
よりを持って︑声かけ訪
問をしています︒
ゴキブリ団子作り・明倫
カフェ・おはなし会・親子
料理教室・クリスマス会・
三世代交流昔遊び楽しい
こといっぱいしていま す ︒
年会費４００円です︒
︵城北愛育班︶

愛育班に入会しませんか

は特に西日本豪雨災害
に活動資金が役立ちま
した︒本年も︑
ご協力あ
りがとうございました︒
︵城北婦人会︶

老人会では﹁皆さんが
健康長寿で何にでも楽し
むこと﹂を願い多くの行
事を計画しております︒
主には︑
県主催では自転
車 競 技 大 会 ︑市 主 催では
ボウリング大会︑
運動会な
ど︒城北老人会では︑
お城
ウォーキング
︵ 鳥の声を聞
きながら個人個人に合った
楽しいウォーキングです︶
︑
ほくほく まつり︵キノコご
はん︑
おでんの引き換え券
を配布しています︶︑友愛
訪問
︵古希︑
喜寿︑
傘寿︑
米
寿の方を訪 問しお祝いを
差し上げています︶︒年会
費５００円です︒皆さん家
にいないで外出しましょう︒
楽 しいこといっぱいです ︒
︵城北老人クラブ連合会︶

日赤会費のお礼
本年度は︑
１２７万７
５００円の会 費が寄せ
られ日本赤十字社丸亀
支部へ納めました︒昨年

７月３日
︵水︶
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防 災 メ モ

昨年の西日本豪雨も梅
雨 時でした ︒気 象 情 報に
注意して﹁早目の避難﹂こ
そが自分自身を守る︒
﹁自
助﹂
です︒今年も 月に地
震対策として防災訓練を
します︒
﹁ヘルメット﹂は持っ
ているか︑﹁持ち出し袋﹂は
用意しているか︑
これらは
訓練をする以前の
﹁自助﹂
です︒防災・減災に対する
心の備えこそが自分を守
ります︒
︵防災会︶

あ と が き

改元から２か月︑
令和の
言葉にも馴染んできまし
た︒平 成 を 振 り 返ると仕
事と子育てに追われ︑
忙し
く過ごす内に老齢の身と
なった 年でしたが︑
世間
はネットやスマホなど情報
技術の進歩や国際化が広
く 浸 透しました ︒時 代の
進 歩に遅れた感の私です
が︑
令和は自然や人間︑
科
学 技 術が調 和し︑平 和で
心豊かな時代であれと願
っています︒
︵橋本︶

− 4 −
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﹁あきらめない心を﹂

すっごい！
！ 心うたれた

時 間
場
所
土居町一丁目集会場
9：15~ 9：45
10：00~10：45 ママのケーキ材料の店 ヨコゼキ
11：00~11：45
土居町北部自治会館
13：15~14：15
城北明倫センター
14：40~15：10
北平山町恵比須神社
15：30~16：00
富士見町自治会館

﹁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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丸亀市は︑今回のチャ
レンジデーで横手市︵秋
田︶に０・１㌽の僅差で
敗れました︒

結核・肺がん検診を受けましょう！

パラ競泳の成田さん
﹁チャレンジデー２０１
９﹂の５月 日︑パラリ
ンピック競泳の成田真由
美さんが城北小学校を訪
れ︑水泳との出会いや車
いす生活に至った体験を
話し︑パラリンピックの
金メダルを披露しまし
た︒
成田さんは︑中学生の
時に長い入院を経て車い
す生活になり︑知人の勧
めで水泳競技を始めまし
た︒その後厳しい練習に
取り組み︑世界のアスリ
ートが集まるパラリンピ
ック５大会に出場︒金を
含む 個のメダルを獲得
し︑ 回も世界記録を更
新しました︒
児童には﹁何事も毎日
の積み重ねが大切です︒
やる前からあきらめず︑
車いすの人を見かけたら
声をかけてあげてほしい﹂
と話しました︒
13 15

