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防犯カメラの設置は︑
れば売る方向で考える︒
地元から提案して︑県か
丸亀市には大小合わ
市の補助金制度を利用す
せて１７０か所に公園が
あるが︑けんこう公園は る方向で検討してほしい︒
定年後もフルタイム
ベスト に入る良い公園
で働く人が多く︑防犯パ
だ︒周回トラックや大型
遊具︑駐車場などがあり︑ トロール隊員数が減少す
るなど︑コミュニティ活
週末は多くの人でにぎわ
動の担い手確保に支障が
っているが︑木陰や物陰
出始めている︒他︑地域
がなく︑暑くて熱中症が
や市で良いアイデアがあ
心配で気軽に休めない︒
れば教えてほしい︒
ベンチ上には風に強い簡
どこの地域も苦慮し
易型の屋根と防犯カメラ
ている︒丸亀市として︑
を設置してはどうか︒
自治会加入推進員を選び︑
加入促進を行ったり︑自
治会加入促進応援補助金
制度を設けたりしている︒
地域担当職員を積極的に
派遣︒学校コーディネー
ターや学校ボランティア
を組織してイベントなど
をできるだけ多く開催︑
人材発掘に努めている︒
ほかに︑東中の避難所
設置や高齢者の買い物支
援︑外国人への資源ごみ
管理の指導などの質疑が
あった︒

地域の方々から当
初︑大きい樹木は手入れ
が大変だとの話があり︑
大きな木は植えなかっ
た︒暑さ対策でのベンチ
の屋根は︑可能な地域か
ら順次検討したい︒
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令和最初の市長懇談会
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http://johoku-c.her.jp/

懇談会で梶市長回答
るので︑その後︑旧平山
保育所の建物を解体し︑
公園を移す︒駐車場と倉
庫の設置は可能で︑地元
と相談し︑コミュニティ
で使えるようにしたい︒
城北幼稚園跡地は閉
館２年後に丸亀市が利用
すると聞いているが︑何
に使うのか︒
今のところ具体的に
は何も予定はない︒城北
地区から話があれば︑相
談していきたい︒
平山保育所の跡地利
用で話が出ていた日本財
団の件を幼稚園跡地に活
用すればどうか︒用地は
広いが︑正面の道は狭く︑
ほかに使い道はないと思
う︒再検討してほしい︒
市には何かするアイ
デアはない︒２階は雨漏
りしているので︑使うので
あれば新築する必要があ
り︑現状で使い道がなけ

Q

Ａ

保育所跡地に倉庫設置可能
令和最初の﹁市長懇談
会﹂が︑７月 日午後３
時 分から明倫センター
で開かれました︒
冒頭︑
砂本会長が﹁我々
の要望を真摯に受け取っ
ていただき︑住みよい町
づくりに協力をお願いし
ます﹂と述べ︑梶市長は
﹁地域の課題や貴重なご
意見をいただきたい﹂と
あいさつしました︒
地元の意見や要望と︑
市長や市担当者の主な回
答は次の通り︒
平山児童遊園の有効
利用として︑防災の避難
場所を旧保育所運動場に
移したい︒西側ブロック
塀のフェンス改修が終わ
れば︑公園の駐車場とプ
レハブ倉庫設置の結論を
早く出してほしい︒
耐震構造改革で一時
利用しているふたば保育
所が 月で元の場所に戻
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城北コミュニティホームページ
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「城北防災１」で検索ください。
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ゴーヤで夏を
のりきろう
35

て欲しいと要望がありま
した︒
︵環境部会︶

８月７日︑明倫センタ
ーで 人が参加して﹁ゴ
ーヤ料理教室﹂を開きま
した︒
メニューはゴーヤチャ
ンプルー︑天ぷら︑佃煮
など も
…う７回目になる
男性陣の天ぷらも腕が上
がって︑カラッと揚がり
とても美しく︑また佃煮
もご飯が何杯でもいける
ねと大好評でした︒
おなじみのゴーヤジュ
ースも美味しくいただき︑
和気あいあいとした笑い
声に包まれたのが何より
のご馳走でした︒
︵環境部会︶

跳んではねて

体育館遊び

８月８日午後︑市民体
育館で子ども 人︑
保護者
８人が一緒に遊びました︒

とんで、とんで！

３年前に遊んだ時と比べ
てみんなずいぶん大きく
なり︑トランポリンを使
う人数も一度に乗る人数
も制限するほどで︑順番
に跳んで楽しみました︒
大型積み木に登ったり︑
転がしたり︑思いっきり
体を動かして汗だくにな
りました︒
熱中症にならないよう
に水分補給にも気をつけ
て﹁また︑遊ぼうね﹂と
１時間半で切り上げまし
た︒
︵城北愛育班︶
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﹁くらしのセミナ︱﹂開催

家庭内の事故にビックリ

８月 日 ︑ 明 倫センタ
で ︑パナソニック㈱ライ
―
フソリュ ションズ社の鉄
―
尾憲治さんによる
﹃ 住まい
の安 全 対 策 ﹄
のテーマでセ
ミナ が
―開催されました︒

講師からは家庭内事故
の発生状況︑その防止対
策として特に電気の安全
対策︑防火対策について
説明がありました︒
受講者は︑多くの事故
が高齢者によるもので︑
お風呂での溺死であるこ
とを知り︑意外と多い家
の中の危険に驚いていま
した︒
︵文化部会︶

− ２ −

今では安全に子どもたち
も登下校できるようにな
りました︒
他には︑大西病院横の
五差路の通学路で︑土器
川橋から自転車で駅に向
かって行く学生と︑西か
ら来る通勤車が時々接触
しそうになり︑ひやっと
する事が多々あります︒
交差点が遠くからでも
いち早く分かるように︑
カラー化︵ブルー︶にし

毎月十日は健幸の日
丸亀市健幸十か条！

今年度の重点②ニコ
チンストップ⑨休肝日
をとる⑩受診するの三
つです︒
特に城北地区では⑩
に取り組んでいます ︒
検診は自己の健康管理︒
がん・生活習慣病など
の早期発見︑早期治療
につながります︒早め
に受診しましょう︒
︵丸亀市健康課︶

なれた手つきだネー

27

パトロール隊
意見交換会開催

子どもたちのために

城北防犯パトロール隊
の意見交換会が７月 日︑
明倫センターで開かれま
した︒丸亀警察署︑市︑
育成センター︑城北小︑
城北子ども園︑土居保育
所などから 人が参加し
ました︒
意 見 交 換 会 では︑﹁ 東
汐入けんこう公園の歩道
が通学路になっているの
に︑道路サイドの縁石が
なく︑ガードレールも途
中で切れている所があり
危険である︒﹂という意
見があり︑市に要望しま
した︒すぐに市の職員の
方に対応していただき︑
45

60

近な話を︑実際に歯ブラ
シを使って分かりやすい
説明を聞きました︒毎日
何気なくしている歯みが
きでは︑うがいも大事な
ことや︑歯の大切さは認
知症にもかかわることを
知り︑参加者は興味津々
でした︒次のグループ討
論でも﹁改めて歯の大切
さを自覚した﹂との意見
が多くでました︒
歯はシルバー世代だけ
ではなく︑どの世代にも
大切と納得し︑家族揃っ
て歯みがきを大事にして
いきましょうと︑参加者
みんなの意見が一致しま
した︒
︵福祉部会︶

歯は大切に

ほくほくふれあいまつり
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楽しかったね

三世代交流昔遊び

− ３ −

月６日
︵日︶９時〜
城北小学校運動場

８月 日︑明倫センタ
ーで三世代交流遊びを行
いました︒午前中子ども
対象の料理教室を行い︑
午後は軽運動室でかるた
やこまなど昔遊びのおも
ちゃに加え︑ダーツ・輪
投げで遊びました︒

楽しかった昔あそび

﹁教養講座﹂開催

６月 日︑明倫センタ
ーで︑郷土史家の遠藤亮
さんによる﹃丸亀城 石
垣の崩壊について﹄のテ
ーマで教養講座が開催さ
れました︒
講師からは︑昨年の石
垣の崩壊状況とともに︑
その要因と対策が説明さ
れました︒
受講者は︑丸亀城の石
垣復旧への気持ちを強く
しました︒︵文化部会︶

おばあちゃん世代の
人とおかあさん︑子ども
たち 人が︑トランプの
ばばぬきやこま︑おはじ
き︑お手玉︑けん玉︑か
るたでいっぱい遊びまし
た︒子どもたちの歓声と
笑顔から元気をもらいま
した︒
︵保健部会︶
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笑顔がいっぱい

80

城北地区敬老会

や小学生からお茶の接待
などで温かく出迎えられ︑
まるで笑顔の交換会です︒
式の後は︑城北こども園
の幼児の演技や音楽療法
士岩永十紀子さんの楽し
い歌とお話にまたまた笑
顔の輪がひろがりました︒
城北地区では百歳以上
の方が５人いますが︑高
齢者代表の大西艶子さん
１０２歳に記念品が贈呈
されました︒
おめでとうございます︒
︵城北婦人会︶

﹁介護教室﹂開催
福祉部では︑青の山荘
との連携による介護教室
を７月６日︑ 人の参加
で開催しました︒今年の
テーマは﹁お口の健康に
ついて﹂講師は歯科衛正
士本田里恵さん︒
我々シルバー世代の注
意 点 として﹁ 歯 みが きの
ポイント﹂
﹁うがいの仕方﹂
﹁ 入れ歯 との上 手な付 き
合い方﹂
﹁健口体操﹂等身

かわいい子どもたち
102歳
いつまでもお元気で
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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︒
昨年から 歳以上の方
が対象となりましたが︑
今年は移行措置として
歳以上９６９人︵男性３
４２人︑女性６２７人︶
が招待されました︒
出席者は︑婦人会会員
14

石垣の崩壊にショック

27

25

70

第二体操もしているよ

21

今 年は９月１日が
防災の日でした︒
この
頃を防災週間とも言
い︑
二百十日もこの頃です︒
﹃広く国民が台風・高潮・
津 波・地 震 等の災 害につい
ての認識を深め︑これに対
処する心構えを準備する﹄
我々も防災の日をきっ
かけに防災意識を高めま
しょう︒
︵防災会︶

今年の夏も本当に暑か
った︒皆さんは熱中症の
心配はなかったでしょう
か︑お見舞い申し上げま
す︒この便りが届く頃に
は秋︑良い時候となって
いて欲しい︒甲子園の高
校球児たちの活躍には︑
羨ましくもあり頭の下が
る思いで応援しました︒
年齢と共に衰えは認め
ますが︑負けん気だけは
強くなっております︒皆
さんと共にコミュニティ
活動に頑張っていきまし
ょう︒
︵林︶

あ と が き

防災メモ

﹁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︒

− ４ −

ラジオ体操
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懐かしい歌謡曲で
今年も三崎めぐみさん
を迎えて︑８月 日音楽
療法の教室を行いました︒
少し懐かしい雨のテー
マ曲で題名や歌手の名前
を当てたり︑歌詞から想
像される風景や背景︑心
情をみんなで考えながら
先生と一緒に歌いました︒
思い出のある曲でも名
前や曲名が出てこないこ
ともありましたが︑その
当時を思い出しながら先
生のつっこみに笑いも絶
えず︑最後に
﹁愛燦燦﹂を
大合唱して終えました︒
︵保健部会︶

８月 日︑明倫センタ
ー駐車場に約 人が出席
して︑早朝６時 分から
ラジオ体操で汗を流しま
した︒かんぽ生命の協賛
で記念品をいただき︑土
器交番の警察官からは
交通安全の話を聞きま
した︒
また︑９月１日には昨
年台風のために実施でき
なかった子ども会のキャ
ンプをして︑最後には大
人も加わり約 人で元気
よくラジオ体操をして解
散しました︒︵体育部︶
40
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リーンの火に向かって消
火器を持ち︑
消す体験
︵み
んな必死︶をしました︒

30

消えろ！ 消えろ！

今一番危険とされてい
るのが﹁南海トラフ地震﹂
です︒ 年以内に ％〜
％の確率で起こると予
測されています︒地震・
津波を﹁正しく知り﹂︑
﹁正しく判断し﹂︑﹁正し
く行動する﹂ことは命を
守る大切なことです︒
︻参加者の話︼
聞くより実際に体験し
てみると︑ゆれ・煙・風
がよく分かりました︒実
体験してみるのは良いこ
とです︒
体験を通してその大切
さが役に立つことを願い
ます︒
︵防災会︶
80

香川県防災センター体験会

この度︑防災会では高
松市生島町の香川県防災
センターで︑防災体験会
を実施しました︒７月
日 人︑７月 日 人︑
８月３日 人︑全部で
人が参加しました︒明倫
センターをバスで出 発し︑
分ほどで到着︒
初めに﹁南海トラフ地
震﹂をシミュレーション
した映像を見ました︒体
験会はグループに分かれ
てそれぞれに
・暴風体験コーナー
・地震体験コーナー
・消火体験コーナー
・煙避難体験コーナー
と順番に回りました︒特
に煙避難体験では︑煙は
白煙︑誘導灯も分かるよ
うに灯いていましたが︑
少しまごつきました︒７
月の京都の事故に遭われ
た方は︑
どんなに恐ろしか
ったかと胸が痛みました︒
消火コーナーではスク
23

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︶

ゴム体操もとり入れて
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