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世帯数

2,787 （+ ４）
人

口

5,814人（+ 11）
男

性

2,757人（+ ５）
女

性

3,057人（+ ６）

明倫の里 城北

こ

ども園になり初めての生
活発表会が︑昨年 月7
日に行われ︑0歳児から5歳児
までの全園児135名がそれぞ
れの年齢や発達に合わせて歌や
合奏︑劇あそびなどをいきいき
と表現しました︒中でも5歳児
名にとっては最後の発表会と
いうことで思いもひとしお︒い
ろいろな小学校へ別れて行くけ
れど﹁ずっと友だちだよ﹂とい
う思いを創作劇にしました︒こ
ども園で過ごした日々はいつま
でも子ども達の心に残っている
と思います︒
今年度も﹁元気と笑顔いっぱ
い﹂の地域の皆様から愛される
城北こども園となるよう努めて
参りますのでよろしくお願いい
たします︒
︵城北こども園園長 小林美智代︶

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

（カッコ内は令和元年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

城北地区人口
城北コミュニティだより 第98号
令和2年1月1日

（令和元年12月1日現在）
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バザーテントも大賑わい
調子を合わせて

明倫くじに大行列

大賞ににっこり
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始めよう認知症予防

のばしてのばして

月 日︑吉田病院理
学療法士岡仁さんを講師
に
﹁始めよう認知症予防﹂
の講座があり 人参加︒
物忘れには老化による
物忘れ︵体験の一部を忘
れる︶と認知症による物
忘れ︵体験したこと自体
を忘れる︶があります︒
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簡単な計算やしりとり
をしながらウオーキング
や足踏みをする︒両方同
時に行うことで記憶など
の認知機能が向上する
﹁コグニサイズ﹂と言う
運動を皆で体験︒認知症
予防には︑バランスのよ
い食事と頭を使いながら
運動する事が効果的だそ
うです︒ ︵保健部会︶
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地域の元気と絆

ほくほく
ふれあい
まつり

﹁第 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 月６日城北小
学校で開かれました︒台風 号の影響もなくまずま
ずの天候に恵まれ︑演奏や競技バザーや健康測定な
どに多くの住民が参加して楽しみました︒最後は恒
例の明倫くじで盛り上がりました︒

的をねらって円盤飛ばし
気迫がすごいね

土居保育所のダンス
東中吹奏楽部ドリル
城北小マーチングバンド
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﹁教養講座﹂開催
﹁音楽活動講座﹂開催

救急講習

城東町自治会が防災訓練

城東町連合自治会は
月 日 ︑﹁第一回城東町
６自治会自主防災訓練﹂
を実施しました︒

所定の避難場所集合

10

訓練は﹁震度７強の大
地震で避難勧告や避難指
示が出た﹂
との想定で︑
６
自治会から１３１人が参
加︒各自で０次避難場所
へ向かい︑集会所で炊き
出しに取り組みました︒
先の台風 号などで多
数の方が犠牲になり︑そ
の７割を 歳以上が占め
ている状況を踏まえ︑参
加者は︑早めの避難の大
切さを理解し︑迅速な行
動を心掛けていました︒

− ３ −
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緑道公園を
子どもたちと清掃
今年度の３︑４回目の
岩永十紀子先生による音
楽講座が明倫センターで
開催されました︒

９月５日︑ 人が参加
して人工呼吸やＡＥＤの
使い方の実習をしまし
た︒いざという時困らな
いように毎年行っていま
すが︑市消防署の高畑副
主任が︑はじめに助けを
呼ぶ事や︑１１９番通
報︑ＡＥＤの使い方など
を分かり易く教えてくれ
ました︒参加者も積極的
に実習してみて﹁これく
らいだったらできるかな﹂
と実感していました︒
︵城北愛育班︶
11 10

日
時 ２年１月 日
︵日︶午前９時 分出発
集合場所 丸亀城大手門︵体育部会︶
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環境部会は︑城北小学
校の１年生・４年生と︑
城北こども園・土居保育
所の５歳児の子どもたち
１３７人で︑ 月４日東
汐入川緑道公園の清掃活
動を行いました︒

月 日︑明倫センタ
ーで香川短大副学長︑齊
藤栄嗣教授による教養講
座が開催されました︒
講座は︑多度津藩家老
の林良斎が大塩平八郎か
ら陽明学を学び︑私塾弘
浜書院にて本県初の陽明
学者として教育を行った
との話を聞きました︒
︵陽明学とは︑心の学問
で自分の心と向き合うこ
といわれる︶
受講者は︑地元の藩校
明倫館にも林良斎による
陽明学の教えが影響を与
えていたことを知りまし
た︒
︵文化部会︶
３回目の９月 日は
﹁月﹂︑４回目の 月
日は﹁旅﹂をテーマとし
た曲を︑全参加者が楽器
︵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︒
５︑６回目は１月
日︑３月 日の予定︒
︵文化部会︶
10

新春おめでとうウオークご案内

32

30

きれいになったね

秋晴れの下︑熊手を使
って落ち葉やゴミを集め
たり︑空き缶やペットボ
トルを拾いました︒小さ
な子どもたちは４年生の
お兄さんお姉さんに見守
られ︑元気に掃除できま
した︒大切な公園がきれ
いになってみんなうれし
そうでした︒
︵環境部会︶

リズムが大切

みんな楽しく元気に
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難解な陽明学の解説に真剣な顔

居住区や︑数量には不安
を抱える備蓄倉庫と防災
倉庫にある備品も見ても
らいました︒
﹁マンホールト
イレ﹂
﹁ダンボールベッド ﹂
は役に立つと思います︒
最後に城北婦人会によ
る炊き出し訓練での﹁す
いとん豚汁﹂を食べて全
員帰宅しました︒
城北防犯パトロール隊

スワン︵白鳥︶
の置物

イントで作成し︑実際の
支援状況︵昔遊び︑校内
パトロール︑ミシン︶を
約 人のコーディネータ
ーの皆さんに見ていただ
きました︒︵城北小学校
区地域学校協働本部︶

中国伝統芸術鑑賞会

倫センターから飛び立ち
ました︒︵城北婦人会︶
■お知らせ
令和元年 月１日付で
福祉部会長が︑池内芳久
さんに変わりました︒
︵福祉部会︶

11

３月１日開催

23

ターで開催します︒
多 くの皆 さんのご来
場をお待ちしています︒

回城北明倫まつり

月 日城北小学校体
育館で︑地域出前文化教
室中国伝統芸術鑑賞会が
あり２００余人が参加し
ました︒あっと驚き心臓
ドキドキの芸ばかりでし
た︒
︵保険部会︶
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北方獅子舞にびっくり

台風 号で
人が死亡した宮
城県丸森町の大
きな被害では︑行政の避
難呼びかけを住民が断っ
たケースが多かったよう
です︒丸亀市の水害ハザ
ードマップでも土器川等
の氾濫で城北地区は全域
が水浸しになります︒
警戒レベル３の警報が
出たら︑空振りを恐れず
早目の避難をしましょう︒

（防災会）
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令和になって初めて迎
えた新年︑おめでとうご
ざいます︒広報﹁ともし
び﹂も今年で１００号を
迎えます︒文字を大きく
したり︑
カラー化など﹁ 読
んでいただける広報紙﹂
をめざして紙面づくりを
してきました︒
ひとりでも 多 くの方に
見ていただけるよう︑﹁と
も しび﹂の編 集に努 力 し
ていきます︒皆さんのご協
力をお願いします︒︵若松︶

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︒
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全国表彰される
令和元年９月 日東京
明治記念館にて︑公益財
団法人全国防犯協会︑功
労ボランティア団体賞が
城北防犯パトロール隊に
授与されました︒
︵環境部会︶

学校支援養成塾

第

城北婦人会では︑ 月
日会員 人が参加し︑
毎年恒例の手芸教室を開
きました︒今年は︑白い毛
糸でスワンを作りました︒
かわいいスワンが 羽明
41

30

30

第 回城北明倫まつ
りを︑３月１日︵日︶
午前９時から明倫セン

…………

城北小学校で開催
丸亀市主催の﹁コーデ
ィネーター養成塾﹂が
月 日︑城北小学校で開
かれ︑協働本部が︑準備
から支援まで取り組んだ
１年半の実績をパワーポ

スワンを飾って
幸せに
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防災訓練︵防災会︶

居住区と備蓄品を見学
10
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月 日城北地区自主
防災会が﹁避難訓練﹂と
﹁避難所開設訓練﹂を実
施しました︒
避難訓練は各自治会が
安否確認を速やかに取れ
る体制の訓練︑そのデー
ターを対策本部に報告す
る訓練︒各リーダーが安
全な避難ルートを各自に
考える事を提案︒

避難所開設訓練は作成
している﹁運営マニュア
ル﹂に従って︑それぞれ
の役割がスムーズに︑避
難所として開設・運営で
きるのか︒また︑避難者
役には体育館フロアーの
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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︶
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