令和４年１月１日発行
日新地区コミュニティ協議会
tel/fax：834-9911
nissin-c@mc.pikara.ne.jp

旧年中はセンターをご利用いただき、ありがとうございました。皆様には良き年を
迎えられたこととお喜び申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

１月のコミュニティ講座のご案内
講

座

こども体操教室

内

容

日

小学生・園児対象の体操教室です

時

１／８・２２（土）10:00～11:30

和紙のお雛様作り教室

ひまわり親子サロン

かわいい豆雛を和紙で作ってみませんか。

講師：NPO 法人子育てネットひまわり

プレゼントやお部屋のインテリアとして最適です。

えんどうまめのおはなし会 主宰 遠藤由美 先生

講師：恋雛会 長谷 公江先生

「お話し会」

日時：１月１７日（月）・１９日（水）・２４（月）

季節のわらべ歌や絵本の読み聞かせを一緒に

１0：00～１２：00

楽しみましょう。

定員：１０名 材料費： １５００円

日 時：１月１９日（水）１０：３０～１１：３０

持参物：ハサミ・木工用ボンド

参加費：１００円
持参物：動きやすい服装・飲み物 定員：１０人

ぷくぷくひろば（出前保育）にあそびにきませんか？

通学路の安全キャンペーンのお知らせ

瀬戸内保育所の保育士による出前保育です。保育士と一緒に、

【日時】 １月１１日（火）

おもちゃで遊んだり、ふれあい遊び等、親子で楽しいひと時を

【場所】 茜町マルヨシセンター交差点

過ごしてみませんか？育児相談も随時行っていますので、お気

午前７：００～７：３０

軽にご相談ください。

浜ノ町シーサイドボウル交差点

日 時：１月１１日（火）１０：００～１１：００

午前７：１５～７：４５
各種団体の皆さま、日新地区にお住まいの方

参加費：無料

はどなたでも参加できます。 いずれか近い

≪コミュニティ協議会からのお知らせ≫
日新地区コミュニティ協議会より

方の交差点でご協力よろしくお願いします。

第 3 回 日新カップ親睦綱引大会のお知らせ

令和２年度はコロナ禍により日新カップ親睦綱引大会が中止となりましたが、今年度は感染対策を
十分取ったうえで開催いたします。
【日 時】令和４年３月１３日（日）午前９時～午後３時１５分
【会 場】うみまち商店街 高松市瀬戸内町３０-７３
【種 目】幼児の部 １チーム ６人
大人の部（18 歳以上） １チーム ６人（うち女性２名以上）
【参加料】幼児の部 無料

大人の部 5,000 円／チーム

【申込み】日新地区コミュニティ協議会 網谷 幸久 （携帯 090-3786-9219）
【締 切】令和４年２月１２日（土）
※新型コロナウイルスの発生状況によっては、大会を中止する場合があります。

～日新地区高齢者を地域で支え合うまちづくり推進事業～

「日新はつらつクラブ」は地域の皆さんの健康づくりと交流の場として毎月開催しています。
参加費は無料です。お気軽にご参加ください。
《１月の予定》
日 程
内 容
講 師
１月１１日（火）
・保健師の健康相談
吉田 静子 先生
１３：００～１５：００
・タオル等を使った健康体操
１月１８日（火）
・音楽で健康体操
小野川 秀佳 先生
１３：３０～１５：００
１月２５日（火）
・脳トレ健康体操
宮本 憲治 先生
１３：３０～１５：００
※１月４（火）はお休みです。お間違いのないようお願いします。
※マスク等の着用・咳エチケットに気を付けて、こまめな水分補給をお願いします。

★日新ふれあいサロン（高齢者居場所づくり）

あけましておめでとうございます

みんなで楽しい時間を過ごしています。
ぜひお越しください。
【日時】 毎週水曜日 １３：００～１５：００
※活動中もマスク等の着用にご協力を
お願いします。

本年もよろしくお願い申し上げます。
本年もたくさんの笑顔に会える
ことを楽しみにしております。
皆さま、時節柄ご自愛くださいませ。

１月の日新コミュニティセンター予定
日

月

火

水

木

金

土

1
元日

年始休館
2

3

4

5

6

３Ｂ体操
フラダンス
ピラティス
年始休館 ３日（月）まで
子ども書道
茶道・書道
１１ 楽しい自力整体 12
9
10
13
ぷくぷくひろば
阿波踊り教室
３Ｂ体操
はつらつクラブ ふれあいサロン
絵手紙
キッズダンス・連合自治会
休館日
フラダンス
いけ花・タイ式ヨガ 子ども書道
成人の日
茶道・書道
１７ 健康クラブ 18
16
１９ 親子サロン 20
お雛様づくり教室 楽しい自力整体 お雛様づくり教室
３Ｂ体操
社交ダンス はつらつクラブ ふれあいサロン
ピラティス
詩吟・新極真カラテ
フラダンス
自力整体
キッズダンス 子ども書道
茶道・書道
２４ 健康クラブ 25 楽しい自力整体 26
23
27

7

8

楽しい自力整体 ふれあいサロン

お雛様づくり教室

こども体操教室

カラオケ
14

健康クラブ
15

カラオケ
21

22
こども体操教室

カラオケ
28

阿波踊り教室

29

はつらつクラブ ふれあいサロン ３Ｂ体操・絵手紙

フラダンス
カラオケ
自力整体
子ども書道
茶道・書道
31
１２月２３日（木）現在の予定です。変更になる場合がございますので、
社交ダンス 参加申し込み、見学等の場合は事前にお問い合わせをお願いします。
詩吟・新極真カラテ

キッズダンス

いけ花・タイ式ヨガ

30

新極真カラテ

自力整体

お問い合わせは、日新コミュニティセンターまで 電話 ８３４－９９１１（月～金曜日 9 時～１７時）

古神札 しめ縄おたき上げ行事のお知らせ

赤い羽根共同募金・歳末助け合い
募金のお礼

本年も古い神札やしめ縄のおたき上げを行います。

令和３年１０月より自治会を通じて赤い羽

お早めにお越しいただいた方には、甘酒・あめ湯のお

根共同募金および歳末たすけあい募金にご

接待もあります。

協力いただき、ありがとうございました。

日新地区連合自治会より

【日 時】 令和４年１月１０日（月）午前７時～
【場 所】 高松漁港荷揚場
●１０日（月）だけです。お間違いのないようお願い
します。
●午前１０時くらいまで行う予定ですが、お早めに
お越しください。

皆さまの温かいご支援は、いきいきサロ
ン・一人暮らしの高齢者の見守りほか、地域
の活動に役立てられています。
本当にありがとうございました。
日新地区共同募金会
日新地区日赤奉仕団

≪活動報告≫

浜ノ町西部自治会 防災訓練

みんなで一緒にウォーキング

１１月２１日 浜ノ町西部自治会が避難誘導訓

１１月２５日（木）保健委員の皆さんと亀阜・二番

練を行いました。浜ノ町公園に集まり、３地区の

丁コミュニティセンターまでのお散歩コースを歩

担当者が要支援者宅に行き、いっしょに第一避難

きました。 最初にコミセン玄関前で準備体操をし

所まで誘導しました。

て、みんなで一緒に秋の風を感じ、木々の紅葉を

いざというとき、身近な避難場所を知っておく

眺めながらゆっくりウォーキングを楽しみました。

ことを家族みんなで確認してみましょう。

いきいきサロン

2021

新番丁校区作品展

１１月から１２月末まで同好会、日新センター講座、瀬戸内保育所園児さんの作品展を開催しました。
ご協力いただいた皆様に心より御礼申し上げます。
なお、通年で展示している作品もありますので、お気軽にコミュニティセンターにお立ち寄りください。

瀬戸内保育所
きりん組さん

夏の夜に見た花火を思い出し
ハートや星などいろんな色で
花火の絵を描きました。

瀬戸内保育所
ぞう組さん

始めての紙版画。好きな形に切って
組み合わせて、出来上がった時の笑
顔は最高でした。

高松市社会福祉大会表彰贈呈
おめでとうございます

年末の交通安全キャンペーン
１２月１５日（水）旧日新小学校交差点にて年末

多年にわたり社会福祉にご尽力されました方々
に対して日新地区からは次の方が受賞しました。
おめでとうございます。
社会福祉事業従事者
〃

年末年始は人の動きが慌ただしくなり、交通事故
が増えます。交通事故を防ぐために無言キャンペ

地濱 真由美さん
小林

交通事故防止キャンペーンを行いました。

ーンで安全運転を呼びかけました。

幸さん

社会福祉事業奉仕者

壷井 忠義さん

共同募金運動奉仕者

都

裕造さん

〃

糸谷 美紀さん

〃

玉岡 輝義さん

≪地域の情報≫

七体協スポーツ大会で優勝
しました！

市場情報第 10 回｜花のセレクトショップが

うみまち商店街に？

雲・城内ブロック親善スポーツ大会(ソフトバ

他ではお目にかかれない珍しいフラワーアイテム
が多数！プレゼント選びやインテリアチョイスの際
にいかがでしょうか？ 販売だけでなく、フラワー
スクールも開催しています。

レーボール)が開催され、日新体協チームが

♯ハナハミネ（フラワースクール・花のセレクトショップ）

優勝しました。

営業時間：11:00～16:00(金・土・日)

１１月２８日 旧新塩屋町小学校体育館で紫

11:00～20:00(予約制・その他平日)
定休日 ：不定休
電話番号：
050-3733-3737

「秋の紫雲校区を歩こうでぇ！」

日新サプライズ花火を打ち上げました

昨年１２月２８日まで開催をしました４コミセン
合同ウォーキング企画「秋の紫雲校区をある
こうでぇ！」に多数のご参加をいただきあり
がとうございました。
次は「春の歩こうでぇ！」を３月頃に開催する

１２月２４日（金）のクリスマスイブの１９時より約１０分間花火

予定にしております。スタンプカードについて
は、秋のカードは次の春に継続しての使用は
できませんのでご了承ください。

した団体様、企業様をご紹介させていただきます。

【秋のお楽しみプレゼントについて】
当選者の発表は個人情報保護のため、１月中
旬頃に個別にご連絡をさせていただきますの
で、抽選券をお持ちの方はワクワクしながら
お待ちください！

を打ち上げました。ご協力をいただきました関係各所の皆
様、地域の皆様に心より御礼を申し上げます。また、花火の
打ち上げにあたりましてご協賛をいただきました団体様、企
業様に心より厚く御礼を申し上げます。ご協賛をいただきま
ケイ・ビー硝子建材（株） 様

日新地区社会福祉協議会 様

香川銀行中央市場支店 様

（有）ニュー丸三住宅開発 様

大成・村上 JV 様

（有）丸三住宅 様

（株）高松衛生社 様

（有）丸秀鮮魚 様

高松鮮魚仲卸協同組合

（５０音順）

当日の花火の様子はインスタグラムのライブ配信のアーカイ
ブでご覧いただけます。インスタグラムで「日新地区コミュニ
ティ協議会」と検索してフォーローしてください。

