栗林小学校
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運動場では、４月から使用する仮設校舎が急ピッチで建設されています。それに伴って、登下校時
に子どもたちに丌自由な思いをさせていますが、丌自由さや寒さに負けず元気に学校に来てくれてい
ます。
さて、平成２６年度は、本校創立１３０年という記念すべき年です。それと共に、長年住み慣れた
この校舎とお別れする年ともなりました。本年度卒業する６年生にとっても思い出深い年となること
でしょう。４月以来、校舎建築や子どもたちの安全な登下校、そして、記念式典、運動会等、地域の
皆様に大変お世話になっております。この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。
話は戻りますが、毎日、校舎工事の音が聞こえる中でも、子どもたちは集中して落ち着いた学校生
活を送っております。また、運動場がなくなり、仮運動場で体育をすることになり、伸び伸びと運動
することができなくなりましたが、休み時間には前にも増して異学年の子どもたちが交流する姿が見
られます。我々教職員も、次年度の仮設校舎での学校生活に備え、備品等の引っ越しの準備はもちろ
ん、新年度からの学校教育をどのようにするかについて議論を重ねております。
これまでのような環境でないため、やむを得ず、学校行事の縮小等を考えていかなければなりませ
ん。地域の皆様にはご理解のほど、よろしくお願いいたします。これからも、地域の宝である子ども
たちの教育のために、子どもたちと一緒になって頑張ってまいりたいと存じます。これまで同様のご
支援ご鞭撻を賜れば幸いです。

【運営委員会からのお知らせ】
2 月の運営委員会では平成 27 年度の主な行事について
話し合いました。コミュニティ協議会で行う行事は次の
通りです。なお、詳しい日程や内容が決まりましたら随
時お知らせいたします。

行事

日時

場所

総会

５月３０日（土）

コミセン

夏まつり栗林

７月１９日（日)

栗林小

敬老会

９月

桜町中

住民運動会
地区文化祭
福祉餅つき大会

９月２６日（土）
雨天＝翌日
１０月 31 日（土）
11 月 1 日（日）
12 月

桜町中
コミセン
栗林小

●寄贈品について
日
場
内
講

時：３月４日（水）１０時３０分～１３時
所：栗林コミュニティセンター２階大ホール
容：転倒骨折予防についてのお話と実技
師：健康運動指導士 中村マキ先生
※当日は軽い運動をしますので、運動の
できる服装で、水分補給のためにお茶など
を持参してください。
主 催：社会福祉協議会栗林分会

栗林地区共同募金委員会より時計を、日赤奉仕団
栗林分団よりスリッパを、個人の方々から図書を
頂きました。有意義に活用させていただきます。
ありがとうございました。

●忘れ物について
センターに忘れ物としてお預かりしている物品を
３月１６日(月)～３０日(月)の間、展示していま
す。お心当たりのある方は、見に来て下さい。

桜町サロン
◆国保健康教室のお知らせ
日時：３月４日（水）１０時３０分～１１時３０分
場所：栗林コミュニティセンター
内容：転倒骨折予防についてのお話と実技
講師：健康運動指導士 中村マキ先生
参加費：無料
対象：高齢者
※当日は軽い運動をしますので、運動のできる服装
で、水分補給のためにお茶などを持参してください。
◆平成２６年度 胃がん検診のお知らせ
（予約が必要です！）
胃がん検診は、今年度は３月で終了になります！！
日時：３月２日（月）
、４日（水）
、１１日（水）
１６日（月）
、１８日（水）
（受付時間 ８時３０分～１０時３０分）
予約は、高松市保健センター（℡８３９－２３６３）

３月の一般開放デー ※１０時スタート
５日（木）親子体操
１７日（火）花の宮保育園出前保育
１９日（木）ゆりかごおはなし会
３１日（火）自由遊び
主 催：同好会 えるふぁみりぃ
（リトルエンジェルズ・なかよしクラブ）

日 時：３月１５日（日）１３時～１６時
※詳細は小学校で配られたプリントをご覧下さい。
主 催：栗林おやじ塾

更生保護女性会では、古切手を回収しています。
これまでにたくさんの古切手を回収することがで
き、ご協力いただいた皆さまありがとうございます。
これからも引き続き回収を行っていきますので、
栗林コミュニティセンターまでお持ち下さい。
よろしくお願いします。

３月５日（木）

桜町では布遊びをします。男性も楽しめます。
午後からは軽音楽の演奏で楽しめます。

藤塚サロン

３月１２日（木）

和紙を使った自分だけのネックレスを作ります。
お昼からは体を動かしてリフレッシュできます。

室新町サロン

３月２６日（木）

和紙を使って自分だけのネックレスを作ります。
手作りの昼食を準備しております。
どの会場も１０時～１５時の間で、お好きな時間に
参加できます。会費２００円です。美味しいコーヒ
ーを準備してお待ちしております。

主

催：栗林校区コミュニティ協議会

日
場
指

時：３月２８日（土）１０時～１６時
所：栗林コミュニティセンター運動場
導：香川大学生涯学習教育センター教授
清國 祐二先生
参加費：無料・申込み不要 ※雨天決行
主 催：栗林おやじ塾

作業日時：３月２１日（土）・２２日（日）
９時～１６時
作業内容：荷物のダンボール箱への箱詰め、移動
荷物運搬後の現校舎の清掃 など
※栗林コミュニティセンターに申込み用紙を置いて
います。詳細は、申込み用紙をご覧ください。
主 催：栗林おやじ塾

日
内
主

時：３月２１日（土）９時半～約２時間
容：栗林公園の春の花々、カメラをもって集合
催：まちづくり研究部会・生涯学習部会
※詳細は、後日発行される別紙をご覧ください。

日 時：３月８日（日）１０時～１２時
参加費：１回５００円（楽譜などの諸経費込み）
指導者：吉見佳晃（歌手）☆次回は、４月５日です。

センター講座の受講生を募集しています！
問合せ・申込みは、栗林コミュニティセンター☎８３５－５３９９

茶道教室 ※初心者の方の参加も大丈夫です。
日 時：①３月 ６日・２０日（金）
②３月１３日・２７日（金）
いずれも１３時半～１６時
参加費：１回７５０円（お茶菓子付き）

日 時：３月１０日（火）１０時～１３時
講 師：管理栄養士 園藤恵子先生
材料費：７００円
持ち物：エプロン、タオル
メニュー：リメイク料理（１つの料理を作って、そ
れを変化させて別の料理を提案！）
、いちご大福

日 時：３月１６日（月）１０時～１３時
講 師：管理栄養士 園藤恵子先生
材料費：７００円
持ち物：エプロン、タオル
メニュー：豚肉のしょうが焼き、麦ごはん
菜の花の酢味噌あえ、豆大福

日 時：３月６日（金）９時５０分～ ５カ月頃
１１時～
６ヶ月以上
内 容：井上先生による母乳育児相談会
講 師：助産師 井上美智子先生
定 員：各回１５組程度
持ち物：飲み物
参加費：３００円
【ランチタイム（１２時～１５時）
】
午後からは、お母さん同士の交流ひろばです。
昼食の注文ができます。（要予約/５６５円）

日 時：３月３日（火）１０時～１２時
内 容：井上先生による母乳相談会
講 師：助産師 井上美智子先生
持ち物：飲み物、ガーゼハンカチ、筆記用具
参加費：３００円
午後からは、妊婦さんと先輩ママさんの自由交流広
場です。昼食の注文ができます。
（要予約/５６５円）

シロアビヤンガ（ヘッドマッサージ）
日 時：３月１５日（日）９時３０分～１２時
上映タイトル「あ・うん」高倉健さん追悼第２弾！
☆大きいスクリーンで、一緒に観賞しましょう♪

日 時：３月１７日（火）１０時～１２時
内 容：DVD 鑑賞とティータイム
映画「エクレールお菓子放浪記」

★ヒップホップダンス

修了式のお知らせ★

日 時：３月１９日（木）１６時半～１８時
５月から練習してきた成果を発表します。

★クリッキーくらぶ

お知らせ★

日 時：３月１２日（木）１０時～１１時３０分
☆今回は、お別れ会をします☆

★のびのびクリッキーくらぶ

日 時：３月５日（木）１３時、１４時、１５時
３月３１日（火）１３時、１４時、１５時
☆１人４０分程度 ※要申込
参加費：５００円
持ち物：タオル

日

時：３月１２日（木）
・１９日（木）
・２６日（木）
１０時～１２時 ※１回だけの参加も OK
講 師：ベビーダンス認定インストラクター
多田 奈津子先生
定 員：２０組
対 象：健康な首のすわった生後３ヶ月ころからの
赤ちゃんと保護者
参加費：５００円
持ち物：使いなれているだっこヒモ、筆記用具、
体温計、飲み物、汗ふきタオル、動きやすい服装

お知らせ★

日 時：３月 ３日（火）１５時～１６時３０分
１７日（火）１５時～１６時３０分
☆今回は、お別れ会をします☆
※いずれも登録者対象となります。

クリッキーくらぶ、のびのびクリッキーくらぶ、親
子リトミックなどは、年間登録制になります。受講
希望者は、下記期間内に申込みをして下さい。
申込み期間：４月１３日（月）～２７日（月）
※詳細は、４月のコミュニティだよりに掲載します。

春休み中に子ども向け講座を企画しています。下記以
外にも計画中です！詳細は、春休み前に小学校で配ら
れるプリントを見てね。
『おひさま広場レクリエーション』
日 時：３月３１日（火）１０時～１２時
☆楽しいゲームやレクリエーション♪
ジュニアユースたちが企画、進行する
楽しい広場（保護者の方々も大歓迎～）
『将棋自由対局』
日 時：４月１日（水）１０時～１２時
☆子どもから大人も参加できます。

緊急地震速報について
2 月 6 日午前 10 時 25 分ごろに地震がありました。震源地は徳島県南部(牟岐町)
でした。内陸型地震であったので津波の心配はなかったようです。発生時に緊急地
震速報が携帯電話やテレビに一斉配信されたので、受信されたりテレビを見た人も
多かったと思います。一定の条件で配信されることから頻繁に受信することでもあ
りませんので、今回の機会に尐し復習しておきましょう。
初期微動(Ｐ波)から主要動(Ｓ波)の電気信号の到達する時間の差を利用している
もので、震源までの距離によって、地震の揺れが伝わってくるまでに数秒から数十
秒が生じます。心配される南海トラフ地震では震源地が遠いので速報から実際の揺
れを感じるまでに、当地では作動上のロスを入れても約 30 秒くらいはあるといわれ
ています。この間にどのような防災・減災行動がとれるか、短時間ですが各自での
身の安全を確保する行動があります。利用の仕方で決して短い時間ではないと思い
ます。自分自身の事として、その時一番に何をするかを考えてみましょう。
昨年の 12 月 26 日にコミュニティセンター職員で防災訓練を実施し、緊急地震速
報への対応も勉強しました。今回職員が着信後直ちにセンター来館者に館内放送を
し、
「情報提供」と「各自の身の安全の確保して下さい」との対応がとれたようです。
想定した訓練でなく現実に起きた中での体験は意味があったと思っています。
これらは狼尐年になって良い、事あるごとに言い続けやり続けていく事が重要と
思っています。

栗林校区自主防災組織連絡会

会長

ようやく厳しい寒さも峠を越
し、春の足音を感じる季節となり
ました。栗林公園では、梅がほ
ころび甘い香りを漂わせていま
す。梅が終わると、春本番を告
げ る 桜 の 出番 です 。 今年の 桜
は、3 月下旬ごろから楽しめそう
です▲「栗ちゃん」は 4，5 年前か
ら花粉症にかかりました。今年
は例年より発症が早く、2 月初旬
から鼻水と涙に悩まされていま
す。校区の皆様の中にも、花粉
症と闘っている方がたくさんいる
のでは？お互い特効薬が欲しい
ですね。あと、２カ月余りの辛抱
かー。ガマン、ガマン。

松下 保

菊ちゃんのちょっとこんな話
「食育」が大切なことは各方面において問題提起されてきました。その反面、飽食といわれるこの時代
に偏った食生活になっている人が多いのも現実です。
先頃、
「子育て・孫育て」講演会を聞いて一層「食育」の重要性を改めて認識しました。テーマは「食から考え
よう子育てー今の子育て・昔の子育てー」講師は、子どもが作る“弁当の日”提唱者の竹下和男先生。講演では
「少子化の今、ますます子育ての重要性を考えなければいけない。社会全体で育て、支えて行く時代である」そ
して、先生は２つのことをしっかり考え、育てていって欲しいと力説されました。①人は置かれた環境に適応し
ていく(良い環境に置いてあげることは大人の責任) ②愛された子どもは素直な大人になれる（叱ること、急かせ
ることより愛する心をしっかり伝える）
“弁当の日”を提唱し、実践された竹下先生は、数々の「食」に関する著書を出版。退職後は、日本各地を講
演し「食育」の必要性を提起しておられます。講演の最後には、「本当に親が子に(孫に)伝えることは毎日の暮ら
しの中にある」と結ばれました。
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老人給食

プレママひろば
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9
歌声広場

10
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金

桜町サロン

茶道教室①

ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ

ほのぼのひろば

12

文化協会
藤塚サロン

ひとり暮らしの料理

ｸﾘｯｷｰ

13
茶道教室②

土
7
ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

14
廃食油収集

ベビーダンス

15
サンデーシアター
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１6
男性料理教室

23

17

18

１9

20

いきいき倶楽部

子供将棋クラブ

のびのびクリッキー

ベビーダンス

24

引っ越し大作戦

ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ

25

２6
室新町サロン

ベビーダンス

29

30
おひさま映画

31
おひさま
レクリエーション

茶道教室①

27
茶道教室②

21

28
ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ
プレーパーク

廃食油収集のお知らせ
日時：
場所：

休館日

引っ越し大作戦
再発見ツアー

３月１４日（土）１０時～１２時
栗林コミュニティセンター
西側自転車置き場（倉庫前）

