「自分の命は自分で守る」
地域挙げ大規模災害に備え
高松市の補助金、ゆめづくり事業として始まったふれあいサロンは、藤塚町、室新町、桜町の３カ所で高齢
者が集う憩いの場所として、時代と地域の課題に向け活発な活動が続けられています。
２６年度の防災活動においてもゆめづくり事業の補助金を充当し、熱望しておりました校区全世帯（自治会
未加入世帯も含め）への防災の情報提供のほか、その手段として「栗林防災ガイド」を編さんし、配布作業を
進めております。
平成９年から始まった自主防災組織の結成に伴う資機材の助成事業も２７年３月で完全に終了となること
から、校区内の自治会加入世帯を３カ所の指定避難所を核とする避難所運営組織で包括することにより、資機
材の助成も受けそれぞれに配備いたします。
阪神・淡路大震災から２０年が経過しました。この間に東北地方の東日本大震災もあり多くの人命、財産が
奪われました。これら以外にも各地で頻繁に災害が発生しております。南海トラフ地震は３０年以内に７０％
の確立で発生するといわれています。阪神・淡路からの２０年からして、３０年はもうそんなに先の長い話で
はありません。
大規模災害に備えた活動で行政や地域は３０％、７０％は自分自身の問題です。“自分の命は自分で守る”
が基本で、幸いにして情報は大変多い時代です。個人や家族としての取り組みをどう理解し、行動してゆくか
でその安全度は増してゆきます。自分自身で解決できないような問題は地域住民が協力して対応してゆく。ど
こまでもそれが出来る地域づくり、そして夢ではなく現実に実行できる街を目指してゆきましょう。
栗林校区自主防災組織連絡会

コミュニティ活動・自治会活動

表彰

会 長

松下 保

おめでとうございます

2 月 21 日(土)に高松テルサで開催される「平成 26 年度市長感謝状・協議会表彰状贈呈式」で、
当校区から次の方々が表彰されます。おめでとうございます。（敬称略）
○

地域コミュニティ活動功績顕著
市長感謝状
松下 保（コミュニティ協議会事務局長）

○

自治会活動功績顕著
市長感謝状
中井康夫（栗林親交自治会長）
二宮 迪（楠上松寿会）
中西 功（花ノ宮共栄会）
斉藤儀克（室新町自治会）
連合自治会連絡協議会表彰
松本敏裕（栗林共栄会長）
山下沃太郎（藤塚町マンション自治会）

桜町

２月５日（木）１０時～１５時

日

時：２月４日（水）１０時半～１３時

午前はお雛様を作ります。午後は演歌歌手の和泉

内

容：歯の健康について

幸弘氏による三橋みちやショーを開催します。

講

師：歯科衛生士

藤塚

折り紙でお雛様を作ります。暖かい会場で楽しく

森恵子先生
主

２月１２日（木）１０時～１５時

おしゃべりをしましょう♪美味しいコーヒーで

催：社会福祉協議会栗林分会

お待ちしています。
室新町 ２月２６日（木）１０時～１５時
折り紙でお雛様を作ります。手作りの昼食を準備

◆託児付
乳がん・子宮頸がん集団検診のお知らせ

しております。お好きな時間にお寄り下さい。

主

催：栗林校区コミュニティ協議会

〈乳がん検診〉※乳がん検診は予約が必要です。
日

時：２月１４日（土）１３時～１５時

〈子宮頸がん検診〉
日

時：２月１４日（土）１４時～１５時半

場

所：高松市保健センター

※乳がん、子宮頸がん、それぞれ託児が必要な場合
は、予約が必要です。

２月の一般開放デー

１０時スタートです。

５日（木）親子体操
１７日（火）花の宮保育園出前保育
１９日（木）おひさま広場出前保育
２６日（木）ゆりかごお話会
主 催：同好会 えるふぁみりぃ

◆託児なし

（リトルエンジェルズ・なかよしクラブ）

乳がん・子宮頸がん集団検診のお知らせ
〈乳がん検診〉※乳がん検診は予約が必要です。
日

時：２月２８日（土）１３時～１５時

〈子宮頸がん検診〉
日

時：２月２８日（土）１４時～１５時半

場

所：高松市保健センター

詳しくは広報たかまつ、高松市ホームページをご覧
ください。

日
対
定

時：２月２２日（日）９時半～１１時半
象：幼児～６年生
員：子ども３０名
（幼児、低学年は親同伴）
持ち物：のり、出来あがった作品を持って帰る袋
参加費：無料（参加者にはおみやげがあるよ♪）
〆 切：2 月 16 日（月）
申込み：栗林コミュニティセンター
主 催：栗林校区婦人会子育て部会

日

時：２月１８日（水）１０時～１２時

内

容：講話・修了式

講

師：浄土真宗大信寺 川田信五先生

日

時：２月９日（月）１０時～１２時

日

時：２月２８日（土）１０時～１６時

内

容：落語＆修了式＆企画会

場

所：栗林コミュニティセンター運動場

講

師：落語 つる屋白扇さん

指

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：３５０円（材料費込）
★女性教室登録者が対象となっています。

参加費：無料・申込み不要
主

催：栗林おやじ塾

※雨天決行

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

日 時：２月１５日（日）９時半～１２時
上映タイトル「釣りバカ日誌１４」
☆どなたでも参加できます。大きいスクリーン
で、一緒に観賞しましょう♪参加費は無料です。

日

時：２月２７日（金）１０時～１３時

講

師：管理栄養士 園藤

恵子先生

持ち物：エプロン、タオル

参加費：７００円

メニュー： 手作りギョーザ、麻婆豆腐、
中華スープ、杏仁豆腐
日 時：２月２４日（火）１０時半～１３時半
講 師：管理栄養士 園藤 恵子先生
持ち物：エプロン、タオル
参加費：７００円
メニュー： 親子丼、即席漬け、お吸い物
うぐいすもち
☆ひとり暮らしであれば、老若男女問わず参加で
きます。お気軽にどうぞ♪

シロアビヤンガ（ヘッドマッサージ）
日

時：２月１９日（木）
１３時～、１４時～、１５時～
２月２４日（火）
１３時～、１４時～、１５時～
☆各回１人４０分程度 ※要申込

日

時：２月１２日・１９日・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
対 象：健康な首のすわった生後３ヶ月頃からの
赤ちゃんと保護者
持ち物：使い慣れているだっこヒモ（スリング可）
筆記用具、体温計、飲み物、汗ふきタオ
ル、動きやすい服装
参加費：１回５００円

参加費：５００円

日

持ち物：タオル

時：２月８日（日）９時半スタート

ナビゲーター：財団法人日本野鳥の会 香川支部
費

用：１００円（中学生以下無料）
但し、入園料は各自負担

※事前の申し込みが必要です。詳細については、
コミュニティセンターに問い合わせて下さい。
※雨天中止、小学生だけの参加は出来ません。

日

時：２月２１日（土）１０時～１２時

☆大人も子供も自由に参加できます。初心者の方
も大丈夫です。地域の方が指導してくれます。
☆参加費は無料です。

日

時：２月１７日（火）１０時～１２時

内

容：リサイクル工作
「フォトスタンドを作ろう！」

時：①２月 ６日・２０日（金）
②２月１３日・２７日（金）
①、②どちらも１３時半～１６時頃
講 師：裏千家 飯間 純子先生
持ち物：ふくさ、懐紙、こぶくさ
参加費：１回７５０円（お茶菓子付き）
★季節の和菓子をいただきながら、ホッとひと息
してみませんか？初心者の方も歓迎です。

講

師：NPO どんぐりネットワーク

森仁志先生

日

時：２月２２日（日）１０時～１２時

日

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）ほか
☆固定の合唱団ではなく、ふらっと立ち寄る歌声
喫茶です。お気軽に足をお運びください。

センター講座に参加しませんか。
栗林コミュニティセンター主催の各種講座は、毎月周知のと

日本で初めてテレビ放送が始まったの

おりですが、まだ、定員に余裕のある講座もあります。その中

は、昭和２８年（１９５３）の 2 月 1 日

で「ひとり暮らしの料理教室」に前回から初めて参加しました。

で、「テレビ放送記念日」となりました。

男性４人、女性６人の方たちの中に若い男性もお一人。当初は、

カラー放送は、それから７年後の昭和３

ひとり暮らしの学生の方も対象に企画したようです。講師の先

５年から。カラーテレビは昭和３９年の
東京オリンピックを機に、一気に広がっ

生の明るい笑顔と皆さんの和気あいあいの雰囲気で始まりまし

ていきました▲阪神・淡路大震災から２

た。メニューは、手軽に作れて、栄養バランスがあり、デザー

０年が経ちました。香川でも近い将来、

トまでいただくとボリュームがありました。年齢に関係なく特

南海トラフ巨大地震の発生が懸念されて

に、男性のひとり暮らしの方には、食事づくりのヒントになる

います。栗林校区コミュニティ協議会は

ことも多いと思いました。積極的に参加されることで、皆さん

昨年末、独自の「防災ガイド」を作成、

とのコミュニケーションも図れて、月１回の教室が楽しみにな

全戸配布を目指しています。とはいえ、

ると思います。ご一緒に料理教室のお仲間になりませんか。

災害から身を守るのは「自助が７割」と

ひとり暮らし料理教室

いわれています。日ごろから「備えあれ

参加者 M・K

ば憂いなし」を心掛けて下さい。

＜状況１＞平成２７年１月１６日（金）９：３０頃、校区内のごみステーションで、破砕ごみ収集中、車両火災が発生、
消防自動車が２台、消火活動につとめてくれました。
＜状況２＞車両のごみをすべて路上に吐き出すと、真っ黒焦げに焼けたカセットボンベ（ルール違反）が出てきました。
＜必ず、守って、実践して欲しい 今日からの対応＞
スプレー缶 や カセットボンベ は、発火する恐れがありますので、中身を使い切り、風通しの良い場所で、

穴をあけガスを必ず抜き、 缶・ビン・ペットボトルの収集日に出してください。

ＮＯ！ 栗林校区からの車両火災 （ダメ！・ダメ！・絶対に駄目よ！）
栗林校区衛生組合協議会 会長 水野忠彦

日
１

月
２

火

水

木

金

土

３

４

５

６

７

のびのびクリッキー

老人給食

ヒップホップ

茶道教室①

ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

12 文化協会

13

14

クリッキー

茶道教室②

子ども塾

ふれあいサロン
８

９

再発見ツアー

女性教室

10

11
休館日
（建国記念の日）

ベビーダンス
ふれあいサロン

15

16

サンデーシアター

17

18

19 リラックス

20

21

いきいき倶楽部

高齢者教室

ヒップホップ

茶道教室①

将棋自由対局

26

27

28

リラックス

ふれあいサロン

男性料理教室

プレーパーク

ひとり暮らし料理教室

ベビーダンス

茶道教室②

ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

子ども将棋クラブ

のびのびクリッキー

ベビーダンス
22
歌声広場

23

24

25

