平成30年9月15日



第１８回木太地区ふれあいコンサート ６月１６日（土）開催
毎年木太地区文化協会では、音楽を通して地域文化の発展と交流
をはかっています。
高松市役所吹奏楽団の皆さまを招いてのコンサートでは、クラ
シックの他、
ドラマのメインテーマや人気のアニメソングなど幅広い
ジャンルの楽曲を披露し、訪れた観客を魅了しました。
（上枝 秀則）
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木太地区防災訓練
2018年6月10日
（日）
開催

木太地区の防災訓練は、昨年より小学校が実施している避難訓練・防災教育と

しっかり口を押えて
ゆっくり急いでくださいね〜

併せることで、幅広い住民に訓練に参加する機会を設けています。
木太北部小学校で行われた今年の防災訓練は、小学校の参観日に合わせて、児童と保
護者、地域住民が訓練に参加しました。参加者は、土のうづくりから始まり、バケツリレー、
消火器やＡＥＤの取扱い訓練等、全１０種類の訓練を体験し、火災や地震の恐ろしさを学び
ました。児童の皆さんも、普段体験したことのない訓練内容に、とても興味を持っていた
ようで、熱心に指導員の話を聞いていました。
今年から、自主防災組織では、
「防災訓練推進員」
を置き、消防署や消防団のご指導の
下、自らが主体となって防災訓練の指導ができるようにし、いざ災害が発生した際には、
住民自らの力で減災に努めることができるような体制の強化を進めています。
（樫 昭二）
防災訓練推進員さんといっしょにバケツリレー

避難生活に必要な知識を学ぶ防災講座

炊き出し訓練

災害にそなえて普段から愛車の点検を
土のう作成訓練

煙体験

消火器取扱い訓練

ＡＥＤ取扱い

地震体験車

南海トラフ地震に備える！
！
香川県シェイクアウト訓練実施について
■実施日時：
平成３０年１１月１日
（木）
１０
：
００から
※西日本放送ラジオでは時間にあわせて、
シェイクアウト開始合図の放送を行う予定です

■訓練場所：
それぞれの自宅・学校・職場など
■訓練内容：自分の身を守る
３つの安全行動＆プラスワン訓練
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簡易タンカ搬送訓練

身を守る3つの
安全確保運動!

大規模地震の発生時には、
まずは、自らの身は自らで守るという
「自助」
が必
要です。香川県シェイクアウトでは、1分間の安全確保行動を通じて、防災の必
要性を改めて認識していただき、学校、家庭、職場などで防災対策を確認する
きっかけとするとともに、避難訓練や消火訓練、備蓄品の確認などのプラスワ
ン訓練を行っていただきたいと考えています。
「自分
（の地域）
だけは大丈夫」
と思わずに、普段から訓練を行い、災害に備えましょう。
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みんなケガ
しないでね〜

回
4
4

さわやかに、なごやかに、いい汗を

木太地区町民運動会
2018年4月22日
（日）
開催

木々の緑が萌えたつ、気持ちのいい春風の吹く運動会日和の中、

ピースじゃなくてしっかり踊ってくださいよ！

“さわやかに、なごやかに、いい汗を”をスローガンに第44回木太地区町民
運動会が、延べ3,000人を超える町民の皆様にご参加いただき盛大に開催され
ました。当日はたくさんの笑顔が見守る中、小学校の徒競走をかわきりに、最終
競技である13地区対抗800ｍリレーまでの全20競技を楽しく、安全に終えたこ
とは、皆様のご協力のおかげだと思います。来年も木太町のキャッチフレーズで
ある“広げよう 安全安心 地域の輪”を基に、新たな感動と思い出が生まれるよう
な楽しい運動会にしていきたいと思います。
（古川 勝士）

13地区対抗競技

自治会対抗競技

プラカード行進

勝

宮前

優

勝

札場第１自治会

優

準優勝

札場

準優勝

西村第5自治会

準優勝

優

勝

向井地区
下川の内地区
野球とサッカー勝負の行方は…

第６
８回“社会を明るくする運動”公開ケース研究会
だれもが心豊かに生きられる社会を目標に活動しています

立ち直り をサポートしている
木太地区保護司会の皆さん

2018年8月4日
（土）
実施
公開ケース研究会は、“社会を明る
くする運動”の一環として開催してい
るもので、保護観察になった少年の事
例を通して非行や逸脱行為を理解し、再
非行を防止するために少年や家族に対し、ど
のように対応したらよいかを地区保護司を中心
に、学校・PTA・民生委員児童委員など、木太地区の青少年健全育成
に関わる関係者にお集まりいただき熱心に話し合いが行われました。

社会を明るくする運動とは…
“社会を明るくする運動”は、すべての国民が犯罪や
非行の防止と、あやまちを犯した人の立ち直りについ
て理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ犯罪や

非行や犯罪に至る背景には、様々な問題があります。本人や家族だ
けの問題として捉えるのではなく、地域社会から孤立しないために、
私達一人ひとりができることについて考える一日でした。
（大熊 博行）
公開ケース研究会発表風景

ワークショップ風景

非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全
国的な運動です。木太地区でも担当の保護司が中心
となって啓発活動や研究会を実施し、
「 犯罪に戻らな
い・戻さない社会」
を目指して活動しています。
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皆さん和気あいあいと料理しています

男性の料理教室
7月7日
（土）
実施
今年度最初の男性の料理教室には１９名が
参加。鮮やかなピンクのＴシャツとエプロン
姿の私たちに、
「おい、オイ！
！みんな若返っ
とる？
！「
」似合うとるんか？う〜ん・
・
・似合う

参加の方の料理づくりの
きっかけ、長年実施している
イベントで苦労したことなど、終始
意気あふれる話で盛り上がりました。

とる！
！」
といつも参加してしてくれるおな

今回は“広報たかまつ”８月１５日号の連載〜しっかり食べまいよ

じみさんからのびっくり笑顔と声。いつに

〜の取材のため、高松市から取材班が来ていましたが、木太町の

も増して賑やかな雰囲気の中、でもいざ調
理が始まるとそれぞれの役割分担はきっち
り手際も鮮やかに料理を仕上げていました。
いいかんじ〜♪

ランチ会では熱中症の症状と対応についての講話や、初

あったかい雰囲気に
「良い写真・取材ができました。広報楽しみに
してくださいね。」
と満足そうでした。
ご参加いただきました皆様本当にありがとうございました。
（木村 悦子）

栄養バランスもしっかりと計算されていますよ

キャンペーン用品の配布

万引き防止キャンペーン
7月27日
（金）
実施
今年も
「全国非行防止強調月間」
に合わせて7月
27日に、木太町内の量販店において小学校区ごと

みんなで巡視中です

に
「万引き防止キャンペーン」
を実施しました。この
キャンペーンは子ども達の初発型非行の防止
を目的に平成24年から行われています。
最近の青少年の健全育成に係る現状を報告します
と、不審者は年々減少傾向にありますが、登下校時に
「声か
け」
「つきまとい」
などの事案が発生しています。又、非行少
年・不良行為少年の補導件数や喫煙・深夜徘徊なども減少

木太町内で車にも配布

傾向にあるようです。
しかし万引きは件数が減少しているも
のの、低年齢化が進んでおり今後が危惧されています。
万引きは非行や犯罪の入口と言われており、防犯活動を通
じて万引きを防止する事が犯罪全体の抑止に繋がると考え
ています。

の
香川県
の情報
き
万引
24

今後も学校や地域と連携して、青少年の健全育成に努めて
まいりたいと思います。
（多田 治）
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高校生

「香川の少年補導 平成２９年中」
より

お子さんを万引きの誘惑から守るためには普段から
の家族のコミュニケーションが大事です。
日ごろから
子どもの持ち物に気を配ったり、
子どものＳＯＳを見逃
さないでくださいね！ 高松市青少年健全育成キャラクター（育実ちゃん）
マルナカ木太店にて
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マルヨシセンター木太店にて

体協 ! ママさんバレー再び全国の舞台へ
News

8月2日
（木）
〜8月5日
（日）
実施

第４９回全国ママさんバレーボール大会が神戸にて開催

され、昨年の木太体協北に引き続き、木太体協南バレー部が１
５年ぶりに香川県代表として出場いたしました。チーム一丸となっ
て目標であった初戦突破を果し、意気込んで臨んだ２回戦はフルセットの
末、惜敗しましたが、選手たちにとってなによりの貴重な体験となりました。
全国大会に出場できたことを誇りに思うと共に新たな目標を掲げて日々
の練習に臨む所存です。この度の全国大会出場に際し、地域の皆様の温か
いご支援をいただき、本当に
ありがとうございました。こ
ころよりお礼申し上げます。
今後ともさらなるご指導、ご
支 援をよろしくお 願 いしま
す。
（宮本 由美）

新 会長あいさつ
木太地区衛生組合協議会

池田 幸雄

日頃、木太地区衛生組合活動にご理解・
ご協力いただいておりますこと厚くお礼申
し上げます。この度、12年間会長を務められ
た小西前会長の退任に伴い、会長職を引き受ける

更生保護女性会木太支部

上原 誠子

本年度より前・松﨑支部長の後を引き継
いで就任しました新開北の上原誠子です。
更生保護女性会は、罪を犯した人や非行に
陥った青少年の更生と円滑な社会復帰を手助けす

こととなりました。一口に12年間といいますが、その間の環境や

るために、保護司の先生方と協力し、女性の立場から温かい支援

行政対応の変化等大変なご苦労があったかと思います。そのご

活動ができればと思っております。

苦労、
ご功績を大切に継承していきたいと思っています。
「みんなできれいな町に」
をスローガンに、地区を挙げての環
境美化活動に取り組んでまいりたいと存じます。住みよいきれい
な木太町を自分たちの手で育てていきましょう。

「社会を明るくする運動」
を始めとした啓発活動のみならず、木
太町のイベントにも積極的に参加し、各種団体と協力することで
盛り上げていきたいと思います。
まだまだ未熟で行き届かないところが多々あると思いますが、
ご指導を賜りながら頑張っていきますので、何卒よろしくお願い
します。

あまから水祭りに向けての詰田川清掃の様子

パワーシティ屋島店にて啓発活動

阿部歯科
春日水 神 市 場 隣り
マル ナカ春日店 西 150m

木太町6区

TEL 834-5314

高 松 市 木 太 町 3 3 0 8 電話
（087）
832-5500
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木太 町で☀
☀見ぃつけた♪
木太南っ子見守り隊

木太町で
がんばっている人

見守り続けて13年、
代表の門田さん

紹介します！

木太南小学校区
もんちゃん
いつもありがとう！

ＰＴＡの協力で新しくできました！

みんなから ありがとう の一言がなにより嬉しい

木太南小学校区では地域のボランティアによる見守り活動が行わ

くださいました。子供が最も犯罪に遭いやすい場面は下校時だと言

れています。この見守り活動は門田作男さんという一人のおじいちゃ

われています。自宅前の路上に立つだけでも犯罪から子供たちを守

んから始まりました。お孫さんの入学をきっかけに学校までお孫さん

る大きな力になります。安全で安心な住みよいまちづくりは、一人ひ

を毎日迎えに来ていたところ、学校の先生方やＰＴＡの賛同、地域の協

とりの小さな実践から始まるのではないでしょうか…。

力もあり児童の安全を守る為に
「木太南っ子見守り隊」
が発足しまし

この記事を目にしたあなたも！ぜひできることからはじめてみませ

た。以来１３年間お孫さんが大学生になった今でも毎日活動を続けて

んか? そしてこのオレンジのジャンパーを着た人が町のあちこちで

います。子供たちからの
「いつもありがとう」
の声がどんな暑さも寒さ

溢れているような犯罪ゼロの町=木太町になることを心より願ってい

も忘れるほど嬉しくて、今ではこの見守り活動が生きがいだと話して

ます。
（遠山編集）

地名が語る声に耳を傾けると、
そこには気候・風土のあり
さま、土地の人々の生活の姿が刻み込まれています。
（木太町郷土誌より）
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『 夷 地 区 』のいわれ
この地はもとは海岸に面した土地であり、海
え び す

の幸を守る神（恵比寿さま）
をまつる社があった
ところから夷と名付けられたと言われている。

夷地区は、木太町のほぼ
ふれあい会結成以来
15年続く新春の集い
中央部に位置し、小学校・保
育所、高松市役所出張所・コ
ミュニティセンター、消防団
木太分団屯所などの公共施
設が集中しています。また、
今年新たに「木太えびす公
園」
が開設され住環境がさらに充実しました。
現在の世帯数は約８００戸、町内屈指の人口を有し、三つ
の自治会を組織して交流を深めています。
地区は伝統の保持と新しい時代への町づくりを目指し、
夷神社、白旗神社の秋祭りを催すほか、
「獅子保存会」
を作
り、若い世代の参加で伝統を引き継ぐとともに、最近は
「獅
子舞王国さぬき」
にも参加、交流範囲を広げて活動してい
ます。また、組織や世代の枠を超えた人と人とのふれあい
活 動 を 進 め るた め 、
「えびすふれあい会」
を結成、毎年新春の集
い、夏まつり、親睦旅
行
（随時）
を開催、多数
の地区住民の参加を
夷自慢の若手のみなさん。地区の宝です！ 得て定着しています。

えびす

詰田川
●法寿苑

住みよく助け合える町を目指して！
！

﹁ 夷 ﹂地 区 の巻

地名豆知識

木太町

最後！
次回はいよいよ
紹介
ご
を
区
“宮 前 ”地
します。
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飛

び

出せ !

スポーツ少年団

RGとは リズミック・ジムナスティック の略で新体操という意味です。

『木太ＲＧクラブ』木太北部小学校区
踊って楽しいRG♪
木太ＲＧクラブでは、毎週木曜日に20名の部員が先生の指
導のもと、柔軟体操をはじめ、
リボン・フープ・クラブなどの手具
を使って練習をしています。
年に3回ほど、日々の練習の成果を披露する場もあり、衣装
を着てステージに立つ発表会をみんな楽しみにしています。
学校・学年を問わずたくさんの仲間と一緒に楽しく活動して
みませんか? 少しでも興味のある方は是非一度見に来て下さ

【練習日】 毎週木曜日17：30〜18：50

いね。見学だけでも大歓迎です。

【場

町民のつぶやき
【つぶやき大募集】
あなたもこのコーナーで、普段の何気ない
一言や出来事をつぶやいてみませんか?
投稿は木太町ホームページへ、
または
各コミュニティセンターへお持ちください。
お気軽な投稿待ってます!

所】 木太北部小学校体育館

・・
「温かいおソバが食べたいな〜」
・・
と娘の言葉に、
「え！
！温かいサバが
食べたいん？」
と即座に反応した主
人…。ソバやっちゅうねん…。
（昼の弁当は、冷たいサバでしたが
なにか…？）

【連絡先】 会長 桒内
090 2891 7125

主人はテレビにすぐ夢中になる。一回ハマると、
何も聞こえなくなる。何回呼んでも無視される。
しかし
「あ！蚊が入ってきた！」
と言うと
（ウソ）
いき
なり殺虫剤片手に
「どこや、どこや！
！」
と暴れまく
る。
「蚊」
だけは聞こえるらしい
（笑）
（ウソなのにひ
たすら蚊を探すからこれもまた大変）

みなさまからのご意見、ご感想をいただきました!
■木太町で見いつけた、について
●山地心音ちゃん、堂々とした字
を書かれて文部科学大臣賞、誠に
おめでとうございます。
（M.S）
●このコーナーを毎回楽しく拝見
しています。今回は小学４年生の快
挙にただただ感動しました。笑顔
の可愛い心音ちゃん。ますますの
ご活躍を期待しています。
（M.K）

■その他
●子どもの夏休みの自由研究で春日川の事
を木太町の郷土史を参考にして調べました。
川を調べていたのですが、他のページも面
白くて結構読みました。
（ 郷土史の厚みを見
て）
木太町ってすごいなと思いました。
（R.M）
●めぐみキッチンさんのお弁当キレイでお
いしそうです。どれも手が込んでいてスゴ
イ。私にはむつかしそう。
（S.K）

■ご意見
●毎回とても楽しみにしています。字が
もう少し大きいとうれしいです。
（T.T）
●木太地区の人口が「あまからプレゼン
トクイズ」の裏にあり、切り取って提出す
るのが残念です。
（T.A）
〜編集室より〜

この他多数ご意見ご感想をいただきました。
これからも皆様のお声をお聞かせ下さい。

今号からは、ホームページからも応募できる
ようにしてみましたがいかがでしょうか？
これからもご意見・ご感想を楽しみにお待ち
しております。ありがとうございました。
＜キリトリ＞

あまからプレゼント

クイズ

問題 6月16日に開催された第18回ふれあいコンサートで、
素晴らしい演奏を披露した団体は？

高松○○○吹奏楽団

今回のプレゼント
クイズに応募いただい
た方の中から抽選で
5名様 に右 記 の プレ
ゼントを差し上げます。

見

本

QUOカード

1,000円

応募の締め切りは2018年10月末必着です。

キリトリ
＜

上記の○の中にクイズの答え、下の欄に住所、氏名、電話番号
（連絡先）
をご記入の上、各コミュニティセンターまでお持ちいただくか、 木太町ＨＰからも
応募できます
木太町あまからコミュニティホームページの応募フォームからご応募ください。右のQRコードからアクセスできます。

＞

■住所

〒

■電話番号
（連絡先）

ご意見・ご感想・つぶやきをご記入ください。

ふりがな
■氏名
※ご記入いただいた個人情報は、当選者の発表、
お便りの紹介に利用する意外、
その他の目的に利用することはございません。

前回のあまからクイズ
当選者発表

vol.28の答えは「

■岡本さん ■塩田さん ■神内さん ■中塚さん
以上5名の方が当選されました。

文 部 科 学 大臣賞」 ■西さん

おめでとう
ございます
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お弁当
のススメ

30
9

15

ガ

食べざかり ッツリ
ボリューム弁当
〈材料〉
●ごはん
●鮭フレーク
●鶏もも肉
●もやし

●卵
●ベーコン
●ミニトマト
●ウインナー

●ブロッコリー
●ちくわ
●きゅうり
●フリルレタス

〈作り方〉

※ちなみに一番小さい弁当箱が、父ちゃんの弁当です(笑)

［タコさんウインナー］
【鶏もも肉のもやし炒め】
鶏もも肉を適当な大きさに切り、塩コショウで炒め、 ウインナーの半分を８等分して、
もやしを投入して『信州上田美味だれ』で仕上げる。 トースターで３分焼く。
［ベーコン卵焼き］
卵を流し入れ、ベーコンを乗せて巻く。
何回か繰り返す。
［ブロッコリーのマヨネーズ焼き］
軽く茹でたブロッコリーをアルミホイルで包んで、
マヨネーズをかけて、
トースターで２〜３分焼く。

［ちくきゅう］
ちくわの中に縦に４等分に切った
きゅうりを挿し込み、
斜めに３等分に切る。

父ちゃん♪
作:アクティブ

3人の子どもと自分の弁当を
朝の忙しい時間に作ってるの
で 、普 段 はか なり手 抜 きで
す。みんな食べ盛りなので、弁
当箱の蓋はいつも盛り上がっ
てます。そのため、極力ボリューム
が出るようなブロッコリーとか鶏肉は
欠かせません。来年から末っ子が高校生になるので、
弁当がさらに一つ増えますが、今しか出来ない子ど
も達の弁当作りを楽しみたいと思います♪

お 知 ら せ 掲 示 板
平成30年木太地区各種行事の日程決まる

秋祭り

「木太えびす公園」ができました！

●八坂神社 ●10月6日
（土）
・10月7日
（日）

木太町の氏神様である八坂神社の大祭です。
各地区からのちょうさ、獅子舞で町中が賑わいます。

文化祭

●木太小学校体育館 ●11月3日
（祝）

※今年度は1日のみの
開催となっております。

木太地区の3コミュニティセンターで、
講座・同好会として活動している人々、
および地区内に基礎を持つ文化芸術愛好グループの発表の場です。

音楽フェスティバル

●木太小学校体育館 ●12月1日
（土）

木太地区の幼稚園・保育所・小学校・中学校・地域で活動している
人々の発表の場です。

以前から
「子どもたちが集まって遊べる場所がほし
い」
という声がありましたが、ついにその願いが叶い
ました！木太小学校から少し北に行った旧えびす住宅
跡地にあります。
芝生でおおわれた平面に子どもたち
の大好きな遊具もあり、公園の前を
通ると元気に遊ぶ姿が見られます。
月に一度、ボランティアの方々が
水 やりや 草 抜きをして 公 園を見
守ってくれています。利用する時は
「みんなの公園」
という意識を持って
ルールを守って使いましょう。

あまから通信も創刊平成21年4月以来、10年を過ぎたんやけど、
みなさんの生活の一部になっ
とんかな？ 心待ちにしてもらえる、
おもっしょい新聞を目指して頑張ってきたんやけど、
ここらで、新
しい事を取り入れようかなと相談しとります。その第一弾として、
クイズの賞品を商品券→QUO
カードに変えてみました。一方通行の情報誌ではなく、
みなさんからの意見情報をもろて、
ええもん
にしていきたいと思います。
これからもあまから通信をよろしくお願いします。
（杉川米天 亀松）

高松市木太地区コミュニティ協議会
〒760-0080 高松市木太町3480-2 TEL&FAX 087-834-5547

木太地区人口
世帯数

平成30年8月1日現在

14,499戸

記事に採用された方には

高松市指定収集袋1セット

総数

を差し上げます。

女

◆お知らせ◆

16,827人

戸籍届出、各種証明書の発行、市税納付等の各種行政手続きは、木太出張所で取り扱って
おります。業務の内容など、詳しくは木太出張所まで直接お問い合わせください。
高松市役所木太出張所 TEL.087-834-5485

32,314人

この冊子は、環境にやさしい
水なし印刷を使用しています。

あまから通信バックナンバーをご希望の方は各コミュニティセンターにご用意していますので、お気軽にお声がけください。

男

15,487人

