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木太校区あ・ら・か・る・と♪
◎木太小学校
　•チャリティーバザー
◎木太南小学校
　•東京シティ・バレエ団が
　  やって来た

第37回
木太地区文化祭

◎木太北部小学校
　•木太北部小創立30周年
◎中央小学校
　 •ボッチャ体験
　•ペア学年でふれあい活動
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　木太地区の皆さま、新年あけましておめでとうございます。
　令和二年を迎えて皆さまにはご家族お揃いで健康で明
るい素晴らしい年となりますように心から祈念申し上げます。
　木太地区も住民皆さまのご理解あるご協力とお力添えを
いただきましてすべての行事が順調に推移しており、本当に
有り難いことであります。本年も従前に増してご指導とご助
言を賜りますようお願い申し上げます。

　また、コミュニティ協議会も皆さまのご協力をいただきなが
ら、より安全で安心して暮らせる町づくりを目指して邁進して
参りますので、今後とも格別のご尽力を賜りますよう心からお
願い申し上げます。
　年頭にあたりまして、皆さま方のご健勝とご多幸をお祈り
いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年を迎えて

綾野 和男木太地区コミュニティ協議会 会長

幸多き新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

新年が素晴らしい一年となりますよう

心よりお祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願いします。

幸多き新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

新年が素晴らしい一年となりますよう

心よりお祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願いします。

子ども安全見守りの日
木太地区コミュニティ協議会



毎月、各校区決められた場所に
立ち、校門から出てくる生徒たちに
「さようなら」「気をつけてね」と声を
かけ、出来る限り家まで送る。

子ども安全見守りの日
　木太地区コミュニティ協議会では、毎月木太町の
さまざまな課題について話し合う企画委員会を開催
しております。
　今回は、令和元年「１０年後の木太町を創る」と題し
てワークショップを行い“広げよう安全安心地域の
輪”のキャッチフレーズのもと第２コミュニティプラン
の策定に向けて検討を重ねてきました。
　「いま一番大事なものを３点❶安全安心のまちづ
くり、❷生き甲斐と健康のまちづくり、❸子育てし易
いまちづくり、と決定し、この中で❶「安全安心のまち
づくり」について課題や問題点など何度も会を重ね
『子どもたちの下校時の見守り』とし、曜日・各校区の
立つ場所・ボランティア要員・幟・服装等を検討し、委
員の皆さん方の貴重な意見を集約し右記のとおり決
定しました。
　子どもたちの笑顔に元気をもらい、事故のない安
心して登下校ができる一助になればと願い、活動に参
加しています。（コミュニティ協議会副会長：喜田清美）

木太地区コミュニティ協議会

◆日 程
　毎月第１火曜日

◆時 間
　各校区下校時間を
　ボランティアに一斉メール配信

◆服装等
　「子ども安全見守りの日」の
　幟を持ち、緑のTシャツ・
　赤ジャンパーを着用

◆ボランティア
　各自治会より
　２名選出（６６名）と
　企画委員も参加
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春日水神市場隣り

阿部歯科
マルナカ春日店西150m

TEL 834-5314木太町6区 高松市木太町3308 電話（087）832-5500

文化祭の動画をwebで公開中!
右のQRコードからスマートフォン※でご覧いただけます。
※フィーチャーフォン（ガラケー）からはご覧いただけません。

木太地区文化祭
第37回

11月3日（日）実施

11月3日（日）木太地区文化祭が木
太小学校体育館で開催されました。昨年、

一昨年と木太コミュニティセンター建て替えの為、
使用出来ず不便でしたが、今春センターが完成し、
小学校との動線も良くなり設営撤去がスムーズにな
り大変使いやすくなりました。今年も1日のみの開催
でしたが昨年よりも約1,000人増の3,244人（受付
延べ人数）の来場者があり、大変な賑わいでした。

　開会式では、木太小学校鼓笛隊によるオープニン
グ演奏で会場に花を添え、体育館では木太町の各コ
ミュニティセンターで実施している講座・同好会及び
地区内の文化関係の愛好グループ・団体等の日頃の
活動成果や木太地区の各小学校、幼稚園、保育所に
よる児童作品や各種団体活動報告の展示、保健委員
会による健康計測などがあり、体育館ステージでは、
演芸・カラオケの発表と盛りだくさんでした。

　体育館周辺では、体育協会による
スタンプラリー、婦人会・各小学校PTAに

よるバザー村、青空市など交通安全母の会や青少年
健全育成協議会のキャンペーン等が行われました。

　最後になりましたが交通安全対策協議会や消防
団による駐車場誘導警備の方はもとより文化祭に携
わられた多くの皆さまに心より感謝申し上げます。

（文化協会会長：上枝秀則）

ウクレレ演奏

フラダンス

フラダンスウクレレ演奏
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　木太南小学校にプロのバレエ団が
舞台上演に来てくれました。体育館
の３分の１以上を使った奥行きのある
本格的な舞台の上で、第１部では「バレ
エは、言葉を使わずに体の動きだけで感

情を表現するもの」という説明を受け、バレ
エダンサーと児童が一緒にバレエを体験したり、毎

日欠かさず行う練習内容を見たり、
子どもたちは真剣な眼差しで見入っ
ていました。第２部では演目『コッペ
リア』の上演。踊りも衣装も息をのむ美しさに圧倒さ
れ、第３部では校長先生や教頭先生もゲスト出演し場
内を湧かせ、本物に触れる貴重な体験はきっと将来、
子どもたちの忘れられない宝物になったと思います。

　子どもたちが楽しみにしている木太小学校ＰＴＡチャリティー
バザーは快晴のもと、今年度もみんなの笑顔と活気にあふれ
たイベントとなりました。
　今回はバザーをより楽しんでもらおうと、スタンプラリー
やくじ引き大会といったみんなが気軽に参加できる催しも
取り入れ「当たった！」「残念！」といった会場全体が一喜一憂
する空気に終始包まれ、大盛り上がりでした。楽しい時間は
あっという間でしたね。

東京シティ・バレエ団がやって来たぁ～!!

大盛況だったよ!! 木太小チャリティーバザー

木太
KITA

南
MINAMI

あ ら
木太校区
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東京オリンピック・パラリンピックから学ぶ・ボッチャ体験

ペア学年でふれあい活動

　平成2年に開校して、早いもので創立30周
年を迎えることとなりました。
　これもひとえに地域の皆様方、歴代の校長
先生、諸先生方、ＰＴＡの先輩たちのご尽力の
賜物であります。元号が平成から令和になり
学校の歴史や伝統が受け継がれております。
　『仲良くみんな手をつなぎ』と校歌
にもありますように、北部っ子
の皆さんが心をひとつに
してこれからますます
飛躍発展していくこと
を願い見守り続けて
いきたいです。

　今年行われる東京オリンピック・パラ
リンピックに関連した教育推進事業とし
て、5年生が、パラリンピックの種目で

ある「ボッチャ」を体験しました。「ボッチャ」とは、重度の障
害がある方でも楽しめるスポーツとして考案され、パラリ
ンピックの正式種目にもなっています。香川県ボッチャ協
会の方から指導を受け、子どもたちはグループごとに戦
術を考え、熱戦を繰り広げ、貴重な体験となりました。

　本校では、定期的にペア学年（１&６年、２&４年、３&
５年）でふれあい活動を行っています。２学期は、ペア
で似顔絵を描きあうクロッキー活動や一緒に給食を
食べて、昼休みに一緒に遊ぶ活動を行いました。ま
た、中央っ子の伝統を引き継ぐためにボランティア
の仕方を教える姿も見られました。これからも全校
生が仲良く協力できる関係を築いていきます。

木太北部小学校創立30周年

国際総合企画株式会社提供

ふれあいフェスティバル

冬のまつり
記念植樹式

30年の足跡
「思い出写真館」

迫力のサウンドは
30周年を祝う大きなプレゼント!!

学問の木“楷”をみんなで植えました

北部
HOKUBU

中央
CHUOU

か る と ♪
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●セブンイレブン

●マルナカ

湯楽温泉●

●
ブックオフ●

youme
マート

●
まゆみの里

●
マルヨシ
センター

●
木太北部
コミュニティ
センター

木太　
北部会館●

木太北部
小学校

❹浜神社・
　地神社

●
ダイレックス

春
日
川

詰
田
川

春日川駅

　玉藻中学校で毎年行われる行事のひとつである合
唱コンクールは、今回もサンポート大ホールにて生徒
たちの熱い思いを歌に込め、盛大に開催されました。
　各クラスでは、夏休み前からクラス合唱曲の選定を
行い、曲決定から約1ヶ月半の間、朝・昼・放課後と生徒
たちが自主的に練習を積み重ねてきました。結果、本
番ではどのクラスも見事なハーモニーを奏でていて、
曲にのせた言葉にも思いが込められているのがとても
伝わってきました。
　特に今年度最後となる3年生の団合唱は198名の声
がひとつとなり、壮大な響きがホール全体に広がり、圧
巻の歌声でした。

飛

び
出せ !

昔の風情を残す旧国道沿いを歩いた後は、
屋島を眺めながら春日川へ。河川敷で一
休みした後はコース沿いの史跡巡るゆっ
たりとした時間の使い方は如何でしょうか？

　今回の審査員長、植野知樹さん（3年）は、それぞれの
感情が曲の中で表現された瞬間が印象的だったと話し
てくれました。また、金賞のクラスで指揮をした山本颯史
さん（3年）は、最後のステージで悔いの残らないよう、一
つ一つの音に思いを込めて、大事に指揮をしたそうです。
　全ての生徒にとって、どんな結果であれ、やりきった
経験はいい思い出になると思います。
　またＰＴＡ合唱で歌った「栄光の架橋」の中では、3年
担任から「受験がんばれ！」の熱いメッセージが届けられ
ました。曲と言葉による心に響く演出でした。
　かけがえのない仲間と歌った合唱コンクールが素敵
な思い出の1ページになりますように…。（天野編集）

今  　juniorドキ！

❶木太塩田跡・
　塩竈神社

❻成田不動明王・
　野天地蔵

❺西嶋八兵衛頌徳之碑
　（木太北部公園内）

❹浜神社・地神社

❷春日川土手沿い

❸延命地蔵・
　春日庵跡

橋の下に
間道あり

3回目は、春日川西側の新開地区を中心に回るコースです。

このウォーキングマップは各コミュニティセンターで
無料配布しています。

木太町
ウォーク

野鳥と緑の
芝生めぐり
約2.9㎞

玉藻
中学校

❶木太塩田跡・
　塩竈神社

延命地蔵・　
春日庵跡❸

❷
春日川

土手沿い
西嶋八兵衛❺
頌徳之碑　

成田不動明王❻
野天地蔵　

玉藻中学校校内合唱コンクール
Power of Sing ―かけがえのない仲間とともに―
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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。

あまからプレゼント　　  クイズあまからプレゼント　　  クイズ 今回のプレゼント

QUOカード
1,000円

問題 ●令和元年にスタートした木太地区の活動で
　第１火曜日は何の日でしょう？

○○○安全○○○の日

●高松市内で住まいを決める時に子どもの数が多
く活動の盛んな町がいいと思い木太町を選びまし
た。いずれ通う小学校の様子がカラー写真で掲載さ
れているのでわかりやすく情報収集ができてとても
助かっています。今後も楽しみにしています。（Ｓ.Ｉ）
●木太町ウォークを楽しみにしています。定年退職
を機に知っているようで知らなかった地元の遺跡等
ウォーキングマップを頼りに散策を楽しんでいます。
（Ｙ.Ｋ）
●木太町に生まれ育ち木太町にいます。特に春日市
は小さい頃によく行っていました。写真を見て感無
量です。（Ｃ.Ｉ）

●娘が大きくなったら木太中学校に通う予定
なので、家庭科部に入れたいなぁと思いまし
た。ママ友等がおらず小学校や中学校の情報
をあまり知らないのでこうして紹介して貰える
ととても有り難いです。（Ｒ.Ｎ）
●市報と一緒に配布されるのを毎回楽しみに
しています。紙面の写真や記事も見やすく地域
の歴史や行事など詳しくとても参考になってい
ます。記念講演会の告知はマンションの掲示板
で知り興味がありましたが都合がつかず行け
ませんでした。動画で見られて良かったです！
（Ａ.Ｋ）

ご意見・ご感想をご記入ください。

＜キリトリ＞

キ
リ
ト
リ

＜
＞

■住所 ■電話番号（連絡先）

■氏名
ふりがな

〒

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。

※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以外、その他の目的に利用することはございません。

応募の締め切りは2020年2月末必着です。

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。

前回のあまからクイズ
当選者発表

スポーツ少年団飛

び
出せ !

『木太北部ブルーホークス』

vol.32の
答えは す し ざ ん ま い

　明年30周年を迎える木太ブルーホークス
は、先日行われたOHK杯香川県学童野球軟式
野球選抜大会で準優勝しました。現在の部員
は22名ですが、2年前には4名になり、試合に出場
することもできませんでした。しかし、野球が大好
きなメンバーが楽しく野球をしていくうちに、次第
に仲間が増え、再び試合に出場できるようになり、
今回の結果につながりました。
　野球は楽しいスポーツです。みなさんも一度体
験してみませんか。

■中村さん ■久保さん ■西原さん ■石田さん
■大野さん　以上5名の方が当選されました。

おめでとう
ございます

見　本

木太町ＨＰからも
応募できます

みなさまからのご意見、ご感想をいただきました!

第34回OHK杯
香川県学童野球軟式野球選抜大会 準優勝準優勝準優勝準優勝
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お 知 ら せ 掲 示 板

コミ
ュニティセンター情報

コミセン
NEWS

木 太

　「お・も・て・な・し」を聞いたあの日から、楽しみにしていた東京オリンピック。
いよいよ今年の7月に開催されます! Ｗ杯でにわかラグビーファンになった私
は、7人制ラグビーを見てみたいです。他にも新種目のスポーツクライミングも
気になります。皆さんはどの競技に注目していますか？（杉河米天 亀松）

木太地区人口
令和元年12月1日現在

世帯数14,560戸

総 数
31,937人

16,620人16,620人
女 男

15,317人

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

記事に採用された方には
高松市指定収集袋1セット

を差し上げます。

令
和
2
年
1
月
1
日

総
務
広
報
部
会

新
日
本
印
刷
株
式
会
社

高
松
市
木
太
地
区
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
協
議
会

発
行
日

編
　
集

印
　
刷

発
　
行

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。

◆お知らせ◆
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。

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。

高松市役所木太出張所  TEL.087-834-5485

木太地区冬の献血
●1月19日（日） 
　［木太コミュニティセンター］

河川等一斉清掃
●2月23日（日）
　［木太町全域］

木太町
健康ウォーキングの日
●1月11日（土）スタート!

◆ベビーダンス講座

詳しくは木太町ホームページをご覧ください!　http://kita-town.com/

　木太コミセンでは乳児の親子を対象にし
た講座が一年を通じてあります。
　ベビーマッサージ&ベビーヨーガ、ベ
ビーダンス、絵本の読み聞かせなどなど。
　ベビーダンス講座はママたちが赤ちゃ
んを抱っこして踊ります。
　初めての方でも、いつもみんな満面の笑

みでLett’s dance!!悲鳴あり笑い声あ
りのレッスンに寝ていたbabyちゃんも目を
覚ます。でも気持ちのいいダンスの揺れに、
また夢の中。お母さん達は、とてもいい汗
かいて久しぶりの運動を楽しんでいます♪
　楽しいことはいい事だ! 育児を楽しむお
手伝いができたら、うれしいです。

「木太町還暦祭の碑」記念式典のお知らせ

木太町コミュニティセンターの駐車場に設置しています!

木太町還暦祭の碑を
木太コミホームページに
アップしています!

　木太町が高松市に合併して６０周年を記念して建てられた
『木太町還暦祭の碑』
　地区住民、子どもたちの“２０年後のメッセージ”とともに各
種資料がタイムカプセルの中に保存されています。「２０２０年
（令和２年）２月１１日に開扉の予定です」と記されています。い
よいよその２０年の月日を経て、今年がその年となりました。
　つきましては、現在その記念式典の準備を進めているとこ
ろです。関係者の皆さまには、詳細が決まり次第、ご案内を差
し上げますのでよろしくお願いいたします。

2020年
木太地区各種行事の日程

見に
来て!
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