
 

 

 

 

 

 

                    新年のご挨拶 
 多肥地区の皆様、新年明けましておめでとうございます。令和になり、初めてのお正月をご家族お揃いでお迎
えのこととお慶び申し上げます。旧年中はコミュニティ協議会活動、自治会活動にご理解ご協力を賜りありがと
うございました。 
 昨年は、元号が平成から令和へと変わり、天皇陛下即位の祝賀式典等、厳かに執り行われました。その一方で
強い勢力の台風が発生し、千葉県を中心に広い範囲で大きな被害を受けました。多肥地区でも台風や大雨で浸水
被害が発生する場所もありました。 
災害はいつ起こるか分かりません。災害に備えて、2 月 2 日に地区一斉の防災訓練を小学校で実施します。防

災は自分の命は自分で守り、一番大切な人の命を守ることです。防災訓練を通して、避難経路の確認や家具の転
倒防止等、ご家族で話し合う機会になれば幸いです。多くの皆様の参加をお待ちしております。令和 2 年の皆様
のご健康、ご多幸をお祈りして、ご挨拶といたします。    多肥地区コミュニティ協議会 会長 喜多敬三 
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多肥地区人口 １４，７７１人 (＋５７)

男 性 　７，１１６人 (＋２９)

女 性 　７，６５５人 (＋２８)

世 帯 数 　　５，９９２世帯 (＋２３)

          https://tahikomisen.com　　　　Facebook（多肥コミュニティセンター・多肥コミセンだより）

令和元年１２月１日現在（前月比）

     多肥コミュニティセンター　  　 ８８９-４９５６

     高松市役所多肥出張所　 　　　　８８９-４９１３　　　　　　

多肥コミセンだより 令和２年１月１日 発行

　　　　 　　　 　 　　　　 　　（０８０）９８３６－２７１６

     山田保健ステーション（保健師） ８４８-６５８１

 

刺し子を楽しみましょう 
 布が貴重だった昔に、防寒や補強の為に刺し子は生
まれました。今回は花ふきんの布にお好きな意図で刺
していただきます。ちくちく昔小学校で習った「運針」
で作れます。申込の際に、図柄（青海波・柿の花）と
糸（暖色・寒色）を選んでください。 
日 時：1 月２９日（水）９：３０～１１：３０ 
場 所：２F ホール 
定 員：１０名 
材料費：６００円（当日集金） 
講 師：手芸講師 谷本 道子 先生 
持ち物：糸切ばさみ、指ぬき 
申 込：1 月１７日（金）までに 

お申し込みください。 

 

高齢者教室 演劇鑑賞会 
高齢協劇団「エルダーキャッツ」 

今月の高齢者教室は、演劇鑑賞会。久しぶりに、
高齢協劇団エルダーキャッツの皆さんに来ていた
だき、楽しい時間を過ごしたいと思います。どな
たでも参加できますので、お誘いあわせのうえ、
ご来場ください。 
 日 時：1 月３０日（木） 

１３：３０～１５：００ 
 場 所：２F ホール 
 出 演：高齢協劇団「エルダーキャッツ」 
 内 容：高松空襲の夜 他 

おもちゃのお片付けレッスン 
お子さんのおもちゃ、お家の中で「困るもの」にな

っていませんか？ 
子どもが片づけるためには、まず大人から。おもち

ゃの持ち方や片づけ方に、ぜひ一度向き合ってみてく
ださい。きっとご自身のモノの片づけ方も分かるよう
になるはずです。 
日 時：１月３１日（金）１０：００～１１：３０ 
場 所：２F 和室 
定 員：１０名（お子様とご一緒にどうぞ） 
講 師：整理収納教育士認定講師 
     わきや さゆり 先生 
申 込：１月２３日（木）までに 

お申し込みください。 
 

固まるハーバリウム 
 ハーバリウムが進化した話題の固まるハーバリ
ウム。３D プレミアムオイルを使って、小物入れや
電卓、箸置き、歯ブラシ立てにお花を入れて、自分
だけの可愛いを一緒に作りませんか。 
 日 時：２月７日（金）１０：００～１２：００ 
 場 所：２F ホール 
 定 員：１０名（お子様連れ可） 
 材料費：１，５００円（当日集金） 
 講 師：３D プレミアムマスター講師 
       小橋 行美 先生 
 申 込：１月２４日（金）までに 

作りたい種類を 
決めてお申し込み 
ください。 

 
  

 

 

リボンコサージュ 
サテンのリボンを使ってパールも 

つけて華やかに作ります。お子さんの 
門出を手作りのコサージュをつけてお祝いしません
か。また、手持ちのカバン等にもつけられますよ。 
日 時：２月１４日（金）１０：００～１２：００ 
場 所：２F ホール 
定 員：１０名（お子様連れ可） 
材料費：１，５００円（当日集金） 
講 師：T’GRACE 小倉 敏子 先生 
申 込：２月６日（木）までに 

お申し込みください。 
 

 
 

ミニ健康講座 多肥地区保健委員会 
体操で心も身体もリフレッシュ！ 

忙しかった年末年始の疲れを取りま 
しょう。みんなで楽しく身体を動か 
します。 
あわせて体組成・握力・血圧測定 

も行います。予約はいりませんので、 
お気軽にご参加ください。 
日 時：1 月２３日（木）１３：３０～１５：００ 
場 所：２F ホール 
持ち物：飲み物、タオル 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あなたの地区の民生委員を紹介します 
３年に一度の改選が行われ、令和元年１２月より下記の皆さんが、多肥地区民生委員に委嘱されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆きらきらひろば☆〈子育て支援〉のお知らせ  
多肥保育所（TEL 889-0475） 

地域の未就学児とその保護者を対象に、子育て支援の一貫として
『きらきらひろば♪』を開催しています。保育所の職員が楽しい催
しをします！！親子で楽しく過ごしながら、保護者の方同士で子育
ての情報交換をしませんか？楽しい子育てのお手伝いができれば
と思っています。是非お越しください。お待ちしてます♡(*^-^*) 

日 時：令和 2 年 1 月 14 日（火）１０：００～１１：００ 
場 所：多肥コミュニティーセンター２F 和室  

 
 

 

  ・・・・・♡今日の遊び♡・・・・・      
♪パネルシアター『ゆきのこぼうず』 

      ♪ふれあいあそび 『こすれこすれ』     
          ♪手袋シアター『コンコンクシャン』   

多肥さくらまつり 
開催日決定！！ 

今年で２６回目となる「多肥さく
らまつり」は、４月５日（日）に多肥さ
くら公園を主会場に開催します。 

＜前夜祭に出ませんか？＞ 
４日（土）に、ステージを開放し

ます。参加されたい団体の方は、コ
ミュニティセンターまで、お申し込
みください。（準備物・進行は各自で
お願いします。） 

 

担当地区名 担当者名 電話番号 担当地区名 担当者名 電話番号

下所（レインボー通り西側） 有馬雅文 866-2324 中央団地・出口の一部 御船啓子 889-1300

下所（レインボー通り東側） 竹本　均 867-0344 出口の一部・野郷 喜多君代 889-0417

下所地区内マンション 中山敬訓 865-6837 桜井・向井北・向井第一 佐竹博巳 889-1758

本村二部 藤本行治 867-4754 天満・前邸・天神 喜多康高 889-2626

本村一部 藤澤　巌 866-3453
出作前原・出作本町の一部

出作団地
中西賢治 888-0097

ひぐらし団地・ハイクレスト高松
クレアガーデン多肥上町・他

平池里恵 868-6087 出作本町・出作西・他 十河由美子 888-0764

本村三部 三木　昇 866-2402 多肥団地西・多肥団地東 細川眞里 888-1706

道佐古の一部・北原 池田祥一 889-6890 南部・立石第一・立石 牧田千栄 889-6872

道佐古の一部・中所 田中準一 889-0490
横市・多肥南団地・妙同石

グリーンタウン多肥上町・幸南
水原由比子 888-3606

井上眞佐美 888-0761

平尾 ラミイ 889-0106
主任児童委員上西・（出作北） 中原洋二 889-0610

 

初詣はぜひ熊野神社（出作町）へお参りください。 
熊野神社の守り神「八咫烏」はサッカーＪリーグの

シンボルマークにもなっています。正月には近隣の少
年サッカーのチームもお参りいただいています。 
令和２年の平安・無事・息災のため、家族皆さまで

ご参詣いただきますようお願い申し上げます。また、
元日の午前０時から３時まで、８時３０分から１４時
までの間は、甘酒をご用意してお待ち致しております。 
＜お火焚き＞ 
１月１２日（日）には午前８時から１２時迄「お火

焚き」をいたします。古い「お札や神飾り」などお持
ち下さい、お焚き上げいたします。また、焼きみかん
を食べて、１年間の健康をお願いしましょう。 
当日は「ぜんざい」の振舞いが、午前 

８時３０分から１２時までございます。 

 

初詣は氏神様のいる櫻木神社（多肥上町）にご参
拝ください。 
 初詣では、古代より新玉に感謝報恩を捧げる自
然信仰で生活に根付いた日本民族的習慣でありま
す。産土神（氏神）に新年の挨拶をし、昨年１年
間の感謝をし、今年も１年間さらに素晴しいご加
護を受けられるように今年の抱負と決意を念じ、
心を込めてお祈りいたしましょう。ご家族お揃い
でご参拝ください。 
元旦（お接待）甘 酒：午前０時から・8 時から 

お抹茶：午前 10 時から 
（先着 100 名様） 

元旦祭 午前１０時からご本殿において神事 
＜お火焚き（小正月）＞ 
１月１５日（水）午前１０時より 

 

初詣は地域の神社へお参りしませんか 

多肥地区防災訓練を実施します！ 

日 時：2 月 2 日（日）8：30～ 

場  所：多肥小学校グラウンド、体育館 

今年は地区一斉の防災訓練を実施します。多肥地区
住民の方なら、どなたでも参加できます。詳細は後日
配布のチラシでお知らせします。 
たくさんの皆様の参加をお待ちしています！！ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


