
一般・スポーツ少年団の部

第32回県民スポーツレクリェーション祭
グラウンドゴルフスポーツ大会

第64回伝統工芸四国展

木工
磯井如真賞 / 松平公益会賞 高齢女子の部 3位 高齢男子の部 優勝 高齢女子の部 4位 

第28回多肥さくらまつり

コミュニティセンターの駐車場に
チョークで絵を描こう！

さくらと光のプロジェクト
＜ライトアップ＆イルミネーション＞

多肥の里コーナー展示    たっぴー & たひまろ
「ぬりえ」展示します！

献血バスがやってきます！

日時：4月3日(日)   
場所：香川県農協 多肥支店 駐車場

日時：4月3日(日)  受付 9:00～
場所：多肥コミセン駐車場 日程：3月23日(水)～4月３日(日)

時間：18:00～21:00

〈現在血液が不足しています。ぜひご協力ください。〉

駐車場をキャンバスにして、思いっきり
チョークで自由に絵を描こう＜先着申込制＞

※参加希望の方は、コミセンへお問い合わせください。 
　(087-889-4956)

昨年のさくら公園、肥間川、今回新たに
桜木神社参道、ことでん沿線で行います。
桜とともにお楽しみください。

シンボルタワー・観覧車・竹のトンネル等を展示
します。夜はイルミネーションが点灯
＜木彫りのふくろう抽選会＞
3月下旬からコミセン内に展示します。投票い
ただいた方の中から抽選でプレゼント！

昨年好評をいただいた「たっぴーぬりえ」が
今年も登場！ふる里コーナーに展示します♪

今年度、活躍した多肥っ子を大特集！
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高松市多肥上町433番地5 TEL:087-889-4956

公式Instagram日々更新中です!

FAX:087-880-1257

[発行] 多肥地区コミュニティ協議会
@tahikomisen

Follow Me !

「コミュニティだより多肥」は、高松市地域まちづくり交付金事業として地区内 (多肥下町、多肥上町、出作町) の全戸に配布しています。

たっぴーオリジナル商品発売中！ギフトやおやつにいかがですか？
クッキー10枚・ゴーフレット6枚
クッキー  5枚&ゴーフレット3枚 … 各300円（ケース入り）
キーホルダー…500円 / 缶バッジ四角…200円 / 缶バッジ丸…100円

多肥コミセンからのお知らせ お問い合わせは
多肥コミュニティセンターへ

087-889-4956
携帯：080 -9836 - 2716

多肥さくらまつりは、新型コロナウイルス感染症対策のためステージ・バザーは自粛することに
なりましたが、今年も感染対策を行いながら楽しめるイベントを開催します！

各イベントの最新情報は
公式サイト、instagram、
Facebookからご確認頂けます。
https://tahikomisen.com

2021.3.14 ふれあい歩け歩け大会杖池 秀太

河津 光希 藤本望々香

池田 由綺 阿部 帆夏

髙橋 和莉 山内 勇聖

第100回 全国高校サッカー選手権大会 出場

山内 勇聖杖池 秀太

第25回香川県空手道選手権大会

髙橋 和莉
＜高校生女子の部 優勝＞

香川県高校新人大会 全国高校総体ソフトボール競技大会 出場

阿部 帆夏 藤本 望々香池田 由綺河津 光希今年活躍した

多肥在住の

高校生

      

さくらの
季節を

楽しもう
！

①9:00～11:30 　②12:30～14:30

instagramFacebook

宮脇 和代
中川 峰子 吉田 弘文 中山 幸子 男子 3位

第18回リコージャパンカップ
高松市ミニバスケットボール大会

多肥ミニバスケットボールクラブ

ミニ
バスケットグラウンド

ゴルフ

木 工

＜ソフトボール競技 優勝＞

第64回伝統工芸四国展



今年度
活躍した

多肥っ子大特集！

龍雲
中学校

多肥
小学校

様々な場面で活躍をした多肥地区の子どもたちをご紹介します。
来年もまた新たな活躍を期待しています！

第13回高松地区中学校
総合体育大会

第13回高松地区中学校第13回高松地区中学校第13回高松地区中学校

＜共通男子走髙跳 第1位＞

3年伊賀上 拓己

第10回香川県新体操
小学生大会

＜3・4年クラブ 1位＞

3年早瀬 なのは

新体操

第10回香川県新体操
小学生大会

＜5・6年リボン 2位＞

6年早瀬 杏珠

新体操

第50回四国学童選手
競技大会 通信大会

＜女子100ｍバタフライ
3・4年生 1位＞

4年門田 佳子

水 泳

第13回高松地区中学校
総合体育大会

＜3年女子1500ｍ・800m 第1位＞

3年門田 歩子

陸 上 陸 上

第13回高松地区中学校
新人体育大会

＜1年女子1500ｍ 第1位＞

1年山本 奈穂

陸 上

第58回 香川県
中学校新人体育大会

＜女子団体 第1位＞

2年鈴木 沙奈

剣 道

四国選抜空手道
選手権大会

＜中学生の部 第1位＞

2年髙橋 きら莉

空 手

第61回 香川県
中学校総合体育大会

＜男子個人 第1位＞
全国大会出場

2年田中 志武

剣 道

第59回 四国
中学校総合体育大会

＜男子団体 第1位＞

第59回 四国
中学校総合体育大会

＜男子団体 第1位＞

3年東根 昌希

剣 道

第38回NHK杯放送
コンテスト香川県大会

＜朗読部門 優秀＞

3年小野寺あかり

全国中学校人権作文
コンテスト県大会

＜高松法務局長賞＞

3年河渕なずな

「小さな親切」作文コンクール
　第51回 香川県大会

＜高松市長賞＞

1年髙島 心春

作 文

2021年度さぬきっ子
陸上カーニバル

＜6年女子100ｍ 第1位 13秒78＞

6年冨田 佳子

陸 上

第38回香川県B&G
マリンスポーツ大会

＜カヌーの部 小学生
5・6年生女子 優勝＞

5年平井 穂

カヌー

＜小学3年男子
27㎏未満の部 第3位＞

3年小尾 斗真

2021 JKJO全四国
空手道選手権大会

空 手

第55回全国道場少年
剣道大会香川県大会

＜小学生団体の部 優勝＞
 全国大会出場

6年山本 涼真
全日本ジュニア香川県大会

＜10歳以下シングルス 優勝＞

4年山本 一輝

テニス

＜優秀賞＞

1年原渕 颯希

高松市読書感想文
コンクール

3年武田こころ2年森田 千聡

けん玉毎日練習中
頑張っています！

1年宮川 駿之介

読書
感想文

金 管第45回 全日本アンサンブルコンテスト 小学校部門
けん玉

＜Aチーム 打楽器4重奏 金賞＞＜Bチーム 打楽器3重奏 銀賞＞

＜Cチーム コルネット9重奏 銀賞＞＜Dチーム アルトホルン
4重奏 銅賞＞

＜Gチーム 金管8重奏 銀賞＞ ＜Eチーム トロンボーン
4重奏 銅賞＞

＜Fチーム ユーフォバリトン
チューバ8重奏 銀賞＞

「小さな親切」作文コンクール

＜県中学校 校長会長賞＞

3年上原 舞生

作 文
作 文

非行防止・健全育成
＜書写の部 優秀＞

税に関する作品
＜書写 金賞＞

1年秋山 優衣

書 写

第67回高松市青少年読書感想文コンクール

＜優秀＞

読書
感想文

第38回NHK杯放送
コンテスト香川県大会

＜アナウンス部門 最優秀＞

3年髙橋 葵

放 送

放 送

香川県アンサンブルコンテスト

＜打楽器５重奏 金賞＞

1年日野 莉彩

2年藤井 健人 2年太田 湊斗

吹奏楽

香川県中学校総合教育文化祭
科学体験発表会

香川県中学校総合教育文化祭香川県中学校総合教育文化祭香川県中学校総合教育文化祭香川県中学校総合教育文化祭

＜最優秀＞

2年飯間 悠貴2年脇田 吏音

2年追分 咲穂

科 学

第13回高松地区中学校総合体育大会

＜女子個人 第１位＞

3年蔵本 瑠夏3年河渕なずな

テニス

6年前川千晴

第52回香川県
空手道選手権大会

＜小学6年女子 形 優勝
小学6年女子 組手 準優勝＞

1年力本 心美

空 手

剣 道

＜＜Hチーム 金管６重奏 金賞
県大会出場＞

※小学校掲載者は応募していただいた方を掲載しています。




