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               　　　　　   １１月１３日（土）　９：００～１６：００

　　　　　　　　                  １４日（日）　９：００～１５：００

　　　　         農村環境改善センター、香川図書館ギャラリー、周辺駐車場　周辺

         文化祭　　　　　　　　　物産まつり　　　　　　ふれあい交流祭り　　　　竹マルプロジェクト

         ○子ども歌舞伎公演　　　○川東米の試食　　　　○健康相談　　　　　　　○竹ドームステージ

         ○農村歌舞伎公演　　　　○地場農産物即売　　　○うどん等バザー　　　　○子ども竹細工教室

         ○邦楽・洋楽・舞踊など　○陶芸チャリティバザー○遊びにおいでよ児童館　○竹灯り庭園等 

　　　○カラオケ大会　　　　　　　　　　　　　　　　○子ども工作教室

 
   

　日時　　平成２２年１１月７日(日) 10:00～16:00
　場所　　香川図書館

　　　　　香川町農村改善センター

　参加費  無料

　お問い合わせ

　　　　　高松市中央図書館　Tel(087)861-4501

　　　　　高松市香川図書館　Tel(087)879-8970

　主催　高松市・高松市教育委員会

　後援　高松市PTA連絡協議会・高松ケーブルテレビ・FM高松

　協賛　朝日段ボール・川東コミュニティ協議会

登録人口 22年 9月1日現在
川東校区 　 対前年同月比
　人口       8,137   (-62)
　 男性 　   3,936   (-20)
　 女性　    4,201   (-42) 
　世帯数     3,065  (+38)
高松市人口 427,727(+682)

　　　　　　　　　　　　　　　りゅう　おう  
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　 イベント
 ○香川図書館　　　　　　　

　・読書感想画展示コーナー　・おはなしのへや　　

　・点訳絵本点字（体験）コーナー

　・図書館クイズ　・スタンプラリー　・人形劇

　・ＦＭ高松「ぶらんこ」公開収録

　・移動図書館「ララ号」がやってくる

 ○農村環境改善センター

　・手作りおもちゃ・ダンボールあそび

　・つみき、おえかき

　 バザーコーナー

  講演会　「本という宝物を持って歩こう」

   講師　　　絵本作家　はた　ごうしろう さん

　 場所　　　香川図書館　４階　集会室

　 時間　　　１０：１５～１１：１５

　 入場料　 無料

　わーくしょっぷ

 　　　　　　　「ぼくのかたち、わたしのかたち、

         　　 　きみのなかみはどんないろ？」

　　講師　　　絵本作家　はた　ごうしろう さん

　　場所　　　農村環境改善センター

　　　　　　　　２階　大ホール

　　時間　　　１３：００～１５：００

　　対象　　　３才以上

　　入場料　無料（要申込）

プロフィール

兵庫県に生まれる

代表作

　「ゆらゆらばしのうえで」　   （福音館書店）

　「あかちゃんがやってきた」 （福音館書店）

　「なつのいちにち｣　　　　 　  （偕成社）

　「雪のかえりみち」　　　　    （岩崎書店）

　

　　第６回　高松市 子ども読書 まつり

 

 

　　 　　最近、高松市内において

   　　　 　「ひったくり事件」が多発

    　　　 　して います。

ひったくりは、時に被害者を転倒させ、大

怪我を負わせる危険で卑劣な犯罪です。

犯行は、そのほとんどが自動二輪（スクー

ター）で行われていますので十分に注意し

てください。

具体的な防御策として、歩行者は手荷物

をしっかりと持ち、車道側の手で持たな

い。自転車は、前カゴに荷物を入れない、

若しくは防犯ネットを装着する。また、人通

りの少ない道、

暗くて細い道などは出来るだけ

避けるようにしましょう。

　　　　ふるさと龍桜まつり川東２０１０　　（第２回川東校区文化祭）

http://www.kawahigashi.net/
mailto:info@kawahigashi.net


　今回は、山田ブロック（＊１）合同研修会を７月３日（土）に

高松市香川町農村環境改善センターで２５０名余り出席の中、

講師　星　旦二先生

　　　首都大学東京　都市環境学部　大学院　

      　都市システム　科学専攻域教授

をお迎えして実施しました。

　星先生は、「楽しい健康づくりと生涯現役」と題して

ご講演されました。

　ユーモアをまじえて「ピンピンコロリ」を目指そうと、

非常に分かりやすくお話し頂きました。

　委員の皆さまには、雨で足元の悪い中、お手伝いいただき、

おかげをもちまして大盛況の中で終えることができました。

　皆さんのご協力ありがとうございました。

　　川東地区保健委員会　会長　龍満トヨ子

＊１　山田ブロック保健委員会

　川島・仏生山・三谷・十河・東植田・西植田・多肥・

　塩江・上西・大野・浅野・川東・香南　の各地区

 
 

 

　昨年６月～８月にかけて、上記について、川東校区全戸のアンケート

調査を行いました。

その際には、皆様方には多大なるご理解とご協力を賜り、まことにあり

がとうございました。その概要について、ご報告します。

１．回答者

　★アンケート配布数：2,100　回収数：1,155　回収率：５５％

　★５０歳以上が８割以上、女性が６割以上

２．コミュニティセンター（以下「コミセン」と言う。）の認知度

　★コミセンの場所は８割以上が知っている。　

　★コミセンに行ったことがある人は３割程度。

３．コミセン講座

　★コミセン講座の内容は５割以上が知っている。

　★情報源は、主に、「コミセンだより」、「防災無線」

　★コミセン講座受講のポイントは、「時間的余裕」と「講座内容」

４．同好会　

　★同好会を続けている理由は、「仲間がいること」「好きだから」

５．生涯学習　

　★生涯学習への参加率は３割程度と低調

６．今後の課題

　★コミセンの利用拡大に向けた住民意識の高揚を図る。

　★コミセンからの情報発信の充実等

　　　　　　生涯学習部会　部会長　青木弘之

 
 今後予定している生涯学習講座

講座名　①内容：②日時：③対象：④場所

男女参画型料理教室

　①男女共同参画を目指しての地元の食材を

　　中心に料理教室

　②毎月第３土曜　１０；３０～

　③一般（１０名）都度募集

　④コミセン（２Ｆ研修室）

ワードで作るクリスマスカード＆年賀状講座

　①ワードの基礎

　②１２月６,７,８日　１９；００～

　③一般（２０名）１１月募集

　④コミセン（２Ｆ会議室）

クリスマスキャンドルリース教室

　①クリスマス用キャンドルリース作成

　②１２月４日　１０：００～

　③一般（２０名）１１月募集

　④コミセン（１Ｆ小会議室）

アクセサリー教室

　①季節に合わせてのアクセサリー作り

　②１２月２日　９；３０～

　③一般（１５名）１１月募集

　④コミセン（１Ｆ小会議室）

　★詳しくは

　　　川東コミュニティセンター

　　　　　８７９－４２１５　へ

　　第１回保健委員会研修会

 「みんなで考えよう！生涯学習」アンケート結果の報告



　　　　新米のおいしい季節になりました。これを使った「黒豆ずし」を紹介します。

材料（４人分）
　米２合、だし昆布６cm角１枚、ニンジン６０ｇ、黒豆４０ｇ、
　干しシイタケ中３枚、卵１．５個分、紅ショウガ少々

調味料
　シイタケ戻し汁１５０ｃｃ、砂糖大さじ１・１／３杯、
　みりん大さじ２／３杯、醤油大さじ１・１／３杯

合わせ酢
　米酢５０ｃｃ、砂糖５０ｇ、塩小さじ１杯

作り方
　①釜に米を洗ってだし昆布を加える。
　②黒豆は中火で気長く炒り熱いうち釜に入れると炊きあがりの豆が柔らかい。
　③ニンジン、シイタケは調味料を入れて煮ておく。
　④卵はうす焼きにして千切りして、きんし卵にする。
　⑤ご飯が炊きあがったら合わせ酢をうち米がつぶれないように混ぜる。
 　　この時シイタケ、ニンジンも入れて混ぜる。ご飯がさくら色になります。
　⑥お皿に盛りつけ、きんし卵や紅ショウガをのせて出来上がりです。
　　 季節によって菜の花、甲子などをのせると（湯がいて）おいしいです。

　　　　　　　　　　アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子

　交通死亡事故多発警報の発令を受け、８月６日緊急街頭

キャンペーンを実施しました。

　８月３１日現在、死者数は県下で４０人、その内、高松市は１８人。７３％が高齢

者です。

　特徴は、①交差点　②夜間　③土・日・祝日　④自宅から１キロ以内の生活道

路　での発生が多く、特筆すべき点は、

　この夏連日の猛暑で注意力、判断力が鈍り自損死亡事故が急増しました。

　

　９月２１日から３０日まで「秋の交通安全運動」期間です。

一人一人が交通ルールを守り、事故を起こさないよう心がけ

ましょう。

　　　　　　　　　交通安全母の会　会長　井上久美子

平成22年6月29日（火）19時30分より香川農村環境改善センターにおいて設立総会を開催し、

（1）会則、（２）役員　佐藤博美会長他11名、（３）配分委員会規定、

（４）配分委員　真鍋隆幸委員長他4名、（５）事業計画、（６）収支予算

を満場一致で採決し、川東分会が設立されました。

　　　　　　　　　　　　　　

お料理こんなんいかが　   Vol.02

　交通死亡事故多発

香川県共同募金会 高松市支会 川東分会の設立

なお、川東分会の設立については、その後、平成22年8月27日に

香川県共同募金会 高松市支会委員会で設立が承認されました。

川東分会は、地元で集めた寄付金をできるだけ地元の福祉団体へ

配分することを基本として活動しますので、地域の皆様におかれま

しては、これまでと同様に募金活動の推進にご協力をお願いいたし

ます。

香川県共同募金会 高松市支会 川東分会　会長　佐藤博美



　新築された安原地区地域防災センターで震災対策訓練が行われます、参加しましょう！

日　時　平成２２年１１月２１日（日）

　　　　　 ９：００～１２：００

場　所　高松市香川町安原地区

　　　　　○避難訓練

　　　　　○参加訓練（於：安原地区地域防災センター）　

　　　　　　①救出、応急手当、搬送、救護

　　　　　　②土のう袋詰め、土のう積み

　　　　　　③初期消火

　　　　　　④炊き出し訓練

　　　　　○安否確認訓練（川東校区全地域）　　　　　　　　　　　

参加者　　安原地区の５自主防災会、

　　　　　　 校区安心ネットワーク　　　他

なお、　来年度の防災訓練は川内原地区で実施する予定です。

← 安原地区地域防災センター外観
　　　（やすはらふれあい館）

↑ 「いざ鎌倉」の時は今も重宝です

井戸と手押しポンプ

　平成２２年度自主防災会（安原地区）震災対策訓練

川 東 校 区 内 各 団 体 の 行 事 予 定川 東 校 区 内 各 団 体 の 行 事 予 定
　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　主　催　者 　連 絡 先

2 土 親子ふれあい運動会（川東保育所） 保育所児・保護者、地域の方々 川東保育所 879-5079

2 土 保育所児・保護者、地域の方々 川東南保育所 879-5784

2 土 幼稚園運動会 在園児親子、地域の方々 幼稚園 879-4602

4 月 ふれあいひろば（川東コミュニティセンター） 福祉委員協議会 879-2380

5 火 川東地区在住の方 川東地区体協 090-27892977

6 水 東谷婦人会役員会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

8 金 １学期終業式 全校生・全園児 小学校・幼稚園 879-2012

8 金 みんなで町を美しく！龍満池周辺のゴミ拾い 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

9 土 川東地区在住の方 川東地区体協 090-27892977

12 火 ２学期始業式 全校生・全園児 小学校・幼稚園 879-2012

16 土 １日研修（安芸、岩崎弥太郎 中岡慎太郎館） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

19 火 未就園児学級開催（いちご組） 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

19-20 火水 ６年生児童 小学校 879-2012

20 水 高齢者教室　「交通安全教室」 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

21 木 「女性教室」（悩める与一　東谷コミュニティセンター） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

24 日 第２回　川東校区一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

27 水 歯と骨の健康教室 一般（骨密度測定は要予約） 香川保健センター 879-0371

29 金 胃がん集団検診 予約者 香川保健センター 879-0371

1 月 就学時健康診断 ２３年度就学予定者 小学校 879-2012

5 金 定例会　「女性教室」（防災について） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

6 土 定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

土日 第２回川東校区文化祭「ふるさと龍桜まつり川東２０１０」 一般 文化祭実行委員会 879-421514
16 火 未就園児学級開催（いちご組） 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

17 水 高齢者教室　「物故会員慰霊法要と法話」 川東長寿会会員および関係者 川東長寿会 879-8207

21 日 旧香川町香南町塩江町に在住の方 川東地区体協等 090-27892977

21 日 川東校区自主防災 震災対策訓練（安原ブロック） 一般 自主防災協議会 879-4215

24 水 消しゴム判子教室（東谷コミュニティセンター：山田美和先生） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

27 土 出前保育  （香川図書館２Ｆ） 未就園児親子 川東保育所 879-5079

27 土 生活発表会（川東南保育所） 保育所児・保護者、地域の方々 川東南保育所 879-5784

30 火 元気会（やすはらふれあい館） 福祉委員協議会 879-2380

6 月 ふれあいひろば（川東コミュニティセンター） 福祉委員協議会 879-2380

9 木 元気会        （東谷コミュニティセンター） 福祉委員協議会 879-2380

9 木 胃がん集団検診 予約者 香川保健センター 879-0371

10 金 定例会　「料理実習」（講師：ヘルスメイト川東） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

11 土 保健委員会研修会（足の裏チェックと足裏健康法） 一般 保健委員会 879-4215

12 日 河川清掃（香東川・天満川） 一般 衛生組合協議会 879-0125

15 水 高齢者教室　「芸能発表会」 川東長寿会会員 川東長寿会 879-8207

17 金 元気会（上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

21 火 未就園児学級開催（いちご組） 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

11 火 元気会（岩崎自治会館） 福祉委員協議会 879-2380

14 金 定例会　「環境について」（キャンドル作り：廃油） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

18 火 未就園児学級開催（いちご組） 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

19 水 高齢者教室　「防災教室」 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

20 木 講話（東谷コミュニティセンター：栞田好政先生） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

21 金 元気会（立満・柳原集会場） 福祉委員協議会 879-2380

22 土 出前保育（香川図書館２Ｆ） 未就園児親子 川東保育所川東南保育所 879-5079

23 日 エアポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-0125

28 金 入園周知会 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

　　　10　　月 　　神　無　月

ふれあい運動会     (川東南保育所)

70才以上の高齢者

ゴルフ大会（鮎滝cc）

ソフトバレーボール大会(香川町総合体育館)

修学旅行(大阪・奈良・京都)

　　　1１ 　月 　　霜　　　月

13～

第４回 第９ブロック大会(グランドゴルフ、ソフトバレーボール)

70才以上非デイサービス利用者

　　　1２ 　月 　　師　　　走
70才以上の高齢者

70才以上非デイサービス利用者

70才以上非デイサービス利用者

　　　1　　 月 　　睦　　　月
70才以上非デイサービス利用者

70才以上非デイサービス利用者


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4

