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登録人口 22年12月1日現在
川東校区 　対前年同月比
　人口       8,132  (-48)
　  男性 　  3,943  ( +1)
　  女性　   4,189  (-49) 
　世帯数     3,067  (+38)
高松市人口 428,035 (+610)

　　　　　～第二の人生に向かって～　　

　今年は卯年６０才。今まで色いろな事に

手をつけて来ましたがなに一つ長続きせず

唯一長続きしたのが、地元のＪＡに勤めた

事です。四十一年余り地元の方々にお世話

になりながら無事退職できる事が喜びです。

これからは残りの人生を微力ながら、少し

づつでも地元に恩返しができればと思います。

　尚、自分の趣味として長つづき出来るものを見つけて、楽

しい人生が送れればと思っています。　　　青木　チエ

 こんにちは！香川交番です　ｖｏｌ．３

    １月１０日は『１１０番の日』！１月１０日は『１１０番の日』！

　 事件・事故があれば

　　落ち着いて『１１０番』通報！

１１０番通報　６つのポイント

　　１．何があったのか？

　　２．どこであったのか？

　　３．何時ごろあったのか？

　　４．犯人はいるのか？

　　５．今、どうなっているか？

　　６．自分の住所・氏名・電話番号   

  　　　  を伝える

　高松南警察署　０８７－８６８－０１１０

　香川交番　　　０８７－８７９－２２４０

　　　　　　～年頭にあたって～

　年を取るスピードが加速的に早く感じられ

るようになり、「年頭の決意」なるものを手

帳に書くことにしました。

昨年の目標は、母に代わり家庭菜園を継続す

ることでした。記録破りの暑さのなか、慣れ

ない畑仕事はさすがに応えましたが、草取り

などの単純作業は気持ちをリセットしてくれ

る作用があるようです。２時間も体を動かせ

ば、悩みそのものを忘れるという思いがけない効用がありま

した。今年も、お悩み解消に絶大の効果がある「家庭菜園プ

ロジェクト」を継続したいと思います。

                                 　　多田　徳恵

　　　　　　　　　　　  ～今年の抱負～

　　　　　　　　　　 今年の抱負は、出会い・あいさつを大

　　　　　　　　　　切にすることです。

　　　　　　　　　　いろいろな団体活動を通し、たくさんの

　　　　　　　　　　方と知り合う機会が多くなりました。な

　　　　　　　　　　により、今まで接点が無かった方でも、

話しをすることで、相手の考え・気持ちが伝わってくることが

多く、そうした出会いを通して、自分の考え方や、相手に対す

る印象が変わってくる様に思います。

今年はより一層、出会い・あいさつを大切にしていきたいと思

います。　　「こんにちは。」　　　　　　　大西　勝之
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      校区内、卯年の方に聞きました。　　★　今年の目標　★

　新年明けましておめでとうございます。

　さて、昨年は皆様ご存知のとおり、大きな朗報がありました。

当校区コミュニティが地域ぐるみで保存継承に努めてきた、香川町の農

村歌舞伎が、日本ユネスコより、「プロジェクト未来遺産」に選定され

ました。

１００年後の子供たちに残したい文化・自然遺産の一つであるとして評

価され、四国で初の登録を受けました。地元住民の一人として嬉しい限

りでありますが、今後皆様のご協力を得て、更に地域を活性化してゆき

たいと考えております。

今年も良き年でありますよう祈念いたします。

 　　　　　　     川東校区コミュニティ協議会 会長 佐藤博美 

　 ～これからの私～「かぶきを練習して」　

　昨年初めて私は農村かぶきの練習と発表を

しました。はじめは、少しはずかしくやる気

があまり出ませんでしたが、先生にていねい

に教えていただいて、親友と仲良く取り組ん

でいくうちに、とても楽しく思えるようにな

りました。けれども、ずっとやっているとやっぱりあきてしま

う時もありました。そんな時、「若おかみは小学生」という本

を読みその主人公の負けずに立ち向かっている姿に感動し、勇

気をもらいあきらめずに最後まで練習することができました。

ぶたいで皆に発表した時の拍手と感動は忘れられません。

今年もかぶき練習に取り組み香川の農村かぶきの素晴らしさと

感動と、大切さを語りつぐために頑ばりたいです。

　　　　　川東小　５年　　　　　　　　青木　菜香

http://www.kawahigashi.net/
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　老若男女を問わずたくさんの方のご来場、ご出演された方々、またバザーや物産まつり等で会場を盛り上げて下
さった方々、ありがとうございました。おかげさまで総勢、約１，０００人のご参加をいただき、楽しい「親子のふ
れあい」、「地域とのふれあい」のひと時を過ごすことができました、関係の皆さまご苦労様でした。次回も頑張り
ましょう。

　２２年１１月１３，１４日の両日、香川町農村環境改善センター周辺で文化祭を開催しました。

  神霊矢口渡　香川一中郷土研究部 寿式三番叟 川東小こども歌舞伎教室  絵本太功記 農村歌舞伎祇園座保存会

岩崎・川上自治会のテント４張りは
（財）空港環境整備協会から今年度
助成されたものです。

この看板や怪獣は、㈱朝日ダンボール
から制作の協賛を受けました。

　　　切磋琢磨した練習の成果発表です、張り切って　♪

　　　　　　若人も負けられません、頑張りました　♪

　ふれあいのひと時です。皆さん楽しみながらに作っています！

　２２年１２月１２日（日）８時から５ブロックに分かれて香東川の自転車道路沿い、天

満川沿いを約２５０人で１時間、ゴミ拾いをしました。春には梅、桜が咲き乱れ美しいこ

の道路も今は枯葉の山、不法投棄もありましたが、作業を終えると見やすくなりました。

また、同じ時に地元自治会の方々が草刈り・清掃等に取り組まれ一層綺麗になりました。

参加者の皆さん、早朝からご苦労様でした。

第２回　「川東校区文化祭」を開催しました

　２２年１２月１２日（日）８時から５ブロックに分かれて香東川の自転車道路沿い、天

満川沿いを約２５０人で１時間、ゴミ拾いをしました。春には梅、桜が咲き乱れ美しいこ

の道路も今は枯葉の山、不法投棄もありましたが、作業を終えると見やすくなりました。

また、同じ時に地元自治会の方々が草刈り・清掃等に取り組まれ一層綺麗になりました。

参加者の皆さん、早朝からご苦労様でした。

河川の清掃をしました - 衛生組合協議会 -

－ 文化祭実行委員会 －



安原下で震災訓練を実施しました

お料理こんなんいかが　   Vol.03

　２２年１１月２１日、安原地区地域防災センターで震災対策訓練を行いました。地域の皆さん、いざという時に役立
つＡＥＤの操作等訓練、炊き出し訓練まで地区世帯の９割以上のご参加ありがとうございました。また消防団の方々、
準備から実技指導等までご尽力いただき大変ありがとうございました。　

土のう積み訓練 ＡＥＤの操作 救護訓練

消火訓練（三角バケツ） 消火訓練（消火器）

　　　　　　「足の裏チェックと足裏健康法」

　２２年１２月１１日（土）健康運動管理士　池田　陽子先生を招いて

・足型を取り自分の歩き方を知って、その癖に合わせた健康法のご講演

・足の指でジャンケンするなど足の指運動実践

を行いました。

　人との足型を見比べ扁平足、開張足、外反母趾、

内反小趾等自分の足型を知るとともに、和気あい

あいの雰囲気の中、体を支える足裏（指）運動の

実践をしました。いつまでも健康で歩けるよう

「足の指でジャンケン」ができるよう頑張って

鍛えましょう。

保健委員会研修会を開催しました

防災センターの屋上にある３組の太陽
光発電パネル、その監視盤を見ると？

太陽光発電中、安心しました

－ 自主防災連絡協議会 －

チョキ

グー

－ 保健委員会 －

　　　　　　　　　　　　　－　あんもち雑煮　－　　

　香川の伝承料理の一つにあんもち雑煮があります。秋の取り入れが終わるとすぐに、

私たちは地元産の大豆、米こうじを使った塩分控えめの白みそを仕込みます。

この味噌を使ってお正月の雑煮を炊きます。それではご紹介します。

材料（５人分）

　丸もち（あん入り）　　　　　５個　　油揚げ　　　　　１／２枚

　金時にんじん（３～５ｃｍ）８０ｇ　　大根　３～５ｃｍ　５０ｇ

　豆腐　　　　　　　　　　１／３丁

　白みそ　　　　１００ｇ～１３０ｇ　　青のり　　　　　　　少々

①大根・にんじんは輪切りに、油揚げは１～３ｃｍの長さに切る。

②煮干しでだし汁を取り、①を入れて煮る。

③野菜が煮えたら「もち」を入れ、少し柔らかくなった白みそを汁で伸ばして入れる。

④３ｃｍ角の１ｃｍの厚さに切った豆腐を入れて一煮立ちする。

⑤お椀に盛り、火で少しあぶった青のりをふる。

具は地域によって色々ですが野菜などは家族が円満でありますようにと願いを込めて

「輪切り」にすると言われています。伝承地域としては高松・坂出・丸亀・西讃を中心

とした正月料理の一つです、一度召し上がってみてください。

　　　　　　　　　　アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子



 

　　　　　　　　　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

　平成２３年２月１１日（建国記念日）

主　　催　川東地区体育協会

受　　付　８:２０～８：５０　開会式９：００～　スタート　９：４０～

コース　龍満池周辺コース（１周：２ｋｍ）

参加費　無料（申込締め切り１月８日）　

    　　　　　　第２５回　トリブルかがわ健康マラソン大会を開催します

夜間の反射材は有効です
外出時は着用しましょう

　「年末年始の交通安全県民運動」展開中

　交通安全運動が「２２年１２月１０日～２３年１月１０

日」の期間実施されます。それに先だって１２月８日に街頭

キャンペーンを行いました。

　事故を起こさないよう、事故に合わないよう気をつけま

しょう。　　　　                   交通安全母の会

　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　主　催　者 　連 絡 先

　　　　睦　　月
4 火 Ｈ２３年度入所希望者 川東・南保育所 879-5079

11 火 冬休み明けの集い・保育開始 在園児 幼稚園 879-4602

11 火 冬休み明けの集会 全校生 小学校 879-2012

11 火 元気会（岩崎自治会館） 福祉委員協議会 879-2380

13 木 お正月あそび大会 保育所児、日生自治会 川東南保育所 879-5784

14 金 定例会　「リサイクル」 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 講和「心のオアシスを求めて」講師：勝明寺就職 東谷婦人会会員・延寿会会員・一般 東谷婦人会・延寿会 879-7997

21 金 元気会（柳原・立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

22 土 出前保育（香川図書館２Ｆ） 図書館利用の乳幼児 川東・南保育所 879-5079

23 日 第５回　エアポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-0125

26 水 入学周知会 Ｈ２３年度入学予定者の保護者 小学校 879-2012

27 木 子宮がん検診、乳がん検診 該当者、予約者 香川保健センター 879-0371

28 金 入園周知会 来年度入園希望者親子 幼稚園 879-4602

30 日 子宮がん検診、乳がん検診 該当者、予約者 香川保健センター 879-0371

　　　２　　月 　　　　如　　月
4 金 定例会　「暮らしのセミナー」 川東婦人会会員、一般 川東婦人会 879-4867

4 金 校内マラソン大会 全校生 小学校 879-2012

7 月 ふれあい広場（川東コミュニティセンター） 福祉委員協議会 879-2380

11 金 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

15 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

16 水 高齢者教室　「市民病院講座」 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

16 水 献血 １８～６９才 香川保健センター 879-0371

17 木 人権教室 東谷婦人会会員・延寿会会員・一般 東谷婦人会・延寿会 879-7997

22 火 定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

25 金 元気会（力石観音堂） 福祉委員協議会 879-2380

26 土 保健委員会研修会 一般 香川保健センター 879-0371

　　　３ 　月 　　　　弥　　生
6 日 定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7997

7 月 ふれあい広場（川東コミュニティセンター） 福祉委員協議会 879-2380

8 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 金 定例会　「反省会」 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

13 日 第３回　校区内一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

16 水 高齢者教室　「動脈硬化の話」 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

16 水 平成２２年度修了式 ５歳児すみれ組親子 幼稚園 879-4602

17 木 元気会（農村環境改善センター） 福祉委員協議会 879-2380

17 木 卒業証書授与式 卒業生・在校生 小学校 879-2012

18 金 第２学期終業式 ３，４歳児（在園児） 幼稚園 879-4602

24 木 ２学期終業式・修了式・離任式 全校生 小学校 879-2012

27 日 総会（農村環境改善センター） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

　　　４　　月
6 水 １学期始業式 全校生 小学校 879-2012

8 金 定例会 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

12 火 入学式（予定） 新入生・在校生 小学校 879-2012

　　　 1　　月
Ｈ２３年度入所受付(４～１８日)

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

70才以上高齢者

第25回ﾄﾘﾌﾟﾙかがわ健康ﾏﾗｿﾝ大会

70才以上、非デイサービス利用者

70才以上高齢者

70才以上、非デイサービス利用者

　　　　卯　　月
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