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登録人口 23年 3月1日現在
川東校区 　 対前年同月比
人口　　　　　8,082　　(-101)
　男性　　　　3,937　　　 (-6)
　女性　　　　4,145　　 (-95) 
世帯数 　　　3,064　　 (+20)
高松市人口 427,911(+596)

 
Ｖｏｌ．4

　平成23年3月11日に発生した、東北関東大震災は歴史上まれにみる規模の災害をもたらしています。

　お亡くなりになった方も多数出ており、心よりご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々には

心よりお見舞い申し上げます。

　被災された方々のご健康と、一日も早い復興を祈念いたします。　また、復興支援に携わる方々の

ご健勝をお祈り申し上げます。

★今回の地震で被災された方への救援募金にご協力ください。

　川東校区コミュニティ協議会と香川支所では東北関東大震災で被災された皆さまのために

「東北関東大震災緊急義援金」を受付けております。募金は川東、東谷各コミュニティセンターおよび香川

支所へ「現金」でお願いします。

★救援物資の受付（平日および休日とも８：30から１７：１５まで）

　東北地方太平洋沖地震被災支援本部（電話：087-832-3876または087-832-3847）にお問い合わせくださ

い。　

平成２３年度　土砂災害全国統一防災訓練に参加します　- コミュニティ協議会 -

 「東北関東大震災緊急義援金」受け付け中！

被災した仙台空港

避難所はどこ？！

実施主体　高松市、香川県、国土交通省

日　　時　平成２３年６月１２日（日）　午前９時～１２時

場　　所　高松市香川町東谷地区

参加機関

　■コミュニティ協議会、連合自治会、自主防災連絡協議会

　■高松市、高松市消防局、高松市消防団香川分団、

　　高松地方気象台、香川県

　　約２００名

訓練内容

　■コミュニティ協議会、連合自治会、自主防災連絡協議会

　　　　　○要救護者の安否確認、避難訓練

　　　　　○道路陥没等の情報伝達訓練

　　　　　○非常食炊き出し（赤十字奉仕団東谷分団）

　■市、県、気象台

　　　　　○気象情報・避難勧告の住民への広報、

　　　　　　情報伝達訓練等

　　　　　○孤立集落住民の救出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お急ぎください！

　　　　警察官（大学卒業程度）募集中
　警察官を志している方、警察官に興味がある方、まだ進

路について迷っている方にお知らせです。

　香川交番では、採用試験案内、就職説明を実施中です。

　毎日、若手警察官が勤務しておりますので、「警察には

どんな仕事があるの？」、「採用試験の勉強方法は？」、

「警察学校の生活は？」等々疑問や不安に思うことをお気

軽に御相談ください。

　～採用試験案内～

　◇試験案内　　　３月　９日（水）から配布開始

　◇申込受付期間　３月１５日（火）～４月１５日（金）

　

　高松市指定の避難所から抜粋　　TEL　　　　所在地

○上部会館　　　　　　　　　　　879-0369　川内原

○川東コミュニティセンター　　　879-4215　川東上

○香川町農村環境改善センター　　879-6446　川東上

○川東小学校　　　　　　　　　　879-2012　川東上

○香川町グリーンセンター　　　　879-5597　川東上(日生)

○香川総合体育館　　　　　　　　879-8000　川東下

○川東下文化センター　　　　　　879-5894　川東下

○香川町高齢者活動促進センター　879-7310　東谷(向坂)

○東谷コミュニティセンター　　　879-7997　東谷

○香川町多目的研修集会施設　　　879-7153　安原下(鮎滝)
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保健委員研修会を実施しました  - 保健委員会 -

「第５回エアーポートクリーン作戦」に参加しました -衛生組合協議会-

ゴミの不法投棄監視カメラが設置されました　-衛生組合協議会-

　平成２３年１月２３日（日）高松市や綾川町など、総勢約１８００名の方々の参加

により、高松空港周辺で一斉清掃が行われました。

空港周辺のごみの量は、年々減少していますが、タイヤ、ペットボトル等不法投棄さ

れたものもあり、今年も約５ｔのごみを回集しました。

当日ご参加下さった方、本当にありがとうございました。

　東谷から塩江に抜ける農免道路沿いに「ソーラーパネル付きの監視用カメラ」が

３月１５日に設置され、ゴミの不法投棄を見はっています。このカメラのお世話に

ならないよう、所定の日に、所定の場所へゴミを出すよう心がけてください。

　２月２６日（土）に香川町農村環境改善センターで保健委員研修会を実施しました。

講師は、元アンウンサーで現在香川県人権擁護委員連合会事務局長の蓮井孝夫先生、講演のテーマは

「地域も元気！！私も元気！！」です。先生はラオスにおける教育支援を１８年にわたって続けてい

るそうです。また、その支援にあたって「金のある人は金を出す、知恵のある人は知恵を出す、時間

のある人は時間を出す、何もない人は汗をだす」という方針で始めたそうです。

　先生は講演の最後に「自分の持っている１％を地域の

ために役立ててみませんか？」と呼びかけていました。

元アナウンサーということもあって大変分かりやすく

時折ユーモアを混じえながらお話をしていただきあっ

という間の１時間半でした。

　川東地区保健委員会副会長　宮井喜美子
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お料理こんなんいかが　   Vol.４

平成２３年度の主な予定　－川東校区コミュニティ協議会－

シイタケとナスの甘酢あんかけ

5月１日（日）１０：００～１４：３０　　東谷　平尾神社境内その他にて

高松ごじまんの品を使った料理の一品です、さっぱりした味付けで食事がすすみます。

材料（４人分）

　シイタケ　８枚　　ナス　　　２本　玉ネギ　中１個　　細ネギ　　半束

　すだち　　２個　　生姜　　１かけ　片栗粉　　適量　　油　　　　適量

　砂糖　　５０ｇ　　醤油　５０ｃｃ　酢　　５０ｃｃ

①玉ネギは薄くスライスしてシャッキとしたら水切りをする

②細ネギは小口切りにする

③シイタケは幅１ｃｍ位に切る

④ナスは縦８等分にしてシイタケに揃える

⑤ボールに砂糖、醤油、酢を入れ甘酢を作り生姜をすり混ぜておく

⑥④のナス、シイタケに片栗粉をまぶし余計な粉をとり、油で揚げる

⑦お皿に⑥を盛り付け、玉ネギをのせ⑤の甘酢をかける

⑧⑦に細ネギとすだちを揃える

　一口メモ　　細ネギの代わりに青シソ、ミョウガでもよい

　　　　アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子

川東校区ふれあい交流祭り実行委員会

別添のチラシを見てください

　　　　（５，６ページ）

　４月１７日（日）総会　・連合自治会・衛生組合協議会・保健委員会

　　　１９日（火）総会　・コミュニティ協議会・香川町農村歌舞伎保存会

　　　２６日（火）総会　・自主防災連絡協議会

　５月　１日（日）みんな寄りまい川東２０１１　

　　　２２日（日）校区運動会

　６月１２日（日）２３年度土砂災害全国統一防災訓練　東谷地区

１１月　５日（土）ふるさと龍桜まつり川東２０１１　　１日目

　　　　６日（日）　　　　　〃　　　　　　　　　　　２日目

　　　２０日（日）２３年度川東校区自主防災連絡協議会震災対策訓練　川内原地区

１２月１１日（日）校区河川清掃

　１月２２日（日）高松エアーポートクリーン作戦　高松空港周辺

　２月１１日（祝）トリプル香川健康マラソン大会　龍満池周辺
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　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　主　催　者 　連 絡 先

　　　４　　月 　　　　卯　　　月
8 金 定例会 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

12 火 平成２３年度入学式 新入生 小学校 879-2012

13 木 高松市立幼稚園入園式 Ｈ２３年度新入園児と保護者 幼稚園 879-4602

17 日 連合自治会、衛生組合協議会、保健委員会、
自治会長他

連合自治会等 879-4215
川東地区体育協会総会 川東地区体育協会 090-2789-2977

19 火 川東校区コミュニティ協議会総会 コミュニティ協議会部会員 コミュニティ協議会 879-4215

20 水 春の校外学習（遠足） 全校生 小学校 879-2012

22 金 ＰＴＡ学習参観・ＰＴＡ総会 全校生・保護者 小学校 879-2012

　　　５　　月 　　　　皐　　　月
1 日 一般 交流祭り実行委員会 879-4215

10 火 交通安全教室 東谷婦人会会員・延寿会会員・一般 東谷婦人会・延寿会 879-7997

13 金 定例会　軽体操・レクレーション 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

13 金 親子遠足 全園児と保護者 幼稚園 879-4602

18 水 健康体操教室 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

22 日 川東校区運動会（予定） 一般 小学校・地区体協 879-2012

28 土 出前保育（香川図書館２Ｆ） 未就園児と保護者 川東・南保育所 879-5079

29 日 東谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 879-7997

　　　６ 　月 　　　　水　無　月
4 土 一般インディアカ大会 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

6 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

9 木 学校評議委員会 学校評議委員 幼稚園 879-4602

12 日 土砂災害全国統一防災訓練　（東谷地区） 一般 コミュニティ協議会 879-4215

15 水 くらしのセミナー 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

21 火 未就園児学級開催（いちご組） Ｈ２４年度入園予定者と保護者 幼稚園 879-4602

　　　７　　月
4 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

5 水 香川保健センター 879-0371

8 金 定例会　安全な水の供給 川東婦人会会員、一般女性 川東婦人会 879-4867

10 日 第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

12 火 親子の集い・チャリティーバザー 全園児と保護者 幼稚園 879-4602
12 火 ５年生宿泊活動（屋島少年自然の家） ５年生 小学校 879-201213 水

20 水 人権講座 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

21 木 全校生・全園児 小学校・幼稚園 879-2012

23 土 出前保育（香川図書館２Ｆ） 未就園児と保護者 川東・南保育所 879-5079

みんな寄りまい川東2011

タケノコ掘り会 （会費：昼食代 ５００円/人） 一般（募集人数：10組 締切：5/20）

70才以上高齢者

　　　　文　　　月
70才以上高齢者

胸部レントゲン検診（5,14,19,22日） 40才以上

夏季休業日開始（～8/31）

 

　　　　　　　　　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

　親子・地域とのふれあいです。皆さん、ふるってご参加ください！

５月２２日（日）に開催予定です！

主催：川東小学校・川東地区体育協会

共催：川東地区コミュニティ協議会

　　　川東小学校ＰＴＡ
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川東校区ふれあい交流祭り

主催：川東校区ふれあい交流祭り実行委員会

協賛：川東校区コミュニティ協議会

　　　　イベント概要
★１　平尾神社境内・祇園座

　　１０：００～　　○こども歌舞伎教室 

　　　　　　　　　　　『寿式三番叟』

　　　　　　　　　　○川東小学校児童

　　　　　　　　　      『白浪五人衆』

　　　　　　　　　　　『すずかけ五人衆』

　　１１：００～　　□演芸同好会などの公演

　　１２：００～　　□休憩

　　１３：００～　　○コミュニティ協議会有志

　　　　　　　　　　　『弁天娘女男白浪　稲瀬川勢揃いの場』

　　１３：３０～　　○農村歌舞伎保存会[祗園座]　

　　　　　　　　　　　『絵本太功記十段目　尼ヶ崎閑居の場』

★２　平尾神社境内

　　郷土物産販売・バザー

★３　ふれあいウォーキング

　　受　　付　　　　９：４０～１０：３０

　　場　　所　　　　東谷　向坂交差点

　　ウォーキング　　１０：３０～１２：００

　　コース　　　　　向坂－専光寺－祇王山－炭小屋－平尾神社（ゴール）

　   向坂交差点付近

ふれあいウォーキング受付場所

お得です、バザー前売り券
○うどん､いなり､おでん

　の３点セット　　　　　　500 円
○ドーナツ､おはぎを加えた

　全５点満腹セット　　　　800 円
川東、東谷各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで

４月２５日まで販売中！

無料シャトルバスをご利用下さい！無料シャトルバスをご利用下さい！
○バスは、９時より１５時すぎまで随時運行します。
○バスは、香川支所およびＪＡ川東支店から出発します。
　（途中の停留所：向坂、東谷コミュニティセンター、平尾神社下）
○駐車場は川東小学校運動場、ＪＡ川東支店をご利用出来ますが
　各駐車場内では、係員の指示にしたがって駐車して下さい。
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平尾神社（ゴール） 

東谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

ウォーキング

受付スタート

「 

祇王山
頂上では､360
度のパノラマが
広がります

平成２３年４月５日

校区の皆様へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川東校区コミュニティ協議会
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　佐　藤　博　美
　　　　　～川東校区ふれあい祭り～

「ふれあいウォーキング」開催のお知らせ
 
　川東校区ふれあい祭りの一環として、「ふれあいウォーキング」を下記のとおり開催し
ます。地域の方々とのふれあい、そして、祇王山からの絶景と新緑をお楽しみいただけま
すので、皆様、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　記
 
１．日    時    平成２３年５月１日（日）
　　＜受　　 　 付＞　９：５０～１０：３０
　　＜ウォーキング＞１０：３０～１２：００（予定）

２．受付場所    東谷　向坂交差点

３．コ ー ス　  向坂→祇王山（休憩）→炭小屋
　　　→東谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（トイレ）→平尾神社(ゴール)
　　　＝川東校区ふれあい祭りメイン会場

４．注　意    
　（１）警備の都合上、先着で４０名様程度とします。
　（２）小学生以下は保護者同伴でご参加ください。
　（３）水筒等は各自でご用意ください。
　（４）現地では、スタッフの指示に従ってください。
　（５）山を歩きますので、運動ができる服装で、運動靴をはいてください。
　（６）受付でゼッケンを交付しますので、必ず受付してください。
　（７）川東校区ふれあい祭りメイン会場（平尾神社）で行なっているバザー
　　　　の券は、受付（向坂交差点）で販売しますので、必要な方は出発前に
　　　　ご購入ください。
　（８）直接現地に来られる方は、向坂交差点に駐車場があります。

５．申込書    下記にご記入のうえ、４月２３日（土）までに
　　川東コミュニティセンターに提出ください。
　　　この用紙は、川東コミュニティセンターに置いています。
　　なお、雨天時には中止する場合がありますので、電話番号もご記入ください。
　
６．緊急連絡先　　川東地区体協事務局　土居（携帯090-4337-0479）

ふれあいウォーキング参加申込書

氏　名 電話番号

同伴者名（参加者が小学生以下の場合のみ）

住　所

※交通手段
バス利用（香川支所／ＪＡ川東支店9：00～ピストン運転）　　　直接現地へ（駐車場有）

※については、いずれかに○をつけてください。
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