
 
 

 
 

 
   

　

　

 
 

  
 
 

川 東 校 区
コミュニティだより

登録人口 23年 6月1日現在
川東校区 　 対前年同月比
人口　　　　　8,046　　(-100)
　男性　　　　3,928　　　 (-1)
　女性　　　　4,118　 　(- 99) 
世帯数 　　　3,071　　 (+22)
高松市人口 428,084(+556)

  

 

　当協議会では東日本大震災への義援金を募金箱（コミュ

ニティセンターに備え付けおよび各イベントでの設置）で

ご協力をお願いしてまいりましたが、そのご報告をさせて

いただきます。　平成２３年５月末日 現在

　ａ．募金箱、イベントでの募金        215,567 円

　ｂ．ふれあい行事等の売上からの寄付   46,042 円

　　　　　　合　　　　　計            261,609 円

 　　　　　　　うち　日本赤十字社へ　 201,395 円

　　　　　 　　　　　ＺＥＮＫＯＮ湯へ  60,214 円

　５月分の義援金は、事務手続きに遅れの目立つ日本赤十

字社を替えて、被災地に風呂を作って届ける丸亀市にある

団体「ＺＥＮＫＯＮ湯プロジェクト」に変更しました。

　皆さまのご協力ありがとうございました。これからも、

東日本大震災への義援活動を続けてまいりますので皆様の

ご協力をお願いします。

　本年に入って、川東地区で自転車の盗難が７件発生

しています。

　主な多発場所はキョーエイの駐車場と、総合体育館

の駐輪場で、無施錠で駐輪中に盗難被害に遭っていま

す。

　また、個人住宅の敷地内に置いている無施錠の自転

車が盗まれるというケースも多発しています。

　自転車から離れる時は、必ず鍵をかけましょう。

　また、ワイヤーロックを併用する等、ツーロックに

すればより安心です。

                  香川交番所長　山口真由

 Ｖｏｌ．5
東日本災害募金

　　の報告
　　自転車盗多発！！　

　 鍵かけまいよ！　盗られるで！

　国土交通省の土砂災害防止月間（6月1日～6月30日）の一環として、第６回「土砂災害・全国統一防災訓練」が土砂災害に対

する避難準備情報・避難勧告の発令，災害時の情報連絡体制および避難体制の強化を図ることを目的に実施しました。

　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　　川東校区自主防災連絡協議会、東谷の７自主防災会、高松市南消防署香川分団、高松市消防団香川分団

　訓練内容　　・情報伝達手段の確認・土砂災害警戒情報を活用した避難勧告の発令・住民の避難訓練

　　　　　　　・防災訓練（土のう作成，ＡＥＤ,救出・救護，炊き出し　等）

　非常持ち出しのリュックを背負った方、長靴で参加された方々等百人余りが真剣に取り組んでいました。消防団の皆さん、参

加された皆さん、あいにくの天気の中お疲れ様でした。

 土のう積み ＡＥＤ  搬送

土砂災害・全国統一防災訓練は中止、校区独自に防災訓練を実施!!
川東校区自主防災連絡協議会

　　　　　　　　　　　　　　　りゅう　おう                 No.１８

         平成２３年７月１日

発行者 川東校区コミュニティ協議会

連絡先 広報部会事務局879-4215

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.kawahigashi.net

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@kawahigashi.net

川 東 校 区
コミュニティだより

 消火  講評   炊き出し
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 「川東校区連合自治会、コミュニティ協議会」等の総会が開催されました

川東校区コミュニティ協議会　各部会の紹介

　平成２３年４月１７日（日）に川東校区連合自治会、衛

生組合協議会および保健委員会、同１９日（火）にコミュ

ニティ協議会の総会がそれぞれ開催され、平成２２年度の

事業報告と収支決算報告・監査報告ならびに平成２３年度

の事業計画および収支予算が提案され承認されるととも

に、衛生組合協議会では役員の一部変更が提案され可決さ

れました。

　また、その中でプロジェクト未来遺産２０１０への登録

証が紹介されました。

　協議会の７部会、約５０の団体は、「キラリと光る個性的なまち川東」を目指

して日夜頑張っています。今回からその活動を紹介してまいりたいと思います。

連合自治会総会 衛生組合協議会総会 保健委員会総会

川東校区コミュニティ協議会総

　福祉部会、福祉委員協議会川東の紹介
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　川東校区
コミュニティ
　 協議会

東谷コミュニティ部会　東谷に日曜○○朝市がＯＰＥＮしました！

次回→
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日　時：毎週日曜日　８時３０分～１２時（商品の売れ行きにより早く閉店する場合もあります）

場　所：東谷コミュニティセンター運動場（駐車場もあります）

連絡先：　同上　（０８７－８７９－７９９７）

　６月１９日、はじめて開店し、東谷産の新鮮な野菜を市価

より割安で販売しました。

取扱い商品（季節により変動します）

■東谷産の新鮮な野菜　

■竹林組合の竹炭・消し炭・竹パウダー　

■農村歌舞伎オリジナルグッズ　等々

皆様のお越しをお待ちしています。

　福祉部会には、いろいろな団体の方々にご協力をいただいています。

今回は、その中から福祉委員協議会川東の紹介します。

　福祉委員協議会川東は、平成５年に香川地区民生委員の方を補助する目的で

発足し、１８年間、地道な活動を続け大変地域の福祉活動に貢献してきた１３名

（川東地区）の福祉団体です。活動としては、

①車椅子の介助　　　　　桜花見　（５回／年）　秋の野外活動　（５回／年）

②元気会の開催　　　　　　　　　（７回／年、川東を７会場に分けて）

　　７０歳以上の非デイサービス利用者の方を対象に、昼食を共にして楽しい

　時間をすごし、引きこもり、寝たきり予防。（材料代２００円程度必要）

③ふれあい広場　　　　　　　　　（毎月第１月曜日、１１月と１月は休み）

　　７０歳以上の方を対象に、昼食を共にして交流を深める。

　（材料費１５０円程度必要）

④ほのぼの弁当配食サービス　　　（毎月第３火曜日）

　　７０歳以上の老人世帯および独居老人の夕食配食サービス

　（材料費４００円程度必要）

⑤敬老会手伝い　　　　　　　　　（１回／年）

⑥どんぐり山作業所ボランティア　（８回／年）

⑦ふれあい交流事業　　　　　　　（４回／年）

等、地域への福祉活動を全員が力を合わせて頑張っています。

　元気会・ふれあい広場に多くの方のご参加をお待ちしています。

　　　　ふれあい広場

     ほのぼの弁当

福祉部会事務局長　鶴見秀信



 

小学生による演技 小学生による演技歴史ある幕をバックに市長挨拶

協議会有志による演技 協議会有志による演技 祇園座保存会の演技

募金協力のお願いに！ ふれあいウォーキング　　銭太鼓

祇園座入口

チャリティバザー

チャリティバザー

みんな寄りまい川東２０１１を開催しました

川東校区ふれあい交流祭り実行委員会

５月１日（日）東谷平尾神社にて、賑やかに開催することができました。

大熱演！農村歌舞伎保存会「祗園座」のメンバーのほか、地元川東小学校児童やコミュニティ協議会有志

が迫力あふれる演技を披露。

また出演者が東日本大震災義援募金への協力を求めて会場を回る１コマもあり、詰め掛けた大勢の観客か

らは大きな拍手や掛け声がわき、地域の春の風物詩を満喫しました。

　　　ふれあいウォーキングやチャリティバザーも好評でした。また次回もお楽しみ下さい。

 

新ゴボウと牛肉の混ぜご飯

     やわらかな新ゴボウをおいしくいただく混ぜご飯

材料（４人分）

　新ゴボウ　２５０ｇ（３～４本）　　牛肉(薄切りまたは切り落とし)　２００ｇ

　三つ葉、ごま油　適量

　ａ　醤油、みりん、酒：各大さじ２   塩：小さじ 1/4　砂糖： 小さじ２

   　 ご飯：４膳分(約５００ｇ)

作り方

　①ゴボウはたわしで軽く洗ってささがきにして、水に放ってすぐにざるに上げる

　②牛肉は細切りにする

　③フライパンを熱くしてごま油をひき①と②を炒め、だいたい火が通ったらａを

   加え、ひと煮立ちさせる

　④熱いご飯を加えて混ぜ、火からおろし長さ１ｃｍに刻んだ三つ葉を加えさっと

   混ぜる

             アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子

お料理こんなんいかが　 Ｖｏｌ．5
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　ちゃらちゃん祭りが開催されます

東谷に夏がやってきます。

そうです『第四回東谷ちゃらちゃん祭り』が今年も開催されます。

　年々、知名度がアップしてきているこの祭りですが、なぜ『ちゃらちゃん』なのか皆さんご存知でしょう

か？

　源平合戦の世、都に有名な白拍子、祇王と祇女がおりました。ある時、清盛に怒りをかい都から讃岐へと

逃げ延び、東谷の専光寺へ隠れ住んでいたそうです。平家が滅んだ後、都へ帰る際に二人は、東谷の人々に

お礼の意味を込めて舞を舞ったとか。これが元になっているのが「ちゃらちゃん踊り」だそうです。

　今年も、東谷のコミセンに櫓を立ていろいろと趣向をこらし、東谷の夏を熱くします。　

　バザーもあります。昔懐かしい夏祭りで、夏の思い出作りをしませんか？

東谷コミュニティ部会
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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

　　　７　　月 　　　　文　　　月
4 月ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

8 金定例会（水問題について ･内場池水利令書配布） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

9 土定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-4867

10 日第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-2097

12 火集団宿泊学習（～１３日　屋島少年自然の家） ５年生 小学校 879-2012

14 木親子の集い・チャリティバザー 園児・未就園児とその保護者 幼稚園 879-4602

14 木胸部エックス線集団検診 香川保健センター 879-0371
16 土わんぱく寺子屋 川東小学生 東谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 879-799717 日
19 火胸部エックス線集団検診 香川保健センター 879-0371

20 水保育終了日（夏休み前の集い） 園児 幼稚園 879-4602

20 水高齢者教室（人権講座：私の好きな町） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

21 木 小学生、園児 小学校、幼稚園 879-2012

21 木園庭開放（夏季休業日の午前中） 園児・地域の子ども 幼稚園 879-4602

22 金胸部エックス線集団検診 香川保健センター 879-0371

1 月ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

5 金定例会（人権について） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

13 土ちゃらちゃん祭り 一般 東谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 879-7997

17 水高齢者教室（児童館児童とおもちゃ作り） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

18 木出前講座（コーラス） 東谷婦人会会員・一般 東谷婦人会 879-7997

18 木登園日 園児 幼稚園 879-4602

21 日 旧香川町住民 川東地区体育協会 090-2789-2977

　　　９ 　月 　　　　長　　　月
1 木保育開始日（夏休み明けの集い） 園児 幼稚園 879-4602

3 土定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-4867

5 月ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

5 月避難訓練（地震対応） 全校生 小学校 879-2012

9 金 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

13 火未就園児学級（いちご組） 幼稚園 879-4602

13 火世代間交流「おだんごつくり」 保育所児、川東婦人会 川東保育所 879-5079

15 木講演会（断り上手は生き方上手） 東谷婦人会会員・一般 東谷婦人会 879-7997

15 木修学旅行（～１６日　京阪奈方面） ６年生 小学校 879-2012

21 水高齢者教室（歴史講座：昔話） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

23 金東谷宿泊体験学習（～２４日　東谷コミセン） ４年生 小学校 879-2012

24 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

25 日一日研修 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

25 日 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

1 土 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

1 土運動会 園児・小学生と保護者、一般 幼稚園 879-4602

1 土運動会 保育所児と保護者､川東長寿会､一般 川東保育所 879-5079

3 月ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

4 水 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

7 金第１学期終業式 全校生、園児 小学校、幼稚園 879-2012

8 土ふれあい運動会 保育所児と保護者､川東長寿会､一般 川東南保育所 879-5784

11 火第２学期始業式 全校生、園児 小学校、幼稚園 879-2012

14 金 川東・東谷婦人会会員 川東・東谷婦人会 879-4867

16 日第２回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-2097

19 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

20 木講演会（地球温暖化～省エネ～） 東谷婦人会会員・一般 東谷婦人会 879-7997

20 木元気会（改善センター） 福祉委員協議会 879-2380

27 木秋季遠足 園児 幼稚園 879-4602

70才以上高齢者

40才以上

40才以上

夏季休業日(～8/31）

40才以上

　　　８　　月 　　　　葉　　　月
70才以上高齢者

グラウンドゴルフ大会(浅野小学校グランド)

70才以上高齢者

定例会（環境リサイクル ･南部土地改良区令書配布)

平成24年度入園予定者とその保護者

一般バレーボール大会(香川町総合体育館)

　　　10　　月 　　　　神　無　月
一般ソフトバレーボール大会(香川町総合体育館)

70才以上高齢者

ゴルフコンペ(鮎滝カントリークラブ)

定例会(龍満池周辺のゴミ拾い･東谷婦人会との交流会)

70才以上、非デイサービス利用者
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