
 

 
 

 

 
   

　

　

 
 

  
 
 

 

 

 
 

  
 
 

川 東 校 区
コミュニティだより

登録人口    23年 9月1日現在
川東校区 　    対前年同月比
人口　　　8,025　  (-112)
　男性　  3,916　  (- 20)
　女性　　4,109　  (- 92)
世帯数 　 3,068　  (+  3)
市人口  428,296    (+569)

第３回川東校区文化祭のご案内
主催　川東校区文化祭実行委員会

ふ る さ と 龍 桜 ま つ り 川 東 ２ ０ １ １

日　程　平成２３年１１月５日（土） ９：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　６日（日） ９：００～１５：００

場　所　香川町農村環境改善センター、高松市香川図書館

バザーのご案内

開催日当日は、次のバザーを行いますのでご利用ください。

　うどん、いなり、おでん、バラずし　各２００円、

　うどん・いなり・おでんの３品セットが５００円（前売りのみ）

只今、各バザー券を川東、東谷コミュニティセンターで販売しています。

　川東コミュニティセンター　　　Ｔｅｌ　８７９－４２１５

　東谷コミュニティセンター　　　Ｔｅｌ　８７９－７９９７

文化祭
★子供歌舞伎公演

★祇園座歌舞伎公演

★邦楽・洋楽・舞踊など

★芸術作品の展示

★カラオケ

物産祭り
★川東米の試食

★ふるさとの味コーナー

★地産農産物即売

★陶芸チャリティバザー

ふれあい交流祭り
★健康相談

★うどん等バザー

★キッズコーナー

★子ども工作教室

★獅子舞

★竹スライダー

香川図書館

グリーンコンサート

 

  
Ｖｏｌ．６     農村歌舞伎の公演予定農村歌舞伎の公演予定

　　日　　場所・演技者　 時間・演題
10月09日(日) 四国村玉藻座　　　 １３：００～

　　　　　　 香川第一中学校　　 一ノ谷嫩軍記　

　　　　　　　　　　　　　　　  熊谷陣屋の場　

　　15日(土) 香川町さんさん荘　 １０：３０～

　　　　　　 龍っ子くらぶ　　　 神霊矢口渡　

　　　　　　　　　　　　　　　  頓兵衛住家の場　

　　17日(月) 志度中学校　　　　 １３：００～

　　　　　　 祇園座　　　　　　 神霊矢口渡　

　　　　　　　　　　　　　　　  頓兵衛住家の場　

11月13日(日) 栗林公園野外ステージ １０：００～

　　　　　 　龍っ子くらぶ　　　 三番叟

　　　　　　 川東小５総合学習　 白浪五人男　

　　19日(土) 四国村玉藻座　　　 １３：３０～

　　　　　　 祇園座　　　　　　 神霊矢口渡

　　　　　　　 　　　　　　　　 頓兵衛住家の場　

　　20日(日) 四国村玉藻座　　　 １３：３０～

　　　　　　 龍っ子くらぶ　　　 神霊矢口渡　

　　　　　　　 　　　　　　　　 頓兵衛住家の場　

12月11日(日) 生涯学習センターまなび館１３：３０～　　　

　　　　   　祇園座　　　　　　 神霊矢口渡　

　　　　　　　　　　　　　　　  頓兵衛住家の場

照会先　東谷コミュニティセンター　Ｔｅｌ　８７９－７９９７　

　　　　　　　　　　　今年は、東日本大震災や台風１２号の自然災害

　　　　　　で多くの命が奪われました。

　　　　　　　また、東南海・南海地震も５０年以内に９０％

　　　　　　の確率で発生すると予想されており発生すれば、

　　　　　　著しい地震災害が生じるおそれがあります。

　地震・台風等の自然災害による被害を最小限に止めるためにも

普段から下記のような準備をしておくことが必要です。

１　自然災害があった際の家族内の役割分担を決めましょう。

２　連絡方法を確認しておきましょう。(緊急伝言ダイヤルなど)

３　避難所・避難経路を確認しておきましょう。

４　家具の配置を考え、転倒防止対策をとりましょう。

５　非常持出袋を準備しましょう。

　　水（１人につき１日３ℓ 目安）、非常食、

　　ラジオ、懐中電灯、救急セット、防災頭巾、

　　着替え、タオル、カッパ、カイロ、軍手、

　　割りばし、缶切り、ライター、貴重品等

　　　　　　　　　　　香川交番　所長　山口真由

台風・地震等の自然災害に対する準備を

 
 

  
 
 

川 東 校 区
コミュニティだより

　　　　　　　　　　　　　　　りゅう　おう

川 東 校 区
コミュニティだより
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Vol．１

川東校区コミュニティ協議会　各部会の紹介川東校区コミュニティ協議会　各部会の紹介

　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。前回に続きその活動を紹介してまいります。

　この部会は、衛生組合協議会・消防団・婦人会・老人会・交通安全母の会

・連合自治会ブロック長・河川情報協力調査員など多くの団体の協力のもと、

総勢３５名の部員で構成しています。

　年５～６回の部会を開催し、清潔で安全な住みよい川東を目指して頑張って

います。

　活動は、地域住民皆さんが参加することにより実施されます。

１　一斉清掃・・・年３回、７月、１０月、３月に行っています。

２　河川清掃・・・年１回、１２月に行っています。

３　エアポートクリーン作戦・・・年１回、１月に行っています。

　上記清掃については、皆さん方のご協力により、ゴミの量も随分と少なく

　なってきています。これからもよろしくお願い致します。

４　東谷地区に不法投棄監視カメラを設置しています。カメラの設置に関係

　なく不法投棄は止めましょう。

５　その他に、家庭ゴミの正しい出し方、ライター・カセットボンベ・プラ

　スチック容器包装などの正しい分別の仕方等について、チラシなどにより

　周知を行っています。

６　交通安全キャンペーン・・・交通事故死ゼロを目指して・反射材キャン

　ペーン・死亡事故多発警報などで年３～４回街頭キャンペーンを実施して

　います。

７　また、他の部会と合同で、震災対策訓練や災害時要援護者安否確認（安

　心ネットワーク）訓練など年１回行っています。

　　このように環境・安全部会では、住みよいまちづくりのため、一人でも

　多くの方の参加を得て皆様と共に進めて行きたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　環境・安全部会　部会長　真鍋 隆幸

　環境・安全部会の紹介

Vol．2

　川東校区
コミュニティ
　 協議会

高松市保健委員会連絡協議会山田ブロック研修会を開催しました!　 保健部会

　第７回山田ブロック合同研修会が７月２日（土）に高松市香川町

農村環境改善センター大ホールで４００名余り出席の中、講師に

中井宏次（薬家きく蔵）先生をお迎えして開催いたしました。

　中井宏次先生は、ＮＰＯ法人健康笑い塾長として幅広く活躍され

ています。

今回の演題は、「笑う門には健康来る～笑いで免疫力アップ～」と

題してご講演下さいました。

笑いは、お金も道具もいりません、皆さん大いに笑って健康になりましょう。

委員の皆さんには猛暑の中、お手伝いいただきおかげをもちまして大盛況に終わりました。

ありがとうございました。

　次回研修会予定は１２月４日（日）高松市香川図書館で実施いたしますので、皆様大勢ご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　保健部会、保健委員会　会長　龍満トヨ子

交通安全キャンペーン

河川清掃

エアポートクリーン作戦震災対策訓練

２ページ
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災害の避難は早めに！

材料（４人分）

　米　　　　　　　３合　　塩、コショウ　　少々

　トマト中玉　　　２個　　油　　　　　　　適量

　オクラ　１０～１２本

　卵　　　　　　　２個

　たまねぎ　　１／２個

作り方

　①フライパンに油をひき、卵をそぼろにし器にとっておく。

　②オクラは軽く塩もみし、茹で小口切りしておく。

　③たまねぎは、みじん切りにする。

　④トマトは１ｃｍくらいの角切りにする。

　⑤③、④をフライパンで炒め、火が通ったところへご飯を入れ、

　　塩、コショウで味付けする。

　⑥⑤に卵のそぼろを入れ、よく混ぜ器に盛りつけてオクラをちらして

　　できあがり。

　　　　　　　　　　アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子

　先般の台風１２号は、東谷にたくさんの爪痕を残していき

ました。

　避難所である東谷コミセン前の道路は冠水し、消防車も走

れない状態となり、こんな状態になると避難は到底無理に

なってしまいます。

　今回の教訓として、避難所まで来ていれば、何とか助け合

いができます。皆さんには、くれぐれも早めの避難をお願い

します。

　　　　東谷コミュニティ部会　会長　鎌田　義美

東谷コミュニティ部会

チャリティバザー

交通安全 　心にゆとり、思いやり

　７月５日、県民総ぐるみ運動「ストップ・ザ・死亡事故」５０００人の街頭大キャンペーンに、

６０名余りの地域の皆さんが参加しておこないました。

　平成２３年度になって、香川県は、交通事故死亡者数（人口１０万人あたり）が、８月まで全国

ワースト第１位の汚名が返上できず、ワースト５位までに、四国４県が肩を並べています。

　８月現在、死者数５２名。特に、高齢者（６５歳以上）の事故が多く、半数を占めています。

９月２１日から３０日まで秋の全国交通安全運動が行われました。心にゆとり、人への思いやりをもって死亡

事故０ゼロをめざし、住み良い香川を築いていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　川東校区交通安全母の会　会長　井上久美子

 9月3日7:30 撮影  9月4日12:00 撮影

Ｖｏｌ.６(( トマトライス )) お料理こんなんいかが 福祉部会

ストップ・ザ・死亡事故！
環境・安全部会



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年度の自主防災会震災対策訓練は、川内原地区で実施します。

地区の方々は、みんなで参加しましょう。

日　　時　平成２３年１１月２０日（日）　９：００～１２：３０

場　　所　円明寺駐車場（東部文化センターの南約１５０ｍ）

訓練内容　①避難訓練

　　　　　②参加訓練　・救出、応急手当、搬送、救護

　　　　　　　　　　　・土のう袋詰め、土のう積み

　　　　　　　　　　　・初期消火

　　　　　③災害時要援護者安否確認訓練

　　　　　④炊き出し訓練

参 加 者　川内原ブロック１０防災会、消防署、消防団等

★なお、川要援護者安否確認訓練（東校区安心ネットワーク）は、

川東校区全体で行います。

　　　　自主防災連絡協議会　川内原ブロック　震災対策本部長　三谷和清

 震災対策訓練を行います！　自主防災連絡協議会

　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　主　催　者  連 絡 先

　　　１０　　月 　　　　神　無　月
11 火２学期始業式 園児、小学生、中学生 879-2012

12 水老人福祉施設訪問 ５歳児、老人福祉施設の方 川東保育所 879-5079

14 金 川東・東谷婦人会会員 879-4867

19 水高齢者教育（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 木元気会（改善センター） 福祉委員協議会 879-2380

20 木定例会（地球温暖化～省エネ～、東谷コミセン） 延寿会・東谷婦人会会員 延寿会・東谷婦人会 879-7997

23 日第２回一斉清掃たかまつきれいデー 一般 衛生組合協議会 879-2097

31 月就学時健康診断 ２４年度就学予定者 小学校 879-2012

　　　１１　　月 　　　　霜　　　月
2 水親子遠足 全所児、保護者、婦人会の方 川東・南保育所 879-5079

2 水胃がん検診 一般（要予約） 香川保健センター 879-0371

4 金合唱コンクール 学年 中学校 879-2131
5 土 第３回川東校区文化祭 一般 文化祭実行委員会 879-4215
6 日

7 月合唱コンクール 全体 中学校 879-2131
9 水職場体験学習 ２年生 中学校 879-2131
11 金

11 金定例会（防災教室　講師：南消防署香川分署） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

13 日家族参観日 園児と保護者 幼稚園 879-4602

15 火未就園児学級（いちご組） 幼稚園 879-4602

16 水物故会員慰霊法要と法話 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

16 水元気会（安原ふれあい館） 福祉委員協議会 879-2380
16 水消しゴム判子教室（東谷コミセン） 東谷婦人会会員・一般 東谷婦人会 879-7251
17 木

17 木出前講座（うんちく教室） 延寿会・東谷婦人会会員 延寿会・東谷婦人会 879-7997

20 日川東校区自主防災震災対策訓練（川内原ブロック） 一般 自主防災協議会 879-4215

22 火おにぎり遠足（東谷平尾神社） 園児と東谷地域の方 幼稚園 879-4602

26 土出前保育（香川図書館２Ｆ） 未就園児と保護者 879-5079

　　　１２ 　月 　　　　師　　　走
2 金元気会（上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

3 土生活発表会 全所児、保護者 川東保育所 879-5079

4 日保健委員会研修会 一般 香川保健センター 879-0371

5 月ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

5 月人権集会 全校生 中学校 879-2131

5 月園内清掃「びかびかデー」 園児と保護者、地域の方 幼稚園 879-4602

7 水ミニ発表会 老人会、すくすくさん老人福祉施設 川東保育所 879-5079

9 金定例会（調理実習　講師：川東ヘルスメイト） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

9 金胃がん検診 一般（要予約） 香川保健センター 879-0371

10 土発表会 園児と保護者 幼稚園 879-4602

10 土生活発表会 ０歳～５歳児 川東南保育所 879-5784

11 日河川清掃 一般 衛生組合協議会 879-2097

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

14 水もちつき大会 全所児、長寿会 川東南保育所 879-5784

15 木元気会（東谷コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

17 土正月用寄せ植え教室 東谷婦人会会員・一般 東谷婦人会 879-7251

20 火未就園児学級（いちご組） 幼稚園 879-4602

21 水高齢者教室（二胡演奏と漫談） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

22 木クリスマス会 全所児、すくすくクラブ 川東南保育所 879-5784

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

26 月 園児、小学生、中学生 879-2131

　　　１　　月
11 水元気会（岩崎自治会館） 福祉委員協議会 879-2380

12 木園内清掃「びかびかデー」 園児と保護者、地域の方 幼稚園 879-4602

13 金 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

14 土地区駅伝競走大会 全校生 中学校 879-2131

17 火未就園児学級（いちご組） 幼稚園 879-4602

18 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

19 木講話（講師：柴田好政先生） 延寿会・東谷婦人会会員・一般 延寿会・東谷婦人会 879-7997

20 金元気会（立満柳原集会場） 福祉委員協議会 879-2380

22 日エアポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-2097

26 木子宮がん・乳がん検診 一般（要予約） 香川保健センター 879-0371
26 木懇談会 全校生 中学校 879-2131
27 金

28 土出前保育（香川図書館２Ｆ） 未就園児と保護者 879-5079

28 土子宮がん・乳がん検診 一般（要予約） 香川保健センター 879-0371

31 火入園周知会 幼稚園 879-4602

幼･小･中学校

定例会（龍満池周辺のゴミ拾い､講話:雑談力を身につけよう) 川東・東谷婦人会

70才以上、非デイサービス利用者

平成24年度入園予定者とその保護者

70才以上、非デイサービス利用者

川東・南保育所

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

平成24年度入園予定者とその保護者

冬季休業日(12/26～1/9) 幼･小･中学校

　　　　睦　　　月
70才以上、非デイサービス利用者

定例会(お茶をおいしくいただく 講師：藤川ハナエ先生)

平成24年度入園予定者とその保護者

70才以上、非デイサービス利用者

川東・南保育所

平成24年度入園予定者とその保護者
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