
 
 

 

 
   

　

 
 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

主催　川東校区文化祭実行委員会

 
 

  
 
 

　校区の皆様へ新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年も大変お世話になりました。各種事業もスムースに運営できました。

今後も益々地域の結びつきが必要な世の中になってまいります。

地域は自分達で守り育てるという意識が貴重で重要です。

本年もよろしくお願いいたします。

生かしていただいてありがとうございます。

 　　　　川東校区コミュニティ協議会 会長 佐藤 博美

登録人口  23年12月1日現在
 川東校区 　   対前年同月比
人口　　　8,036　  (- 96)
　男性　  3,917　  (- 26)
　女性　　4,119　  (- 70)
世帯数 　 3,078　  (+ 11)
市人口  428,659    (+624)
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Ｖｏｌ．７

　例年、年末年始は振り込め詐欺が増加しています。振り

込め詐欺の被害者は、約９割が６０歳以上の高齢者です。

　こんなときこそ家族の絆を強め、振り込め詐欺を撃退し

ましょう。

　＊「電話番号が変わった」は詐欺です。

　＊「カードを預かる」は詐欺です。

　＊「必ずもうかる」は詐欺です。

　＊電話の声だけでは見抜けません。

　この機会に、家族で「合言葉」などの

約束事を事前に決めておきましょう。

　　　　　　　　香川交番 所長 山口 真由

家族の絆キャンペーン　

  「家族の絆」で振り込め詐欺を撃退

　　　　～　新年に想うこと　～

　小さいころ、西の山に沈む太陽を眺めながら、大

きくなったらあのお日さまの沈む山の向こうへ行っ

てみたい・・・

　そんな夢を持っていた子供も今７２歳、長い間使

い込んできた体は、腰痛からくる坐骨神経痛で悲鳴

をあげています。

それでも、この年になってもまだまだやりたい事は

たくさんある。

　今年から少し仕事を減らし、

自然相手の野菜作りや、趣味の

時間を増やし、健康に注意し、

穏やかに年を重ねたいと思って

います。

　　　　　　　真鍋 恒雄

　　　　　　　～　辰女の決意　～　　　

　「生まれ年の一年は気をつけろ！」

そう聞いたので、辰年の今年は何事にも慎重に取組もうと

考えている。

　　　　　　　　　　　　しかし、一方では今年しか出来

　　　　　　　　　　　ないことをチャレンジしてみたい

　　　　　　　　　　　な～♪と私の中の虫がウズウズし

　　　　　　　　　　　ている。

　　　　　　　　　　　　取敢えずはいつも通り、『死ぬ

　　　　　　　　　　　な・怪我すな・病気すな』を合言

　　　　　　　　　　　葉に、この一年を乗越えよう!!

　　　　　　　　　　　そう決意している辰女です。

　　　　　　　　　　　　             鎌田 直子

　　　　　～　カラテの練習　～

　一昨年ぼくは、カラテを習い始めました。最初

は、やるきが出なかったけれど、試合に負けて、

「やっぱりカラテをやっているからには、強くなり

たい。」と思い、昨年からやるきを出して、

稽古していました。

そしてようやく、大阪の大会

で優勝できました。今年も

いろんな試合に出て、いっぱ

い優勝できるように、稽古を

続けて、もっと強くなりたい

です。

　　       川東小５年　　大林 律馬

　平成２３年１２月１３日（火）、安心・安全で犯

罪や事故の起きにくいまちづくりを目指して協議会

の設立総会を開催し、会長に真鍋隆幸さんを選任し

ました。皆さまのご協力を得ながらセーフティポリ

スの活動を進めてまいります。

                          - 自主防犯推進協議会 -

　

　自主防犯推進協議会を設立しました
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Vol．１

Vol．2

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

○年間活動計画として年６回の部会を開催し、各種の事業を協議。

　❶スポーツ推進事業として、ふれあい交流祭りのふれあいウォーキング等の実施。

　❷子供安全推進事業として、次の６箇所にて街頭交通安全指導と挨拶運動を

　　年４回程度実施。

　　①龍満池西の歩道橋付近 ②こんぴらうどん交差点 ③加藤技建交差点

　　④松岡医院北三叉路　　 ⑤香川郵便局交差点　　 ⑥川東保育所南交差点

　❸校区文化祭の実施。

　❹放課後子ども教室「龍っ子クラブ」の運営。

○放課後子ども教室「龍っ子クラブ」を運営

　・本年初めてこの教室の運営委員会を組織し、取り組み始めた事業です。

　・この事業のうち、子ども歌舞伎は、文化祭をはじめ、さんさん荘、栗林公園、四国村

等々の町内外でも公演し、多くの皆様からご好評をいただきました。

　・子ども歌舞伎の他にも、キンボール・グラウンドゴルフなどのスポーツ、手作り工

作・料理教室などの様々な教室を各種団体の協力を得ながら実施しています。

　今後とも、川東小学校、ＰＴＡをはじめ、川東校区の各種団体や地域の皆様の

ご協力を得ながら、生涯学習部会として子どもや若者、働き盛りの世代の人の学

習や活動の拠点の場が提供できればと願っています。　

　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習部会 部会長 青木 弘之

　生涯学習部会の紹介

Vol．３

　　　　　　  震災対策訓練を実施しました 　　　　　　　　　– 自主防災連絡協議会 -

　平成２３年１１月５，６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。

　あいにくの天気の中、老若男女を問わずたくさんの方々のご来場を

いただきありがとうございました。またご出演された方々、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。

平成２３年１１月２０日（日）９時より、川内原地区震災

対策訓練を円明寺駐車場で実施しました。当日は寒い中、

約２００名が参加され、避難訓練・参加訓練を行い、最後

に炊き出し訓練で用意された「だんご汁」とおにぎりをい

ただきました。同時に行われた、川東校区安心ネットワー

ク要援護者安否確認訓練でも９４％の方の安否が確認され

ました。これらのすばらしい結果は、関係者の方の協力の

おかげであると思っております。ありがとうございまし

た。

　　　　　　自主防災連絡協議会川内原ブロック 

　　　　　　　　　対策本部長 三谷 和清

川東小 総合学習

　交通安全推進運動

香川第一中学校郷土研究部

ステージ
バザー

龍っ子クラブの子ども歌舞伎

農村歌舞伎祇園座

人命救助

土のう袋詰め

救出、搬送

初期消火

連載中連載中連載中連載中

　　　      第３回　「川東校区文化祭」を開催しました　         - 文化祭実行委員会 -２ページ



災害の避難は早めに！

チャリティバザー

自治会活動の紹介（日生自治会） - 連合自治会 -

Ｖｏｌ.7サツマイモのオレンジ煮♪ お料理こんなんいかが - 福祉部会 -

保健委員研修会を開催しました - 保健部会 -

一口メモ　＊みかんの代わりに、オレンジジュースを使ってもよい。

　　　　　＊ピーナツは、フライパンで軽くいると香ばしくなる。

　　　　　＊みかんの汁の量が少なければ、水かオレンジジュースを加える。

１．日生自治会の沿革

　川東東部の小高い丘の上に日生団地があり、５００世帯(約1,５００人)で日生自治会を構成しています。

　団地の『秩序を保つこと、住みやすい環境をつくること。』を使命として活動しています。

　組織は自治会本部役員、区長、班長を選任し、２ｹ月に１回役員会を開催し運営方針を議論しています。

２．活動の基本方針と具体的取り組み

（１）住みやすく活力ある団地づくり（あいさつとコミュニケーション）

 　◍ 毎月の一斉清掃の実施

　　 毎月全会員が団地内一斉清掃を行い、環境美化と住民同士のコミュニ

　　 ケーションの向上を図っています。 

   ◍ 文化・知識向上のための日生文化祭の開催

　　 各種サークル活動を行い、文化祭で発表と住民同士のふれあいを行っています。

   ◍ 転入者の加入勧奨と未加入者説得の工夫

　   区長が転入時に加入勧奨を行っています。既入居者で僅少の未加入者があります。

（２）防災活動(防災意識の高揚と安否確認体制の構築)

　　  防災意識啓発と災害時の避難想定チェック、文化祭に合わせて炊き出し訓練を行っています。

（３）自治会活動の担い手づくり(団地発展のために)

　　　担い手づくりのために魅力ある活動を模索しています。　　　自治会長 井上 忠孝

　こころの健康を考えよう

　　　　～うつ病の理解と家族のかかわり～

　平成２３年１２月４日（土）２３年度第２回川東地区

保健委員会研修会が、香川図書館集会室で行われまし

た。講師に全人クリニックの西山尚志先生をお迎えして

「こころの健康」について、詳しく、わかりやすくお話

しをしていただきました。師走のお忙しい中を大勢の方

に参加いただきまして、ありがとうございました。

次回研修会は、２月１８日（土）香川保健センターで午

前１０時から１２時までの予定となっておりますので、

皆様のご参加をお待ちしています。

　　　　　　　　保健委員会 会長 龍満 トヨ子

  河川清掃を実施しました - 衛生組合協議会 -

　平成２３年１２月１１日（日）８時から香東川の自

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。春は美しいこの道路も今はイチョ

ウも落葉し枯葉の山、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。

　関係の皆さん、早朝からご苦労様でした。

旬のお惣菜を使ってのお正月料理の一品です

不法投棄ゴミ

材料（４人分）

　サツマイモ　　４００ｇ

　みかん　　　　　　３個

　片栗粉　　　　大さじ１　

　バター　　　　　３０ｇ

　砂糖　　　　　１２０ｇ

　ピーナツ　　　適量

作り方　①サツマイモは皮をとり、一口大に切って固めにゆがく。

　　　　②みかんは、半分に切り、きれいに皮を剥ぎ、実を取り出す。

　　　　　（皮は容器として使う。）

　　　　③みかん汁を絞る。

　　　　④ホーロー鍋に③のみかん汁を加えて煮立て、砂糖を加えて

　　　　　①のサツマイモを入れ分量のバターを加え、弱火で煮込む。

　　　　⑤サツマイモが柔らかくなったら、片栗粉を同量の水で溶き、

　　　　　とろみをつける。

　　　　⑥みかんの皮の容器に、⑤のサツマイモのオレンジ煮を盛り

　　　　　付け、きざんだピーナツを散らす。

アドバイザー 生活研究グループ 菅原 昭子

毎月の清掃

只今清掃中

３ページ
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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

トリブルかがわ健康マラソン大会を開催します

                              - 生涯学習部会 -

年末年始の交通安全県民運動」展開中    - 環境・安全部会 -

　交通安全運動が「平成２３年１２月１０日～平成２４年１月

１０日」の間展開されますが、それに先立ち、１２月８日(木)

に年末街頭大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。

主催　　川東地区体育協会

日時　　平成２４年２月１１日（土、建国記念日）

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）

　申し込みは所定の用紙で１月１４日までにお願いします。

４ページ

　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　主　催　者  連 絡 先

　　　１　　月 　　　　睦　　　月
10 火保育開始日（午後保育開始） 園児 幼稚園 879-4602

10 火冬休み明けの集会 全校生 小学校 879-2012

11 水元気会（岩崎自治会館） 福祉委員協議会 879-2380

14 土 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

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

18 水新年度入所申込受付締切 継続児、入所希望者 川東・南保育所 879-5079

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

20 金元気会（柳原立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

22 日 一般 衛生組合協議会 879-2097

25 水入学周知会 小学校 879-2012

25 水編物教室（ストール） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251
24 水

保育参加 全児、保護者 川東保育所 879-5079
26 金

26 木 香川保健センター 879-0371

26 木懇談会 全校生 中学校 879-2131

27 金懇談会 全校生 中学校 879-2131

28 土 香川保健センター 879-0371

31 火 幼稚園 879-4602

　　　２　　月 　　　　如　　　月
3 金春を待つ会 全児、川東長寿会 川東保育所 879-5079

3 金校内マラソン 全校生 小学校 879-2012

3 金節分行事（ふれあい遊びを楽しむ） 全児、川東長寿会 川東南保育所 879-5784

6 月ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

10 金定例会（遺言書について） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

11 土 一般 川東地区体育協会 090-2789-2977

12 日学習参観 保護者 小学校 879-2012

14 火未就園児学級（いちご組） 幼稚園 879-4602

15 水高齢者教室（転倒骨折予防　講師：市民病院） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

15 水打ち込みうどん作りをしよう 全児、すくすくクラブ 川東南保育所 879-5784

16 木 一般 香川保健センター 879-0371

16 木人権教室 延寿会・東谷婦人会会員 延寿会・東谷婦人会 879-7997

18 土定例会（環境リサイクル：古新聞でバック作り） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

18 土授業参観 全校生 中学校 879-2131

18 土保健委員会研修会（食事に気をつけて骨粗しょう症を予防） 一般 香川保健センター 879-0371

22 水編物教室 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251
22 水

期末テスト 全校生 中学校 879-2131
24 金

24 金お別れ遠足（さぬきこどものくに） 園児 幼稚園 879-4602

　　　３ 　月 　　　　弥　　　生
2 金元気会（上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

2 金ふれあい広場（ひなまつり会、ひなケーキ作り） 全児、川東長寿会、日生自治会 川東南保育所 879-5784

5 月ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380
8 木公立入試 ３年生 中学校 879-2131
9 金

9 金定例会（反省会） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

10 土定例会（総会の打ち合わせ） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

11 日 一般 衛生組合協議会 879-2097

13 火歌って踊ってみんなで楽しもう 全児、すくすくクラブ 川東南保育所 879-5784

16 金終了式 幼稚園 879-4602

16 金卒業証書授与式 卒業生・在校生 小学校 879-2012

19 月 園児 幼稚園 879-4602

21 水高齢者教室（健康に関する事　講師：管理栄養士） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

22 木就学する子どもを送る会 修了児と保護者 川東南保育所 879-5784

23 金就学する子どもを送る会 修了児と保護者 川東保育所 879-5079

23 金 全校生 小学校 879-2012

24 土 未就園児と保護者 川東・南保育所 879-5079

25 日総会 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

31 土総会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

　　　４　　月
2 月ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

6 金始業式 全校生 小・中学校 879-2012

7 土定例会 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

10 火入学式 全校生 中学校 879-2131

13 金定例会 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

28 土 未就園児と保護者 879-5079

28 土参観、ＰＴＡ総会（予定） 全校生 中学校 879-2131

70才以上、非デイサービス利用者

定例会（24年度事業計画打ち合わせ）

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

第6回エアポートクリーン作戦

24年度入学予定者の保護者

子宮顕がん検診(20才以上)、乳がん検診(40才以上 要予約) 23.4.1の偶数年齢女性

子宮顕がん検診(20才以上)、乳がん検診(40才以上 要予約) 23.4.1の偶数年齢女性

平成24年度入園周知会（3歳児） 24年度入園予定者とその保護者

70才以上高齢者

第26回 トリプルかがわ健康マラソン大会

24年度入園予定者とその保護者

献血（香川支所駐車場 10:00～､13:00～）

70才以上、非デイサービス利用者

70才以上高齢者

第3回一斉清掃

23年度終了児とその保護者

第2学期終業式

2学期終業式・終了式・離任式

出前保育（香川図書館2Ｆ）

　　　　卯　　　月
70才以上高齢者

出前保育（香川図書館2Ｆ） 川東・南保育所

　エアポートクリーン作戦が開催されます  
                        　　　　　   - 衛生組合協議会 -

平成２４年１月２２日（日）高

松空港周辺での一斉清掃が地元

の衛生組合協議会や連合自治会

などでつくる実行委員会の主催

により、開催されます。皆さん

のご参加をお待ちしています。
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