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－川東校区ふれあい祭り実行委員会－

  

　

　　　

川東校区ふれあい交流祭りを行います
　・日時　４月２９日（日）　１０：００～１４：３０

　・場所　東谷平尾神社境内他　　　　　　　　　　　

　・イベント　（１）農村歌舞伎公演　　　　　　

　　　　　　　（２）郷土物産販売・バザー　　　

　　　　　　　（３）ふれあいウォーキング

振り込め詐欺警報発令中　

香川町も狙われている

先日、香川町内の６０代女性宅に、こんな電話があり

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「お母さん、扁桃腺がはれて熱が出たのでどこの医

者に行ったらいいのかな。それに、俺の携帯電話を変

えたので言っておく。」この女性は、すぐに電話を切

り、自分の知っている息子さんの電話番号に電話をし

て確認したところ、元気でピンピンした息子さんが電

話に出たそうです。「電話番号を変えた」は詐欺の手

口です。

　信じる前に、この女性のように確認をしましょう。

　　　　　　香川交番　所長　山口真由　

春の全国交通安全運動展開中
　　　   　　－川東校区交通安全母の会－

　４月６日（金）から１５日（日）まで春の

全国交通安全運動を推進中です。

　川東校区では「交通事故死ゼロを目指す

日」街頭大キャンペーンを実施し、事故防止

を図ります。

　日時：４月１０日（火）７：３０～

　場所：国道１９３号線　川東下交差点

　地域の皆さんも人や車の動きに十分注意し

事故を起こさないよう安全運転しましょう。

★会場へは、無料のシャトルバスをご利用ください

　　（駐車場のある香川支所、ＪＡ川東から出発）

★お得なバザーの前売り券を４月２５日まで発売中

　　（川東・東谷コミュニティセンター）
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登録人口  24年3月1日現在
 川東校区 　   対前年同月比
人口　　　8,013　  (- 69)
　男性　  3,903　  (- 34)
　女性　　4,110　  (- 35)
世帯数 　 3,076　  (+ 12)
市人口  428,415    (+504)
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５月２０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

親子・地域とのふれあいのチャンス！

　皆さん、ふるってご参加ください。

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

　　　４　　月 　　　　卯　　　月
6 金 始業式 全校生 中学校 879-2131

10 火 入学式 新入生 中学校 879-2131

11 水 入学式 新入生 小学校 879-2012

11 水 お花見ミニ遠足 川東保育所 879-5079

12 木 入園式 入園児とその保護者 幼稚園 879-4602

13 金 定例会（体操教室） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

20 金 学習参観・ＰＴＡ総会 全校生と保護者 小学校 879-2012

27 金 遠足 全児 川東南保育所 879-5874

28 土 授業参観・ＰＴＡ総会 全校生と保護者 中学校 879-2131

　　　５　　月 　　　　皐　　　月
8 火

修学旅行（沖縄） ３年生 中学校 879-2131
10 木

10 木 世代間交流 保育所児と川東婦人会 川東保育所 879-5079

11 金 親子遠足 園児とその保護者 幼稚園 879-4602

11 金 定例会（年金について） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

16 水 高齢者教室（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

17 木 定例会（身の回りの防犯対策について） 東谷婦人会会員 東谷婦人会 879-7251

20 日 川東校区運動会 全園児・全校生と保護者、一般 幼稚園・小学校 879-2012

26 土 運動会 全校生と保護者 中学校 879-2131

26 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

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

13 水 保育参加 全児と保護者 川東南保育所 879-5874

19 火 未就園児学級開催（いちご組） 幼稚園 879-4602

20 水 高齢者教室（暮らしのセミナー） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207

20 水 校内弁論大会 全校生 中学校 879-2131

22 金 ふれあい遊び 全児と自治会の方 川東南保育所 879-5874
22 金

集団宿泊学習 １年生 中学校 879-2131
25 月
27 水

予約者（チラシ回覧あり） 香川保健センター 879-0371
28 木
28 木

全校生、一般 中学校 879-2131
4 水

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

4 水 夏まつりお楽しみ会 保育所児と祖父母 川東保育所 879-5079

8 日 第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

12 木 親子の集い（未就園児学級・いちご組参加） 園児･入園予定者とその保護者 幼稚園 879-4602

12 木 「社会を明るくする運動」弁論大会 全校生 中学校 879-2131

13 金 個人通知された方のうち希望者 香川保健センター 879-0371

13 金 定例会（人権について） 川東婦人会会員 川東婦人会 879-4867

18 水 高齢者教室（人権講座） 川東長寿会会員・一般高齢者 川東長寿会 879-8207
19 木

懇談会 全校生と保護者 中学校 879-2131
20 金

20 金 保育終了日 園児 幼稚園 879-4602

21 土 夏季休業日開始 全校生 小学校 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

3･4･5歳児とすくすくクラブさん

70才以上高齢者

H25年度入園予定者とその保護者

骨粗しょう症予防教室(両日とも14:00～16:00)

オープンスクール（6/28～7/4）

70才以上高齢者

肺がん・結核検診：13(金) 17(火) 20(金) 27(金)の4日

－川東地区体育協会－ Ａ３用紙

http://tmk.kwgi.net/
mailto:info@kawahigashi.net
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－福祉部会－

　４月１７日（火）総会　・コミュニティ協議会

　　　　　　　　　　　　・香川町農村歌舞伎保存会

　　　２２日（日）総会　・連合自治会

　　　　　　　　　　　　・衛生組合協議会・保健委員会

　　　２９日（日）みんな寄りまい川東２０１２

　５月１５日（火）総会　・自主防犯推進協議会

　　　２０日（日）校区運動会

　７月２４日（火）総会　・自主防災連絡協議会

１１月１０日（土）ふるさと龍桜まつり川東２０１２　　１日目

　　　１１日（日）　　　　　〃　　　　　　　　　　　２日目

　　　２５日（日）２４年度川東校区自主防災連絡協議会

　　　　　　　　　震災対策訓練　日生団地地区

１２月　９日（日）校区河川清掃

　１月２７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

平成２４年度の主な予定

第６回エアーポートクリーン作戦を開催しました

お料理こんなんいかが　Ｖｏｌ．８

作り方

　①黒豆は一晩水に浸しつけ汁ごと鍋に入れ、弱火で煮て２／３

　　をつぶす。

　②牛乳を加える。

　③ゴボウはささがきにし、薄味のキンピラにする。

　④カボチャは切り、レンジで柔らかくする。

　⑤①～④を混ぜ合わせ、塩コショウをして俵型にまとめて、

　　小麦粉、卵、パン粉をつけ、油で揚げる。

　　つけ合わせに野菜の千切りを添える。

一口メモ

　＊カボチャ、サツマイモ、2里芋などを利用できる。

　　　　アドバイザー 生活研究グループ 菅原昭子

材料（４人分）　
黒豆（乾）１００ｇ　　
ゴボウ　　１／２本　　
カボチャ　２００ｇ　　
牛乳　　　　５０ｃｃ　
小麦粉、パン粉　適量　
卵　　　　　　１個　　
塩、コショウ　　適量　
サラダ油　　　　適量　

黒豆コロッケ

　年４回の役員会で活動計画を決めていますが、

ａ．保健委員研修会年３回(うち山田ブロックとの合同研修会１回)

ｂ．献血活動の推進　

ｃ．ふれあい交流まつりでの血圧・体脂肪測定、豆運びゲーム

などの活動を大勢のスタッフ（保健部会、保健委員会、香川保健セ

ンターの方々）にご協力をいただいて行っています。

　最近の活動としては、第３回保健委員研修会「骨粗しょう症を予

防しましょう」です、これを紹介します。

　２月１８日、研修会が香川保健センター１階研修室で、１０時か

ら骨密度測定、１１時から稲垣文子栄養士さんをお迎えして、「食

事に気を付けて骨粗しょう症を予防しよう」という演題でお話下さ

いました。少人数でしたが質問・意見などたくさん出て、和気あい

あいの中研修会が終りました。新年度も委員一丸となって保健活動

に、頑張って行きたいと思っています。よろしくお願いいたしま

す。　　　　保健部会　部会長　龍満トヨ子

　１月２４日（日）、高松空港周辺で不法投棄ごみを回収する一斉清

掃を、衛生組合協議会や連合自治会などでつくる実行委員会が主催

し、約１８００名が参加しました。

　毎年の清掃活動でゴミの量は減少していますが、今回も道路脇の谷

間に捨てられたテレビやタイヤなどのほか、空き缶やペットボトルな

ど約３トンを回収、おかげて空港周辺はとてもきれいになりました。

参加された皆さん、お疲れさまでした。

　２月１１日（祝）、龍満池周辺でトリプルマラソンが行われました。

昨年は雨で中止しましたが、今年は天気に恵まれ、皆さん元気いっぱい

に駆け抜けました。参加された皆さんご苦労様でした。

おしくて体に良い黒豆の料理です。

バトミントン部
　◆県中学校新人体育大会　男子ダブルス　
　　　　　　　　　　　　　　　第３位 池本 拓矢　白石 真隆 組
陸上競技部
　◆県中学校新人体育大会  １年　１５００ｍ　第３位　久保 春来
ソフトテニス部
　◇高松地区中学校新人体育大会　女子団体　優勝
女子バレーボール部
　◆県中学校新人体育大会　　　　女子の部　優勝
女子バスケットボール部
　◇高松地区中学校新人体育大会　女子の部　第２位
柔道部
　◆県中学校新人体育大会　男子５０Ｋｇ級　第２位　窪田 裕大
女子ハンドボール部
　◆県中学校新人体育大会　　　　女子の部　優勝
水泳部　　　　　　　
　◇高松地区中学校新人体育大会
　　男子２００ｍ　個人メドレ　　第２位　平尾 元
　　男子４００ｍ　自由形　　　　第３位　山口 輝

吹奏楽部
　第３５回全日本アンサンブルコンテスト地区大会
　◇地区代表 金賞 チームＣ,Ｄ（金管８重奏）
　◆県代表　 金賞 チームＦ（サクソフォーン４重奏）
　　　　　　　 竹内 美優、鏡原 梨帆、高森 美咲、岡 里紗子

その他
　◇高松地区中学校駅伝競走大会
　　男子の部　Ａチーム　第４位
　　女子の部　Ｃチーム　第１位　Ｄチーム　第２位

　昭和４０年の終わりに龍満

ミサワ団地の造成が始まり、

造成中に「立満ミサワホーム

団地」自治会として発足をし

ました。

　発足当時は、生活排水の処

理に集中浄化槽を使用し、ポ

ンプアップで遠くの水路に浄

化した水を流していたため、

問題も多く自治会費が非常に高かった。そんな中、団地周辺にも住宅

が建ち近隣住民の方も増えてきた。しかし、集中浄化槽は、近隣の方

には関係なく自治会には入れなかった。こうした中、自治会費の項目

を分類し、集中浄化槽使用者と未使用者との自治会費を区別して、近

隣住民の方も自治会に加入できるようにした。さらに平成８年には、

自治会全体が一斉に下水工事をして集中浄化槽の問題も無くなった。

　また、高松市との合併に伴い、連合自治会・コミュニティ協議会が

発足し、自治会の役割も単に自治会内の親睦だけではなく、「川東連

合自治会を中心とした地域コミュニティ活動の推進に協力し、魅力あ

る町づくりを目指す」自治会会則に昨年変更しました。

　こうして現在は、６３戸の会員が５班に分かれて活動を行い進化し

ています。　　龍満ミサワ自治会事務局　鶴見 秀信

自治会活動の紹介（龍満ミサワ自治会）
連載中連載中連載中連載中

－川東地区体育協会－

－衛生組合協議会－

－川東校区コミュニティ協議会－

－連合自治会－

平成２３年度抜粋　（◆県大会 ◇地区大会）

香川一中の部活活動状況をご報告します

部会の紹介「保健部会」

第２６回トリプルかがわ健康
マラソン大会を開催しました

－香川一中体育後援会－
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