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川東校区の登録人口
（24年6月1日現在）

 　　　　 　   対前年同月比
人口　　　8,016　  (- 30)
　男性　  3,901　  (- 27)
　女性　　4,115　  (-  3)
世帯数 　 3,091　  (+ 20)
市人口  428,330    (+246)

りゅう　おう

　　　　　　

　４月２９日（日）東谷平尾神社境内にて、賑やかに開催しました。

　農村歌舞伎保存会の「祗園座」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。

　中でも大西市長や宮脇香川一中校長、柾木川東小学校校長、柳川高松南

消防署香川分署長、松浦体育協会会長等、当協議会有志が出演した「白浪

五人衆」は観客の大きな拍手や声援で盛り上がりました。

協議会有志

小学生

　みんな寄りまい川東２０１２を開催しました　　　　－ 川東校区ふれあい祭り実行委員会 －

祇園座保存会

　６月になってから、香川町の国道１９３号線（空港通り）沿い

にて、痴漢が連続して出没しています。

　痴漢が出没するのは塾帰りの高校生等が帰宅する、午後９時こ

ろから午後１１時ころまでの間です。

　夜の一人歩きを避ける、防犯ブザーを携行する等の防犯対策を

とると共に、万が一、痴漢被害に遭えば、大声を出す、路上の石

や砂を活用する等して、相手から距離をとってすぐに逃げ、自分

の身を守りましょう。

　　　　　　

痴漢事案多発！！　～被害に遭わないために～
Ｖｏｌ．８

  

香川交番　所長　山口真由

　

　　今回から昔からの伝承行事等を連載しますが、今回は、一風

  変わった祭り２点（＊１，＊２）を取り上げてみました。

　　日　付　　　　　　　　名　　称　　　　　　場　所　　

　７月１５日（日）　川東八幡神社土用夏祭り　　川東下　　　

　８月１１日（土）　ちゃらちゃん祭り　　　　　東谷

　９月　９日（日）　ひょうげ祭り*2　　　　　　川内原、浅野

１０月　１日（月）　下倉八幡神社秋大祭　　　　安原下

　　　　８日（月）　金比羅宮　馬背秋大祭*1 　 川東上馬背

　　　　８日（月）　天尾神社　　　　　　　　　川内原宮下

　　　１４日（日）　川東八幡神社秋例大祭　　　川東下

　　　２１日（日）　平尾八幡神社秋大祭　　　　東谷１５５０

１１月10,11日(土日) ふるさと龍桜まつり川東　　川東下

川東校区のこれからのお祭り　　　－ 広報部会 －

　　　　　＊1 金刀比羅宮　馬背秋大祭

川東上、馬背自治会の金刀比羅さんでは、昔から力石獅子組に

よって秋祭りに「さしましょ」（「さし上げる」の意味）が行わ

れています。

一風変わったお神輿「さしましょ」は、ドラム缶を土台に木を組

み、笹・榊をしめ縄で巻き、先には稲穂と御幣を付けています。

　家に着くと「さしましょ」を中心に踊り、繁栄祈念の万歳三唱

して次々に家を廻って行きます。

川東上　馬背の金刀比羅さんの

　　　 お神輿「さしましょ」

　　　　　　　　　＊2 ひょうげ祭り

　「ひょうげ祭り」というのは、ひょうきんなまつりという意味で、

江戸時代、水不足に苦しむ農民のために、川内原の新池を築造した矢

延平六（やのべへいろく）の功績をたたえるとともに、水への感謝と

今年の豊作を祝う祭りです。現在も続くこのお祭りは、香川県の無形

文化財となっており、浅野校区のひょうげ祭り保存会の手によって、

毎年９月の第２日曜日に実施されています。

川東校区各団体の行事予定
　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　関 係 団 体  連 絡 先

　　　７ 　月 　　　　文　　　月
8 日 第１回校区一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-2097

12 木 中学生、一般 更生保護女性会

　　　８ 　月 　　　　葉　　　月
6 月 ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

11 土 ちゃらちゃん祭り（東谷） 一般 ちゃらちゃん祭り実行委員会 090-5146-7460

　　　９ 　月 　　　　長　　　月
3 月 ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380
8 土 東谷宿泊学習 川東小学校４年生 川東小学校 879-20129 日

9 日 ひょうげ祭り 一般 ひょうげ祭り保存会 839-2660

　　　　神　無　月
1 月 ふれあい広場 福祉委員協議会 879-2380

28 日 第２回校区一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-2097

31 水 元気会（柳原・立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

社会を明るくする月間発表会　
（香川総合体育館）

高松保護神作所
　822-5445

70才以上高齢者

70歳以上高齢者　

　　　10 　月
70歳以上高齢者　

70才以上、非デイサービス利用者
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川東地区共同募金委員会から報告します　－ 福祉部会 －
集まれ！「龍っ子くらぶ」　　　　　－ 生涯学習部会 －

検診のお知らせ 　　　　　　　　　－ 保健部会 －
地道に活動してます！　　   － 文化財部会 －

　文化財部会は当協議会のテーマの一つである校区の文化財の保護・伝承

等を目的として、東谷地区に江戸時代から伝わる農村歌舞伎と川内原地区

の新池にまつわるひょうげ祭り等の保護・伝承活動を行っています。

　先日、私達は高松ユネスコクラブから、活動状況の見学を依頼され、祇

園座の歌舞伎小屋を御案内しました。衣装を着けての歌舞伎体験をした

り，農村歌舞伎がどんなものなのか、また香川町農村歌舞伎保存会の活動

が日本ユネスコ協会の未来遺産に登録された経緯等をお話しました。

　このように私達の活動を地域内外の皆さんへＰＲすることも、意味のあ

ることではないかと思い、地道に頑張っています。

　　　　　　　　文化財部会事務局　鎌田直子

　川東校区放課後子ども教室「龍っ子くらぶ」は、地域や行政など様々

な協力のもと『子どもの安心・安全な居場所作り』に努めています。

　具体的には、子ども歌舞伎教室、料理教室、キンボールやグラウンド

ゴルフ等のスポーツ教室等の活動を行っており、毎月発行の「龍っ子カ

レンダー」（小学校を通じて配布します）にご案内しておりますのでお

気軽にお問合せ下さい（連絡先・申し込み先：川東コミセン）。

　※児童クラブに所属の方も参加できます。その場合、申し込み時に児

童クラブに所属していることを申し出てください。

　　龍っ子クラブコーディネータ＆生涯学習部会事務局 鎌田直子

　胃がん、肺がん、結核（集団）検診が７月から始まります。検診の

受診券が個人宛てに６月末頃送られます。皆さんぜひ受診しましょ

う。昨年まで各家庭に配布されていた黄色いチラシは配布されません

ので、詳細は平成２４年度香川地区保健カレンダーをご覧下さい。

　　　お問合せ先：香川保健センター　電話：８７９－０３７１

　　　　　　参考！　≪禁煙する３つの方法≫
その１　タバコ、ライター、灰皿など喫煙に関するものすべて処分　

　　　して、家族友人などに禁煙宣言する。　　　　　　　　　

その２　タバコその他は、いつもどおりおいておく。

　　　　今日一日禁煙してみよう。

　　　　一日できたからもう一日・・・。

その３　禁煙補助薬を利用する。

　　　　ニコチンガム､ニコチンパッチ､飲み薬など｡

　　　　医師に相談すれば保険適用もあります。　　　　　　

　自分のため、家族のため、ぜひ禁煙に挑戦してみて下さい。　　　

　　　　保健部会事務局　白川早苗

　福祉部会への参画団体の一つである川東地区共同募金委員会は、

川東地区の皆様から、昨年度（平成２３年度）は赤い羽根共同募金

として総額１，２０９，３６４円をいただき、このうちの６％（各

地区共同募金会間で定率）分の折りたたみ机１０台が、社会福祉法

人香川県共同募金会から平成２４年４月、川東校区コミュニティ協

議会（東谷コミュニティセンター）へ還元寄付されました。

　当協議会は、その寄付された机を４月２９日に実施された、ふれ

あい交流事業（東谷農村歌舞伎公演）の際に早速活用しました。

募金をして下さった川東地区の皆様、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　福祉部会事務局　鶴見 秀信

農村歌舞伎 受付で使用 農村歌舞伎　バザー会場で使用

厚生労働省では、平成4(1992)年から

　世界禁煙デーから1週間を

　「禁煙週間」（5月31日～6月6日）

と定めて、普及啓発を行っています。

 歌舞伎稽古に励む子供た

ち

 歌舞伎小屋見学風

景

香川交番見学会キンボール教室

会員記念バッチ

ＳＰは、平成２３年５月１６日に発

足し、高松南警察署管内では平成２

３年中に、１，４２１人の方が会員

として登録されました。

お申し込みは

　川東コミュニティセンターへ

　　ＳＰの会員募集！　　　　　　　　　　　　－ 環境安全部会 －

                ＳＰってなに・・？？

　ＳＰとはセーフティポリスの略称で、会員記念バッチは、あの警察犬

「きな子ちゃん」です。

　ではセーフティポリスとは・・、それは「安全で安心なまちづくり」

の一つとして取り組んでいる事業で、会員になって日常の生活の中で

　１　不審な人を見かけたり

　２　犯罪につながるような危険な場所を見たり

　したような時に、警察にその情報をお知らせするものです。

そのような市民の情報により、警察がパトロールしたり・監視すること

で～犯罪や事故の起きにくい社会～を目指しています。

　　　　　　　　　　　　　自主防犯推進協議会会長　真鍋 隆幸

そうです『ちゃらちゃん祭り』の季節です。

　今年で５回目のこのお祭りも、やっと定着し

てきたかなぁ～と感じてきました。

　お囃子隊の結成や、踊り子育成に力を入れた

りと、少々文化的活動になりつつあります｡

　また、大河ドラマの影響で平家ゆかりの地を

巡りにお客様が訪れたりするので、祇王山の整

備にも力が入ります。

　東谷の夏は今年も熱いでっ！

　皆、浴衣着て来まいよっ！

※バザー券の前売りは８月９日までです。

　　東谷コミュニティ部会事務局　鎌田直子

東谷の夏は熱いでぇ

やってきました、熱い夏！ 　　 － 東谷コミュニティ部会 －

８月１１日（土）
東谷で会いましょう!
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