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川東校区各団体の行事予定

普段生活していて、

　○このカーブミラーが見えにくいな。

　○この公園は、草木が茂っていて、外から

　　中が見えないな。

　○見たこともない人が長時間近所をうろうろ

　　　　しているな。

等、危ないな、不安だなと感じたことはありま

せんか。

　警察では、そのような情報を地域の皆さんに

提供していただき、より細やかに地域の不安を

取り除いていきたいと思っています。

地域の安全のため、情報提供をお願いします。

　　　　　

            香川交番　　所長　山口真由

危ない場所、教えてください

vol.9

元気会のごあんない

日　程　平成２４年１１月１０日（土）、１１日（日）

場　所　香川町農村環境改善センター、高松市香川図書館

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）

（ 第 ４ 回川東校区文化祭 ）

バザーのご案内

ふるさと龍桜まつり川東２０１２のご案内

詳しくは、別紙の龍桜特別号を

　　　　ご覧ください！

小学生の歌舞伎小学生の歌舞伎

・元気会は川東校区を７つのブロックに分け、 

　１年間で一巡します

・対象は、７０歳以上の方でﾃﾞｲサービスを受け

　られていない高齢者です

・会費は、軽食の材料代２００円程度です

・お申し込みは、自治会内回覧板でお願いします

　

　　　
昨年の震災訓練

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。

　平成２４年度は日生ブロックにおいて震災対策訓

練を行いますのでご参加下さい。

　なお、来年度は校区全体で行う予定です。

日　時　平成２４年１１月２５日（日）

　　　　９：００～（小雨決行）

場　所　日生団地グリーンセンター、運動場

　同時に川東地区全体の安心ネットワーク安否

確認訓練も行います。　

震災対策訓練（日生ブロック）

－川東校区自主防災連絡協議会－

　１０月は「環境美化月間」です。そして市民一斉に清掃する『たかま

つきれいでー』として１０月の第４日曜日を美化活動の重点日に設定し

ています。川東校区でもこの日に合わせ、本年度第２回の一斉清掃を実

施します。定例の事業になっていますので今回もよろしくお願いしま

す。

　また、１２月９日（第２日曜日）は不法投棄撲滅の『河川清掃等』を

予定しています。河川（香東川・天満川）周辺以外の場所での粗大ご

み・不法投棄等があれば（別途依頼済アンケート調査により）お申し出

下さい、検討することになっています。

　さらに、年明けて１月２７日（第４日曜日）に『エアポートクリーン

作戦』があります。空の玄関ー高松空港ー周辺をきれいにしましょう。

昨年の河川清掃

～ まちをきれいに ‼ ～  －環境安全部会－

－福祉委員協議会－

　　街頭募金（文化祭会場）

・日時：平成24年11月10日・11日

　　　　11時～13時

・場所：川東校区文化祭会場

・うどん県バッジの配布（1,000円以上）

　農村環境改善センター・香川図書館

　２，０００円以上の募金は、

　所得税の税額控除の対象となります。

　皆様から頂いた募金は、

福祉団体・施設へ助成し

地域の福祉向上に役立て

ています。

共同募金のお願い

－川東地区共同募金委員会－

①
日時 場所 柳原･立満集会場

地域 柳原､立満､下川原､梅香井､東高須 等

②
日時 場所 改善センター

地域 漆原､龍満ミサワ､鴨島､日生団地 等

③
日時 場所 川内原上部会館

地域 川内原､飯田原､岡の峰､嫁坂 等

④
日時 場所 安原ふれあい館

地域 下倉､鮎滝 等

⑤
日時 場所 東谷コミセン

地域 東谷全地域

⑥
日時 場所 岩崎自治会館

地域 岩崎､林ケ内､川上､浦山 等

⑦
日時 場所 川東コミセン

地域 力石､城ケ内､新開､馬背､平松､国政 等

１０月３１日(水)

１１月２１日(水)

１１月３０日(金)

１２月　５日(水)

１２月１２日(水)

　１月　９日(水) 

　１月１８日(金)

　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　関 係 団 体  連 絡 先

　　　　神　無　月
28 日 第２回校区一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

31 水 元気会（柳原・立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

　　　　霜　　　月
10 土 ふるさと龍桜祭り川東２０１２ 一般 文化祭実行委員会 879-421511 日

21 水 元気会（改善センター） 福祉委員協議会 879-2380

25 日 一般 自主防災連絡協議会 879-4215

30 金 元気会（川内原上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

　　　　師　　　走
3 月 ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

5 水 元気会（安原ふれあい館） 福祉委員協議会 879-2380

9 日 河川清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

12 水 元気会（東谷コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

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

18 金 元気会（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

27 日 高松エアーポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-0125

　　　10 　月

70才以上、デイサービス非利用者

　　　11 　月

70才以上、デイサービス非利用者

震災対策訓練(日生ブロック)

70才以上、デイサービス非利用者

　　　12 　月
70才以上の方

70才以上、デイサービス非利用者

70才以上、デイサービス非利用者

70才以上、デイサービス非利用者

70才以上、デイサービス非利用者

川東校区の登録人口　
（24年9月1日現在）

 　　　　 　   対前年同月比

人口　　　8,019　  (-  6)

　男性　  3,906　  (- 10)

　女性　　4,113　  (+  4)

世帯数 　 3,095　  (+ 27)

市人口  428,510    (+214)

http://tmk.kwgi.net/
mailto:info@kawahigashi.net
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 －保健部会－

 －文化財部会－  －東谷コミュニティ部会－

　香川県は糖尿病の受療率が全国第Ⅰ位を占めています。うどん県

で有名ですが、その第１位の要因は、野菜の摂取量が少ないことだ

そうです。今回は生活習慣の改善で予防が可能な２型糖尿病につい

て説明がありました。糖尿病の４割は健康診断で判明するそうで

す。これからの健康づくりのために生活習慣のチェンジが必要であ

り、自分の体力を知り、日常生活の中でちょっとした工夫をするこ

とが大切とのことでした。宮武先生は、生活習慣のチェンジとして

生活の中で万歩計をつけているそうです。また、歩いて１０分のと

ころに駐車場を借りていると話されていました。吉岡先生からは、

テーブルの上にお菓子やリモコンを置かないで少し高いところに片

付けるなど生活の中で運動の機会を増やすことが大切とアドバイス

　　　　　　　　　　　　　　　　がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　 厚生労働省による健康寿命の報　

　　　　　　　　　　　  　 　　告(６月)によると、男性70.42歳

　 　　　　　　　　　　　　　　　女性79.55歳となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　 川東校区で生活している私たち   

                          　　 もお互いに生活習慣のチェンジ　

　　　　　　　　　　　　　　　　によって元気で長生きできるよ

う　　　　　　　　　　　　　　　に心がけたいものです。

保健委員研修会開催される

日時：７月１２日　場所：高松市民防災センター(高松南消防署)

演題：「増えている糖尿病」～その予防のために～

講師：香川大学医学部衛生学　宮武 伸行先生

　　　健康運動指導士　　　　吉岡 哲先生

○そんな文化の秋のトップ

バッターは、９月９日(日)に

開催された讃岐の奇祭『ひょ

うげまつり』です。最後に神

輿が入るのは川東校区にある

『新池』です。今年も可愛い

巫女さんが川東校区からも参

加しており祭りに華を添えま

した。

文化の秋がやってきました!!

８月１４日、さぬき高松

まつりの「総おどり」に

川東校区コミュニティ協

議会を代表して参加しま

した。

毎年恒例の歌舞伎の化粧

をばっちりして、高松の

まちを踊り歩きました。

　今年で３年目となる、川

東小学校４年生の『東谷宿

泊学習』が９月８・９日に

行われました。東谷で自然

や文化に触れて子どもたち

は、またひとつ大きくなり

ました。

　保護者の方はもとより子

ども会や先生方、地元東谷

の協力者にと沢山の人の力

で良い思い出を作ることが

できました。

　私たち地区福祉委員は、

川東校区内７０才以上の

高齢者を対象にふれあい

広場を開設しています。

　年間約３００名の参加

者の方々は、編み物、銭

太鼓、折り紙ぬり絵、お

しゃべり等、自分の好み

に合ったグループでお楽

しみ頂いています。

　また、お茶会、盆灯篭作り、童心に返って七夕飾り等、季節の行事

も取り入れています。お昼には、手づくりの軽食を食べながら、お

しゃべりにうれしいひと時です。　皆様のご参加をお待ちしていま

す。　　　　　　　 　　　　　　　　　福祉委員協議会 川東地区

　東谷コミュニティ部会では、毎年東谷地区住民を中心として、川東校

区やそれ以外の方たちと親睦を深めようと日帰り旅行を毎年企画してい

ます。

　本年の行き先は鳥取県智頭町。宿場町として栄えた街を散策して、人

形浄瑠璃や村おこしで注目されている新田集落を視察します。

　先着４０名までの申込みです。お早めに申込み下さい。

　日時　　：平成２４年１１月２３日（祝）７：００東谷出発

　費用　　：９,０００円（４０名の場合）

　申込み先：東谷コミュニティセンター

　　詳しくは・・・090-1572-7932【鎌田まで】

毎年恒例!!　東谷親睦研修旅行のご案内♪

○自然や文化に触れて

・実施日　毎月第１月曜日（但し､１､５､１１月は休み）

・時　間　１０時～１３時まで

・会　費　１５０円（材料代）

※　当日の予約は要りません。お気軽にご参加ください。

○そして農村歌舞伎では、高松市が屋島の山城など山城で交流してい

る福岡県大野城市にて９月２３日、川東小学校児童が『おおの山城大

文字まつり』を公演しました。

・智頭町、新田の相生文楽人形芝居 

　明治７年に始まった人形浄瑠璃芝居

は、人間国宝桐竹紋十郎の技が息づく

伝統芸能として隆盛を極め，県内外で

その名が知られています。

ふれあい広場

研修会

ひょうげ祭り

宿泊学習

高松まつり

　平成２４年９月４日に開催された総会において、役員が改選されま

した。会長に青木弘之、副会長に須田敏明、吉本朝男の各氏が選任さ

れました。また、川東校区の７１単位自主防災組織は、８つのブロッ

クにわかれていますが、松原鷹志(川東西ブロック)、松本義治(川東中

央ブロック)、土居忠行(川東上ブロック)の各氏がブロック長として新

たに選任されました。

　－新会長あいさつ－

　９月総会において、会長の重責を負う事となりました青木です。自

主防災会が平成２０年に設立され早いもので、４年が経ちました。さ

て、昨年３月に東日本大震災が発生し、その大きさに誰もが驚いたも

のです。その震災が教訓となりましたが、素早い避難という初期段階

の的確な判断が尊い命を守ります。それには、校区住民の一人ひとり

が、日頃から災害時に備える安全な避難経路や自治会ごとに定められ

た避難場所を十分に認識し、自主防災組織での防災対策訓練に参加す

る事により、防災意識が高まると同時に被害の軽減が図れるものと確

信しております。新体制のもと、校区住民の方々のご支援ご協力を賜

りながら組織運営に努めたいと思っています。

－川東校区自主防災連絡協議会－ふれあい広場開設のお知らせ  －福祉部会－  －生涯学習部会－○さぬき高松まつりに隈取り参加

自主防災連絡協議会 総会を開催
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