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川東校区の登録人口　
（24年12月1日現在）

 　　　　 　   対前年同月比

人口　　　7,997　  (- 39)

　男性　  3,896　  (- 21)

　女性　　4,101　  (- 18)

世帯数 　 3,100    (+ 22)

市人口  429,105    (+446)

  

　

　　　

川東校区各団体の行事予定

vol.10

　エアーポートクリーン作戦を行います

　

　　　

川東校区内の巳年の方にききました。　今年の目標

　  新年あけましておめでとうございます。

　昨年は皆様に大変お世話になり、生かして頂いて有難う

ございます。

激動の世の中ではありますが、我が校区では更に良きまちづくりを

目指し、各組織団体が連携して部活動を活発化させ、皆様の安心と

安全の確保、更には各種ふれあい事業を通じて地区全体の活性化を

考えております。

本年もよろしくお願いいたします。

　　　　　　　川東校区コミュニティ協議会 会長 佐藤 博美

　

　　　

　「何か地域の人たちに恩返しできないかな。」

子どもの一言から川東小学校五年生の「川東アピール隊」の

活動が始まりました。まず、ふるさと龍桜まつり２０１２に

ついての新聞やポスターを作って発信しました。 

また、スタンプラリーを企画し、陶芸クラブの方々に教わって

箸置きや小皿のプレゼントも用意しました。そして当日。

「川東アピール隊」のたすきをかけた子どもたちの元気な声が

響き渡りました。川東の素晴らしさ、地域の方の温かさを強く

感じた一日でした。　川東小学校五年担任　　　山村　明子

川東アピール隊の誕生

　年末交通安全キャンペーン

　～川東幼稚園児たちも参加！～

 

　　    折り返し１年目に

　                　　下川原自治会　淵田素子

　年女です。しかも５周目を走り終えて、どうやらこ

こは折り返し地点。今からは引き算の道らしい。

とは言っても周囲を見渡せば、

何とお元気な先輩方の多いこと。

私はと言えば折り返しを目前に

思わぬ故障を抱えている。

この先どこまで歩けるか、今年

こそ故障を克服し体力をつけて、

元気に先輩方に続こう！

　また、これからは自分の事だけでなく、誰かに喜ん

でもらえる人になりたい、とも思う。学生の頃から、

いつか朗読などを通して目の不自由な方や文字が読み

辛くなった方の心を暖めるお手伝いがしてみたい、と

思ってきた。そろそろ始める時かな、と思う。　今年

を私にとって新しい１年目にしよう。

　　　　全力で！ 

　　　　　川東小学校５年 鴨島東自治会　高嶋桃子

　いよいよ小学校の最高学年になります。

川東小学校の「あいさつ運動」も６年目をむかえま

す。朝の正門でのあいさつを大きな声で呼びかけ、　

　　　　　　　　　もっともっと広めていきたい　　

　　　　　　　　　です。

　　　　　　　　　　９年目になるバレエも、集中　

　　　　　　　　　してレッスンし、発表会や

　　　　　　　　　　コンクールで上手におどれる　

　　　　　　　　　ようにしたいです。

やりたい事がたくさんあるので、時間を有こうに使っ

て、何事にも全力で取り組んでいきたいと思います。

香川交番 所長 平井 一伸

　　　　「１１０番」の正しいかけ方　　

　　　　　あけましておめでとうございます。

　　　　　１月１０日は「１１０番の日」です。

　　緊急の事件、事故が発生した時は、１１０番　

通報をして下さい。

　１１０番をする場合、そのまま数字の１１０を

順に押して下さい。携帯電話も同じ要領です。

そして、一般道路では、目標物

（コンビニ等）、高速道路では、

道路左端のキロポストをあわてずに

正確に答えてください。

　

　　　
　

　　　

第４回文化祭を開催

　１１月１０、１１日の両日、改善センター周辺で

ふるさと龍桜まつり川東２０１２（文化祭他）を開

催しました。

多数の方々のご協力を得

て盛大に開催できました、

有難うございました。

次回もがんばりましょう。

－川東校区文化祭実行委員会－

平成２５年１月２７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。

－衛生組合協議会－
トリプルかがわ健康マラソン大会を行います

－生涯学習部会－
主　催　川東地区体育協会

日　時　平成２５年２月１１日(建国記念日)

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お願いします。

河川清掃を実施しました －衛生組合協議会－

１２月９日（日）８時から香東川の自転車道路沿い、天満川沿いを約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。

　

　　　

　　　　　　　香川県の交通事故死亡者数は、全国ワースト１位。

　　　　　　１２月１２日には、川東下交差点で事故撲滅の街頭

　　　　　　キャンペーンを行い、幼稚園児のかわいい手から交

通グッズをドライバーに手渡しながら無事故を呼びかけました。

　死亡事故の特徴は、①高齢者が６割　②交差点　③夜間

　④シートベルト不着用　が挙げられます。

みんなでルールを守って、事故をなくしましょう。

交通安全母の会 会長　井上久美子

⇧⇧キロポストキロポスト
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　　　行　　　　　　　　事 　　　対　　象　　者 　関 係 団 体  連 絡 先

　　　１ 　月 　　　　睦　　　月
27 日 高松エアポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-0125

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

11 月 トリプルかがわ健康マラソン 一般 川東地区体育協会 090-1009-2158

24 日 保健委員会研修会 一般 保健委員会 879-0371

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

10 日 第３回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

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

（Ｈ２５年４月１日にコミセンは改善センターに移転しますが、Ｈ２５年１０月までは現在の所を仮事務所として使用します。）

70才以上の方

70才以上の方

70才以上の方

Ａ３用紙

http://tmk.kwgi.net/
mailto:info@kawahigashi.net
http://www.kawahigashi.net/
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－福祉部会－  －生涯学習部会－

 －保健部会－

 －文化財部会－
 －東谷コミュニティ部会－

さぬき歌舞伎まつり IN 金丸座

川東アピール隊の応援で募金３３％アップ

　１０月１０日（水）と１１月１２日（月）ガイナーズの選手とＰＴＡ

健全育成部会、生涯学習部会等のメンバーで挨拶運動をしました。場所

は、川東小学校正門前。最初は、恥ずかしがっていた児童たちも、ガイ

ナーズの選手が挨拶しながらタッチしてくれるのに励まされて、だんだ

ん大きな声で挨拶できるようになっていきました。

　１２月２日（日）改善センターで「地域で見守る認知症」をテーマと

して実施しました。

講師は、いわき病院認知症疾患医療センター

　　　　精神看護専門看護師・保健師　土岐弘美先生。

　１１月１７日・１８日の２日間、

四国内の農村歌舞伎保存団体と、遠

く岐阜県中津川の東濃歌舞伎中津川

保存会とで歌舞伎三昧のイベントが

行われました。

わが祇園座は初日第一幕で、川東龍

桜まつりでも公演した「傾城阿波乃

鳴門」を熱演しました。

　島根県の小さな集落で抱える少子

化・超高齢化の中、人形浄瑠璃など

で『町おこしをしよう!!』と活動を

している岡田氏のお話の後、質疑応

答等和気藹々と勉強できました。

　１１月１０日・１１日、川東校区文化祭の時に川東地区共同募金委員

会の街頭（イベント）募金を行いました。１０日に川東小学校5年生の生

徒さんが応援に来て、募金の呼びかけをして頂きました。

結果、募金金額８０，０４５円（昨年比１３３％）募金人数３７０人

（昨年比１８６％）となりました。募金をしてくださった方、ならびに

川東アピール隊の生徒さんありがとうございました。

また、自治会での募金、企業募金、学校募金、職域募金等のご協力あり

がとうございます。

これらの募金は、県や高松市と、川東地区に分けられてそれぞれの福祉

に使われます。

ガイナーズ選手と一緒に挨拶運動！ 

親睦研修旅行  (11月23日)

   ～智頭町新田集落～

保健委員会研修会を開催！

<訓練感想>

『日頃の安全を誰が支えるのか』を考える時、まず第一は住民です。

となり近所の支え合いです。まさかの瞬間、生死を分けるのは訓練経験の

あるのとないのとでは大違いと言われます。今回の訓練を通じ、知識だけ

でなく、自分の手足を動かし、『備え』や『逃げる』を理解し、とっさに

取るべき行動を体に覚えさせることを学びました。

　１１月２５日（日）午前９時～正午まで日生グランドで川東校区コミュ

ニティ自主防災会、高松市災害時指定職員、高松市南消防署香川分署、消

防団香川分団第３部第４部、日生地区の４自主防災会が「避難、土嚢、救

出、応急、搬送、初期消火、起震車体験、炊き出し訓練」を４００人余の

参加者により実施し、合わせて川東校区安心ﾈｯﾄﾜｰｸによる要援護者の安否

確認訓練を行いました。　　　　

川東校区自主防災訓練及び安否確認訓練を実施

日生自主防災会 会長 井上忠孝

やれることを悔いなくやろうという

姿勢と、少しでも村を良くしようと

いう岡田氏の想いが伝わり、私たち

も活力を分けてもらえました。

　また、智頭宿の国の文化財である

石谷家を見学したり、地酒に舌鼓を

うったりと楽しい旅行になりました。

　　ふれあい交流祭り健康相談コーナー　　　－保健部会－

　１１月１０日・１１日に開催されたふるさと龍桜まつり２０１２の

「ふれあい交流祭り健康相談コーナー」では２日ともたいへん好評

で、延べ６３７人の参加がありました。

来年もがんばります。ありがとうございました。

川東校区からも

多くの応援団が

駆けつけ、舞台

の上をおひねり

が飛び交いまし

た。

国の文化財石谷家

説明会の模様

初期消火訓練

認知症は誰でもなる身近な病

気です。６５歳以上の１２人

に１人は、認知症の可能性

が･･･。認知症の治療方法、接

し方などわかりやすいお話で

した。質疑応答も活発で有意

義な研修になりました。

皆さん自身や周囲の方で気に

なることがあれば、早めの相

談や受診を進めましょう。

次回の研修は平成２５年２月２４日（日）の予定です。

皆様のご参加お待ちしています。

起震車で震度体験
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