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川東校区の登録人口　
（25年3月1日現在）

 　　　　 　 対前年同月比

 人口　　7,931　  (- 82)

　 男性  3,860　  (- 43)

　 女性　4,071　  (- 39)

 世帯数　3,097    (+ 21)

市人口  428,803    (+388)

　

　　　

川東校区各団体の行事予定

vol.１１
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コミュニティセンターの移転について
　本年4月より、川東コミュニテイセンターが農村環境改善センター

（旧呼称）の場所に移転となります。従来のセンターでは設備面等

で皆様に様々なご不便をおかけしてまいりましたが、念願どおり、

堂々たる設備を備えた川東校区のセンターに転用となりました。

　センターに適合させるための若干の付帯工事がありますが、完成

後は住民の皆様に十二分に活用していただいて、川東校区のまちづ

くりの拠点としていただきたくお願い申し上げます。

川東コミュニティ協議会会長　佐藤博美

　４月１６日（火）総会　・コミュニティ協議会

　　　　　　　　　　　　・香川町農村歌舞伎保存会

　４月２１日（日）総会　・連合自治会・衛生組合協議会等

　４月２８日（日）みんな寄りまい川東２０１３（東谷）

　５月　７日（火）総会　・コミュニティ自主防災会

　５月１９日（日）校区運動会

　５月２１日（火）総会　・自主防犯推進協議会

１１月　９日（土）川東ふれあい龍桜まつり２０１３（１日目）

　　　１０日（日）　　　　〃　　　　　　　　　　（２日目）

１１月２４日（日）川東校区コミュニティ自主防災会震災対策訓練

１２月　８日（日）校区河川清掃

　１月２６日（日）高松エアーポートクリーン作戦

－川東コミュニティ協議会－平成２５年度の主な予定（案）

○４月１日からの予定

　新コミュニティセンター

　　４月１日～１０月末日（工事期間）まで使用できません。

　旧コミュニティセンター

　　４月１日～１０月末日、これまでどおり使用できます。

　香川県では本年１月より、既に交通死亡事故が１０件発生し

１０名の尊い命が失われました。人口１０万人あたりの死者数は

全国ワースト５位､高齢者が大半を占めております。

　その危機的状況をふまえ、「春の交通安全運動」では､一人一人

が交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、弱者

である「子どもと高齢者」を交通事故から守るため、 

　　　①自転車の安全利用　

　　　②全座席のシートベルトとチャイルドシートの着用

　　　③飲酒運転の根絶　

　　　④交差点の「さぬ 　 とまろう運動」の励行　

など「思いやり」の運転を心掛けましょう。

春の交通安全　防ごう！子どもと高齢者の交通事故

｢春の全国交通安全運動」（4月６日～15日）

交通安全母の会 会長　井上久美子

　空き家・廃屋は、管理が行き届かず荒れた空間になれば、放

火の危険性や犯罪の場、犯行経路となる恐れがあります。

　また、子供たちのたまり場となることで、非行を誘発する可

能性も高くなります。

　警察では、このような場所を把握して、パトロールの参考に

しています。

　空き家・廃屋があれば、警察にご連絡をお願いします。

空き家・廃屋の発見にご協力

を

主　催：川東校区ふれあい交流祭り実行委員会

協　賛：川東校区コミュニティ協議会

連絡先：川東コミュニティセンター

　　　　℡　８７９－４２１５
と　き：４月２８日（日）１０時～１４時３０分

ところ：香川町東谷平尾神社境内

イベント概要

１　歌舞伎小屋祇園座　　　農村歌舞伎

２　平尾神社境内　　　　　郷土物産販売・バザー

３　ふれあいウォーキング　向坂～祇王山～平尾神

社

無料シャトルバスを運行します！

無料バス停留所

　・香川支所 ・ＪＡ香川川東支店 ・向坂 ・東谷コミセン

現地には駐車場がありません、無料バスをご利用ください。

春は
　若葉マークの車輌や
　ピカピカの１年生
にも十分気を付けてね

協議会総会

校区運動会

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

　　　４　月 　　　　卯　　　月
16 火 総会　・コミュニティ協議会 コミュニティ協議会部会員 コミュニティ協議会 879-4215

　　　・香川町農村歌舞伎保存会 農村歌舞伎保存会会員 香川町農村歌舞伎保存会 879-4215

21 日 総会　・連合合自治会等 各自治会長 自治会、体育協会 879-4215

28 日 みんな寄りまい川東２０１３ 一般 ふれあい交流祭り実行委員会 879-4215

　　　５ 　月 　　　　皐　　　月
7 火 総会　・コミュニティ自主防災会 各自主防災会会長 コミュニティ自主防災会 879-4215

19 日 校区運動会 所児・園児・小学生と保護者、一般
保育所・幼稚園・小学校、　　　

879-2012
体育協会、コミュニティ協議会

21 火 総会　・自主防犯推進協議会 自主防犯会員 自主防犯推進協議会 879-4215

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

　　　７ 　月 　　　　文　　　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

7 日 第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

旧コミセンは元の川東コミュニティセンターです。

70才以上の方

70才以上の方

バザーの前売り券

　発売中！

ご利用ください

この幟を目印に来てね

  

香川交番 所長 平井 一伸

き

mailto:info@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－呼吸法で心も身体も健康に！！

－環境・安全部会－高松エアポートクリーン作戦を実施

　１月２７日高松空港周辺で不法投棄ゴミを回収する「第７回エア

ポートクリーン作戦」を実施しました。地域住民や市民、企業ボラン

ティアら約２千人が参加し、山林などに心なく捨てられたゴミを拾い

集めました。エアポートクリーン作戦は、「香川の空の玄関」である

空港周辺の環境を守ろうと、地元の衛生組合協議会などでつくる実行

委員会が毎年実施しています。今回の会長は、川東校区衛生組合協議

会会長である真鍋隆幸さんでした。

　さぬきこどもの国芝生広場での開会

式が開催されたあと、空港周辺を６か

所に分かれて清掃活動を行いました。

参加者は道路沿いを歩きながら、

谷間に捨てられたタイヤやテレビ、

エアコンなどのほか、空き缶、

ペットボトルなどを回収しました。

約１時間の作業で、約３トン（前回

と同じ）のゴミが集まりました。

　清掃後、参加者は同広場で、環境

クイズやゲームを楽しみ、サッカー

のカマタマーレ讃岐の選手らと交流

を楽しみながら、ゴミの分別などに

ついて理解を深めました。

　生涯学習部会では、高松市より委託を受け

『放課後子ども教室～龍っ子くらぶ』を運営しています。

川東小学校の１年生から６年生の希望者を対象に、地域の方の

ご協力を頂きながら、学びやスポーツ、文化活動等に取り組み

ながら、子ども達の見守り活動を同時に行っております。

　参加するには、学校で配布された申込み用紙に記入の上、保

険料の８００円を添えて、川東コミセンに申込み下さい。

　申込み用紙はコミセンにありますので、お気軽にお問合せ下

さい。

～放課後子ども教室～

　先般、３月１０日の日曜日に『東谷日曜○○朝市』にてヨモギ餅をつ

きました。

東谷の野山で婦人会の人が摘んだヨモギをふんだんに使い、東谷で作ら

れたもち米でつきました。

朝６時３０分頃から薪に火を点け、その薪でもち米を蒸し杵と臼でつき

ました。

出来立ての８臼のヨモギ餅は、１０時前には売り切れ大好評でした。

　来年の３月にも行いますので、是非おいで下さい！

～春の香りを届けます～
　春の行事といえば、みんな寄りまい川東の『東谷農村歌舞

伎公演』です。

今年は、小学生から歌舞伎を続けてくれている十川陽香さん

（中２）が、祇園座の役者として舞台に立ちます。

そして、東谷の舞台は初めての鎌田紋妃さん（５歳）も主役

として頑張ります。

勿論、毎年恒例のコミュニティ協議会有志による五人男や、

川東小学校の総合学習や放課後子ども教室の歌舞伎の発表も

あります。　

　幕間の出し物も乞うご期待！

　春は東谷へ、伝統と文化の風を感じにきませんか？

～新人が東谷デビュー～

　２月２４日（日）保健委員会研修会を開催しました。

講師　中村　博先生（空手指導者）　　　

演題　『心と身体と魂の健康』

講演と呼吸法の実演がありました。

呼吸法のなかに塩谷式正心調息法がありそのポイントは、

１．心の持ち方　　２．姿勢　　３．呼吸　の３つです。

呼吸法には一般的に胸式呼吸法と腹式呼吸法があります。その中

の腹式呼吸法を行うと

・胸式呼吸法の２～３倍、肺の約６割の空気の交換ができる。

・腹式呼吸をしながらプラス思考のイメージをする。

そうすると心の持ち方が前向きになり感謝の気持ちも出てくる。

　これから日々の生活に腹式呼吸法を取り入れていきたいという

意見もありました。

　　　　　　　　　　　　

平成24年度共同募金活動実績報告

　平成24年10月1日～12月末までの間、

募金活動にご協力ありがとうございました。

　おかげをもちまして、平成22年度からの募金活動で、

過去最高の募金額になりました。

－川東地区共同募金委員会－

挨拶する真鍋会長

当日は大勢（６８名）の方に参加

していただき、アンケートにも協

力していただきました。

続編を２５年度の保健委員会研修

会で開催する予定です。

ご期待下さい。

楽しい料理実習 三味線の練習中

ゴルフバックまで捨てられていました

餅つきの様子講演の様子

平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度

自治会募金 1,081,721 1,042,300 1,056,800 39,421

企業募金 111,000 107,000 124,000 4,000

街頭募金 80,045 60,035 51,210 20,010

学校募金 24,889 0 0 24,889

職域募金 3,732 0 0 3,732

その他の募金 20,132 0 0 20,132

合計 1,321,519 1,209,365 1,232,010 112,184

84% 68% 70% -

平成23年度との比較

目標に対する　　
達成率

舞台裏のご両人
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