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－川東夏まつり実行委員会－地蔵まつりを覚えていますか？

昔、川東にも盆踊りや地蔵人形などを飾ったおまつりがありました。

香川町ばやしと昔のおまつりを復活させるべく２０１３年夏に第１回夏まつりを行います。

夏の一日をみんなで踊って川東を熱く盛り上げましょう！

日時　　８月２４日（土）　１５：００～２１：００

【雨天時８月２５日（日）】

場所　　高松市立川東小学校　運動場

イベント　　　　　　　　キッズダンスなど

　　　　　　　　　　　　盆踊り

　　　　　　　　　　　　カラオケ

　　　　　　　　　　　　竹灯篭

　　　　　　　　　　　　昔なつかし地蔵人形

　　　　　　　　　　　　金魚すくい・ヨーヨーつり・くじ引き・バルーンアート

　　　　　　　　　　　　かき氷・わた菓子・焼きそば・たこ焼き・フランクフルトなど

 展　　　示 展　　　示

 バ　ザ　ー バ　ザ　ー

 ステージ  ステージ 

～ あなたも参加しよう

　　　　　　「セーフティリーダー車」運動！ ～

その１：安全速度を守った運転 スピードダウン運動

　○制限速度を守って走行

　○気象や道路状況に応じた暗線な速度で走行

　○前方に異変を感じればスピードダウン

その２：横断歩道では、まずストップ　横断歩道ストップ運動

　○横断歩道は歩行者が優先

　○横断歩道では原則・徐行が基本。歩行者がいれば一時停止

　○横断歩道の直前で停車している車両の側方を通貨する時も一時停止

その３：大切なのはこまめな切替　サン・ライト運動

　○こまめなライトの切替で、前方の危険を早めに発見

　○ライトの早め点灯で、相手から早く発見され、夕暮れ時の事故防止

　○ライト（右）からの横断者との事故がもっとも多い。右に注意！

★運動に参加していただける方は、

　川東コミュニティ協議会事務局員 龍満静代（Tel Faxとも 087-879-4215)

　まで申し込みください。「きなこ」の丸型マグネットシートを差し上げます。

★セーフティポリス（SP)も同時に募集していますのでご検討ください。

　５月２１日（火）に自主防犯推進協議会の総会を開催し、２４年度の事業報告と収支決算

報告・監査報告ならびに２５年度の事業計画と収支予算を提案し承認されるとともに、役員

の改選を提案し可決されました。

犯罪や事故のおきにくい社会づくりを目指して事業を推進していきます。

　　新 会 長：白川美清　

　　新副会長：鶴見秀信、内海正明

－自主防犯推進協議会－

子供たちが楽しみにしている夏が目前に迫っています。

香川県では毎年、水の事故が数１０件発生し、１０年間で６人の子どもが亡くなって

います。

子どもの事故を防ぐには、

・子どもが水の近くで遊んでいて「危ない！」と思ったら迷わず注意をする。

・小さい子どもを外で遊ばせるときは目を離さない。

等の防止策があります。

みんなで子供たちを見守り、安全安心な街をつくりましょう。

水の事故に注意！！

～ 総会を開催しました ～

かつての地蔵人形(水戸黄門 Ｈ２年)

かつての地蔵人形(兄弟船 Ｈ２年)

かつての地蔵人形（アンパンマン Ｈ２年)

事業所用

個人用

セーフティポリス

運動に参加したら貰らえるよ

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
14 日 第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

　　　８ 　月 　　　　葉　　　月
5 月 ふれあい広場（旧川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

10 土 東谷ちゃらちゃんまつり 一般 ちゃらちゃん祭り実行委員会 090-5146-7460

24 日 昔なつかし川東夏まつり２０１３ 一般 川東夏まつり実行委員会 879-6638

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

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

27 日 第２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

　　　10 　月
70才以上の方

★３つの運動で交通事故防止

写真提供：山本写真館さん

　川東校区自主防犯推進協議会は高松南警察署と連携して

「セーフティリーダー車」運動を展開しています。

川東校区の登録人口　
（25年6月1日現在）

 　　　　 　  対前年同月比

人口　　　7,911　  (-105)

　男性　  3,859　  (- 42)

　女性　　4,052　  (- 63)

世帯数 　 3,091    (+ 23)

市人口  428,691    (+361)

http://tmk.kwgi.net/
mailto:info@kawahigashi.net
mailto:info@kawahigashi.net
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－福祉グループ－

－保健グループ－ －文化財部会－
 －東谷コミュニティ部会－

～ がんを防ぐための１２カ条 ～

　～ 更生保護女性会の活動！～ －生涯学習部会－～ 子育て応援中！ ～

～　ちゃらちゃん踊りの由来　～ ～ 祇王山に展望看板を設置しました　～ 

　私たちの会は、地域の犯罪防止と、心ならずも罪を犯した人

たちの更生支援活動を行い、明るく住みよい町づくりをめざす

ボランティア団体です。

主な活動は

１．矯正施設（刑務所・四国少年院・丸亀少女の家）被収容者

　　の慰問、行事への参加協力

２．更生保護施設（讃岐修斉会）へ、会員手作りの夕食・日用

　　品等を持参慰問

３．７月の社会を明るくする運動月間の、啓蒙パレードに

　　保護司会と合同参加協力

お問い合わせ先：香川保健センター　電話：８７９－０３７１

　がん検診が、７月から始まります。皆さんのお手元に受診券が

届いたでしょうか。日本人の２人に１人ががんになるといわれて

おり、死因の第１位はがんとなっています。がん予防では、がん

になる危険性をできるだけ低く抑えることが目標となります。禁

煙をはじめとした生活習慣改善や定期的ながん検診を受けること

で、がんを予防できると言われています。がんを防ぐための１２

カ条を参考にして、自身の生活習慣を見直してみませんか。

生涯学習部会で活躍している高松市川東児童館を紹介します。

　　　～児童館事業～

　就学前の乳幼児～高校生ま

でが誰でも自由に遊びに来ら

れます。

　簡単な工作やバルーン体操

などのイベントを開いたり親

子のふれあいとママたちの情

報交換を応援していますの

で、気軽にあそびに来てね。 　　～放課後児童クラブ事業～

　１年～４年生までの昼間、留守家

庭の児童をお預かりしています。

　毎日、宿題や遊びなど異年齢の児

童が一緒に楽しく過ごしています。

　コミセンと連携した料理教室や輪

投げ大会などを開いて、児童と地域

のボランティアの方たちとの世代間

交流を図る活動も行っています。

 －環境・安全部会－

　衛生組合協議会では、本年度も次のような清掃活動を計画し

ています。自然を愛し、清潔で美しいまちづくりを推進できる

よう、多数の参加を期待しています。

　○第一回一斉清掃　　　　：　７月１４日（日）　

　○第二回一斉清掃　　　　：１０月２７日（日）

　○河川清掃　　　　　　　：１２月　８日（日）

　○エアポートクリーン作戦：　１月２６日（日）

　○第三回一斉清掃　　　　：　３月　９日（日）

注１．一斉清掃では、不法投棄の粗大ごみを回収することはで

　　　きませんが、河川清掃のときに回収場所まで持って来て

　　　いただければ回収が可能です。

　２．９月頃に不法投棄アンケート調査を行います。

　　　そのなかで、①粗大ごみの量が多く

　　　②安全に作業ができる場所

　　　を河川清掃時に③皆さんと

　　　ともに清掃することを

　　　検討します。

　７月１４日（日）７：３０～

　一斉清掃を行います

　ふるって参加ください。

～ まちをきれいに！！ ～

　夏と言えば盆踊り！

　今年は川東でも夏まつり

が開催されますが、東谷で

毎年踊られる「ちゃらちゃ

ん踊り」もそのほかの踊り

と一緒に踊って頂きます。

　この踊りは、東谷に縁の

ある平清盛の妾であった祇

王と祇女の二人が京都から

逃れて、東谷に一時期隠れ

住んでいた時に世話になっ

た住民に感謝して舞を披露

したものが元と言われてい

ます。
　昭和４０年代頃に日本フォークダンス連盟発行の『学校

フォークダンス指導の手引き（小学校編）』の中に取り上げ

られ、今でも全国各地の夏まつり等のイベントで踊られてい

るそうです。

　　そんな歴史と伝統のある踊りをみんなで一緒に楽しく

　踊りましょう♪

　東谷のシンボルである『祇王山（通称・ぎおんさん）』山頂に、

この春、高松市内方面から高松空港にかけての展望図を描いた看板を

設置しました。

　日生自治会の藤井さんに展望図制作を依頼しましたが、なかなか見

ごたえのある看板ができあがりました。

　また、その頂上付近で６月１６日（日）には草刈等の整備作業を行

い、頂上はすっかりきれいになりました（家族には”よそ様だけでな

く、じぶんちの草もきれいにして欲しい”といわれましたが）。

　天気の良い日は、

遠く瀬戸大橋の橋脚

もばっちり見えるの

で、森林浴がてら、

『祇王山』に登って

みてはいかがでしょ

うか？

１条　たばこは吸わない

２条　他人のたばこの煙をできるだけ避ける

３条　お酒はほどほどに

４条　バランスのとれた食生活を

５条　塩辛い食品は控えめに

６条　野菜や果物は豊富に

７条　適度に運動

８条　適切な体重維持

９条　ウイルスや細菌の感染予防と治療

10条　定期的ながん検診を

11条　身体の異常に気がついたら、すぐに受診を

12条　正しいがん情報でがんを知ることから

　　　看板中の文字

左下 平成24年神無月 記

真中 北方面展望図　　　

右下 祇王山(祇園山)275m

より多くの皆様のご参

加を頂き、活発な活動

となりますように願っ

ております。

　更生保護女性会の

会員は東谷も含めて

   １８０名です。

◎児童館の行事予定は”にこにこ館だより”を見てね！◎
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