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（ 第 ５ 回川東校区文化祭 ）
日　程　平成２５年１１月９日（土）、１０日（日）

場　所　川東コミュニティセンター、

　　　　高松市香川図書館

詳しくは、別紙の龍桜特別号を

ご覧ください!

安全・安心なまちづくりの日

　本年８月以降、ゆめタウンを中心に自転車盗が多発し、また、

香川町内の１９３号線で交通事故が多発している状況です。

　１０月１１日は、官民が一体となり自主防犯意識の高揚と自主防

犯活動の促進を図ることを目的に「安全・安心なまちづくりの日」

を定めています。

　私たち香川交番は、パトロールを強化し、犯罪を起こさせない

環境づくりに努めますので、皆さんも鍵掛けや安全運転を

よろしくお願いします。

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）

－川東校区文化祭実行委員会－

各バザー券を川東、東谷コミュニティセンターで販売します。

子どもたちの展示品

　　
　　　

新川東コミュニティセンターオープン記念

　　ふれあい龍桜まつり
　　　協賛映画の上映

題名　「ふるさとがえり」　
　　　出演 高畑淳子他 上映時間 2.5H

日時　１１月７日（木）18:30～

場所　川東コミセン２Ｆ

料金　無料 ただし､先着１００名様

vol.１３

　

お申込みは自治会内回覧板です！

・元気会は川東校区を６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

元気会のごあんない

－福祉グループ－

　平成２５年度の自主防災会の震災対策訓練は校区全体で行います

のでご参加下さい。

日　時　　　平成２５年１１月２４日（日）

　　　　　　９：００～（小雨決行）

場　所　　　川東小学校運動場

訓練内容　　①避難訓練

　　　　　　②参加訓練　・救出、応急手当、搬送、救護

　　　　　　　　　　　　・土のう袋詰め、土のう積み

　　　　　　　　　　　　・初期消火

　　　　　　③炊き出し訓練

参加者総数　８ブロック７２単位自主防災会等５００名

★同時に「川東校区安心ネットワーク」の災害時要援護者

　安否確認訓練も行います。

震災対策訓練を行います！ ー川東校区コミュニティ自主防災会ー

搬送訓練

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 川東コミセン

地域
漆原､龍満ミサワ､唐渡､宮西､井出上､鴨島

力石､城ケ内､新開､馬背､平松､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

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

１０月３0日(水)

１１月１９日(火)

１１月２９日(金)

１２月　４日(水)

下倉､鮎滝 等 (特例デイサービス利用者含む)

１２月１２日(木)

　１月　９日(水) 

川東校区の登録人口　
（25年9月1日現在）

 　　　　 　  対前年同月比

人口　　　7,917　  (-102)

　男性　  3,861　  (- 45)

　女性　　4,056　  (- 57)

世帯数 　 3,130    (+ 35)

市人口  428,510    (+481)

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

　　　　神　無　月
27 日 一般 衛生組合協議会 879-0125

30 水 元気会（柳原・立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

　　　　霜　　　月
9 土 川東ふれあい龍桜まつり２０１３ 一般 文化祭実行委員会 879-4215

10 日

19 火 元気会（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

24 日 川東校区震災対策訓練 一般 校区コミュニティ自主防災会 879-4215

29 金 元気会（川内原上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

　　　　師　　　走
1 日 保健委員会研修会（川東コミセン）一般 保健委員会 879-4215

2 月 ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

4 水 元気会（安原ふれあい館） 福祉委員協議会 879-2380

8 日 校区河川清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

12 木 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

26 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
第2回一斉清掃

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

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

子ども歌舞伎

mailto:info@kawahigashi.net


－福祉グループ－

－保健グループ－ －文化財部会－

－生涯学習部会－

－環境・安全部会－
「第1回昔なつかし川東夏まつり２０１３」
　　　　　　を開催しました
　８月２４日（土）川東小学校にて、あいにくの雨で場所をグラウ

ンドから体育館に移して開催しました。

　雨の影響を心配しましたが、たくさんの来場者の方々に会場も熱

気いっぱいで大いに盛り上がりました。ステージやバザー・ビンゴ

大会に盆踊りと盛りだくさんな内容で地域の皆さんも大満足の様子

でした。

スーパー防犯パトロールを開始川東地区共同募金委員会報告

　川東地区共同募金会の募金実績は、地域の皆様のご協力によ

り過去最高金額の募金をありがとうございました。おかげで、

地域助成金348,314円を、審査委員会の審査に基づき11団体に

助成することができました。

　平成２５年度川東地区共同募金委員会の目標は、1,555千円

となりました。本年度は、１００％達成に向け地域の皆様のさ

らなるご協力をお願い申しあげます。

　募金の種類には、自治会募金・法人募金・学校募金・街頭募

金・イベント募金・個人募金等があり、それぞれ重複すると思

いますがご協力をお願い申し上げます。

　毎年恒例、讃岐の奇祭！！

『ひょうげ祭り』で９月は

幕開けします。

　今年の神官役は、高松市議

会議員の三笠さんでした。

　神官が新池に向かって矢を

放った後、神輿が池に飛び込

むのが恒例で、丁度残暑残る

この日には最適の水浴びでし

た。

今年も大盛況！ひょうげ祭り 『川東小学校４年生宿泊学習』

　東谷に元気な子どもたちの声が響きわたる恒例行事『小学４年生宿泊

学習』を９月１４日（土）１５日（日）に行いました。

　農業体験ではサツマイモ掘りの後、焼き芋をして食べたり、竹炭体験

では窯の中での作業工程を教えてもらいました。歌舞伎体験では衣装を

着けて決めポーズをしたり、うどん打ちにと、東谷の住民と触れ合いな

がら楽しく学習しました。

健康チャレンジ２０１３

　今年度は、「みんなで健康チャレンジ」を合言葉に、近所の人や友人

とグループで気軽に続けていける健康づくりやがん検診などの受診の声

かけなど、地域での健康づくりの気運を高めていき健康長寿の実現を目

指したいと活動しています。

　川東保健グループでは、「野菜を一日３５０ｇ以上食べよう」のアン

ケート調査を９月から始めました。協力していただいている皆様ありが

とうございます。１１月末までよろしくお願いします。

　今年の学習ポイントは

『ほぜる（さぬき弁で掘

る）』と『死ぬな・怪我す

な・病気すな』です。

　普段は静かな東谷ですが、

たくさんの子どもたちに元気

をもらえた２日間でした。

生活習慣病を予防して健康長寿を実現しましょう！！ 

　・バランスのとれた食事、適度な運動と休養。

　・定期的に健康診断を受ける。

香川県の成人一日当たり野菜摂取量（全国平均）

　　男性　４５位（２６６ｇ）

　　女性　４７位（２２９ｇ） 広報たかまつ Ｎo1511から 

野菜350gの例

　７月２０日から、川東校区自主防犯推進協議会の有志３５名で結成

した「川東セーフティポリス防犯隊」（白川隊長以下本部要員５名と

３グループ６班編成）が地元スーパー３店のパトロールを行っていま

す。

　特に小中学校の夏休み期間中は店舗面積が広く被害額も多いキョー

エイを中心に毎日集中的に行いました。スーパーの店長から『不審者

が大幅に減少した。仕事に専念できる。』と感謝されています。万引

きは犯罪の入り口です、今後もスーパーや警察との情報交換を密に

し、連携を強化して、効率のよい実効性のある地域ボランティア防犯

活動を続けて行きたいと考えています。

川東校区の安心・安全な環境は地域住民が自ら行う活動で整備しま

しょう。

　当日は、ご来場くださりありがとう

ございました。　

　また、たくさんの方にご協賛いただ

きありがとうございました。

愛ちゃんと希望くん

川東セーフティポリス防犯隊出発式

農業体験の前に

地蔵人形

適度な運動

平成２４年度共同募金実績

募金金額（円）目標達成率

80,487,584 99.2 %

川東地区共同募金委員会 1,321,519 84.2 %

平成24年度募金実績

高松市共同募金委員会(43地区合計)

　川東のもうひとつの文化財『祇園座』の今後の活動は、

○今年は岡山の公演が文化祭の翌週に控えております。

○今年も金刀比羅の金丸座での講演が１１月２３日（土）

　２４（日）に決まりました。校区の防災訓練と被ります　

　が、県内外のお客さまに楽しんでもらえるよう頑張りま　

　す。

 －東谷コミュニティ部会－
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