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－広報部会－

川東コミュニティ協議会 会長 佐藤博美

vol.１４

－環境・安全部会－

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は皆様に大変お世話になり、有難うございました。

昨年１０月２８日にはまちづくりの拠点である、新しい川東コミュニティセン

ターをオープンし、そこを中心として文化祭等のふれあい行事も無事終了しま

した。

本年も、地区住民の皆様はもとより行政やその他各機関と連携協力し、更に良

きまちづくりを目指したいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

　ぼくの今年の目標は地域の

ために活動することです。

昨年、ぼくは川東校区文化祭

で歌舞伎を発表しました。

半年間、練習をしたので、

大きな声でセリフを言ったり、演技をしたりす

ることができました。そして、観客の方からた

くさんの声援をもらい、とてもうれしかったで

す。今年の４月には東谷での歌舞伎発表があり

ます。歌舞伎を中心に、地域の人に喜んでもら

えるような活動を考え、自分から進んで取り組

みたいと思います。

　平成２６年１月２６日（日）午前９時から高松空港周辺で一

斉清掃を行います。

これはこの時期に毎年実施しているもので、今回で第８回にな

ります。

　空港周辺の地域住民の皆さんを始め、市民・企業。ボランテ

ア・スポーツ少年団など多くの方の参加を得て行われ

　　”きれいな高松空港”

としてアピールしています。

　当日は清掃が終わると、今年も環境イベントを行います。環

境クイズやゲーム、サッカーのカマタマーレ讃岐の選手とのふ

れあい交流などを予定しています。

親子連れなど多くの方の参加をお願いします。

高松エアポートクリーン作戦を行います

　　　　　　　幸若舞(こうわかまい)「敦盛」

　　　　　　　の時代の「人間５０年」から

　　　　　　　考えると，既に１０年も余分

　　　　　　　に生きたことになり，今後は

　　　　　　　完全に余りの人生に突入で

す。はっきり言って気が楽です。しかしなが

ら私のキーワ－ドはこれからもやっぱり

「チャレンジ」。経験したこともそうでない

ことも，それぞれやり残しがない様にと気を

つけながら，毎日が忙しくあっと言う間に過

ぎていく一年になりそうです。

川東校区内の午年の方にききました。　今年の目標

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　数字の１１０を順に押してく

ださい。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

をあわてずに答えてください。

　また、緊急の事件事故以外は、警察相談専用電話

＃９１１０（または８３１－０１１０）をご利用下さ

い。

 鴨島自治会　　大野繁美

　　　小春自治会　　稲垣一人

　皆さんお元気ですか？私は今年

で４８歳の働き盛りです。

家族を支えながら毎日頑張っていま

す。今年は、病気や怪我のない１年

にしたいと思います。４８歳といえば、

退職するまで１２年以上あります。

まだまだ働き続けないといけません、運動したり、

野菜を沢山食べるようにしていきたいと思います。

膝や腰が痛くて日々耐えていますが、若い人に負け

ないよう、頑張らなくてはいけません。今年も忙し

い毎日が続きますが、４８歳の方、まだこれからで

す。一緒に頑張りましょう。

　コミュニティ活動に必要な施設である川東コミュニティセンターが

２５年１０月２８日（月）、新しく香川支所東側にオープンしました。

川東コミュニティセンターがオープン！

皆さん、どんどんご利用下さい。

電話番号等は従来どおりですが、

住所が変更になりました。

住　所　７６１－１７０６

　　　　高松市香川町川東上１８６５－１３

ＴＥＬ・ＦＡＸ　０８７－８７９－４２１５　オープン・セレモニー

日　時　平成２６年２月２日（日）　受付　８：２０～

　参加の申し込みは締め切りましたが川東小学校をスタート＆

ゴールとしたマラソンです、皆さんのご声援をお願いします。

第２８回トリプルかがわ健康マラソン大会の

　　　　　応援をよろしく！ －川東地区体育協会－

地域のために活動したい
　川東小学校５年　村田祐介

川東校区の登録人口　
（25年12月1日現在）

 　　　　 　  対前年同月比

人口　　　7,930　  (- 67)

　男性　  3,858　  (- 38)

　女性　　4,072　  (- 29)

世帯数 　 3,151    (+ 51)

市人口  429,251    (+146)

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

　　　１　月 　　　　睦　　　月
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

　　　２ 　月 　　　　如　　　月
2 日 トリプルかがわ健康マラソン 一般 川東地区体育協会 090-2823-6130

3 月 ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

12 水 献血（香川支所ロビー） 一般 香川保健センター 879-0371

23 日 保健委員会研修会（川東コミセン）一般 香川保健センター 879-0371

　　　３ 　月 　　　　弥　　　生
3 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

70才以上の方

70才以上の方
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Vol．３

－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－

－生涯学習部会－
－環境・安全部会－

　部会では２ヶ月に一回ですが子ども達を見守っていきたいと思

います。

日時　　平成２６年２月１２日（水）

　　　　１３：００～１６：００

場所　　香川支所ロビー

基準　　年齢　男性　１７～６９歳

　　　　　　　女性　１８～６９歳

　　　　体重　５０㎏以上

　※年齢６５歳以上の献血については、

　　６０～６４歳の間に献血経験のある方

　　に限ります。

　※４００ｍℓ献血のみでのご協力をお願いします。

　　◎なぜ４００ｍℓ献血？

　　・現在医療機関から依頼される血液の９７％は、

　　　４００ｍℓ献血となっています。

　　・人間一人ひとりの血液は、たとえ血液が同じでも微妙な

　　　違いがありその違いによる副作用を軽減するためです。

　★冬場はどうしても血液が不足します。

　　皆様のご協力をお願いします。

　（お問い合わせ先）　高松市香川保健センター

　　　　　　　　　　　電話０８７－８７９－０３７１

元気に挨拶！！

『海の上から潜水艦を望む』

　去る１１月４日（祝）に４０名で恒例の東谷親睦旅行に行って参

りました。今回は広島県呉市！

　大和ミュージアム、てつのくじら館や元海上自衛隊員による艦船

クルーズがありました。

大和ミュージアムでは戦艦大和をはじめ、人間魚雷『回天』の試作

型や特殊潜航艇『海龍』、零式艦上戦闘機等の展示があり、戦争の

悲惨さや大和を生んだ呉の歴史などが勉強できました。

てつのくじら館では陸にあがっている潜水艦の中を見学できまし

た。また、戦艦大和の造られたドックや呉港に停泊している現役の

潜水艦や護衛艦の説明を聞きながら、船の上から見学しました。

　来年も、皆さんが楽しめるような企画をしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

１１月３連チャン公演

　１１月の祇園座は大忙しでした。

　第２週の川東校区文化祭では、中学生の部活の発表をはじ

め、小学生の総合学習や放課後こども教室では初めての演目
さんにんきちざともえのしらなみ　　　　　　　　　　ごしょざくらほりかわようち

『三人吉三巴白浪』を上演、祇園座は『御所桜堀川夜討』で
　　　　　　　　　　　　　　　　べんけい

娘を身代わりに差し出す辨慶の悲しさを表現しました。

　祇園座は，翌週１７日には岡山県奈義町にて、去年公演した

『傾城阿波鳴門』で観客の涙を誘い、公演後には元NHKアナウン

サーの葛西聖司さんのインタビューを受けました。更に翌週の

２３日には琴平町の金毘羅大芝居にて『さぬき歌舞伎まつり』

に文化祭と同じ演目を上演し、観客の涙を誘いました。また、

愛知県の豊田市から小原歌舞伎保存会や小豆島の中山歌舞伎保

存会、愛媛県の川瀬歌舞伎保存会とも交流でき、とても

良い行事に

なりました。

『献血』お願いします！！

　川東地区共同募金委員会で集めた募金は、香川県共同募金会に

全額納入され、その内、約３０％が県全体の広域の福祉事業に使

われ、残りの約７０％が高松市の地域で使われる。

今年度、川東地区共同募金委員会の地域配分額は、

３４３，８１４円（川東地区募金額の約２０％）であり、下記の

団体に助成をし地域福祉に役立てました。

　被助成団体（福祉委員協議会、川東・東谷婦人会、川東・東谷

更生保護女性会、どんぐり山作業所、身体障害者協会香川分会、

川東小学校ＰＴＡ環境整備部、川東幼稚園ＰＴＡ、川東保育所、

川東南保育所）の１１団体で福祉に役立てています。

共同募金の地域配分と助成

ＰＴＡ交通安全部会と生涯学

習部会のメンバーで、交通安

全や見守り活動の一環として

挨拶運動をしました。校区内

の7ヶ所で児童の登校を見守

りました。

　元気会（コミセン）　　　　　　　　ふれあい広場

　　　　　　　　福祉委員協議会が実施

「三人吉三巴白浪」を上演した放課後こども教室のメンバー てつのくじら館

挨拶が出来なかった子ども達もこちらが挨拶をすると、段々と挨

拶を返してくれるようになりました。

　１１月２４日（日）、今回の訓練は川東校区全域を対象に、

自主防災会、高松市災害時指定職員、南消防署香川分署、香川消防

分団等の関係者が参加して川東小学校運動場で開催しました。

・９時の震災発生を基に、香川分団により校区内を避難周知の広報

・地域自主防災会の定めた一時避難場所に集合し、訓練拠点の小学

　校運動場に避難移動

・各自主防災会代表が本部受付へ避難者数（約４００名）を報告

◎災害時要援護者の安否確認数（約１９０名）も報告

・消防団員の指導のもとで避難所設置、土嚢作り･土嚢積み、応急手

　　当･搬送･救護･情報、初期消火の訓練を実践

２５年度震災対策訓練を実施しました

・全訓練終了後、ご婦人方の心のこもったおにぎり、団子汁等の　

　「炊き出し」を飲食

◎南消防署香川分署が用意した

　「起震車」による起震体験も

　途切れることなく盛況でした。

◎訓練のために高松市から頂いた

　補助金で購入した防災倉庫、

　ハロゲンライト、発電機、簡易

　無線機も活躍しました。

　　　訓練に参加の皆様お疲れさまでした。
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