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川東校区の登録人口
（26年3月1日現在）

 　　　　 　 対前年同月比

人口　　　7,903　  (- 28)

　男性　  3,837　  (- 23)

　女性　　4,066　  (-  5)

世帯数 　 3,149    (+ 52)

市人口  428,882    (+ 79)

 
  

 
 

 
  

 
 川 東 校 区

コミュニティだより

りゅう　おう

No.２９　 平成２６年４月　発行

発行者 　川東校区コミュニティ協議会

連絡先 　広報部会事務局 : 879-4215

     （川東コミュニティセンター内）

ホームページ    www.kawahigashi.net
メールアドレス  info@kawahigashi.net

川東校区ふれあい交流祭り川東校区ふれあい交流祭り 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２７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　農村歌舞伎公演　　　　　　　　　歌舞伎小屋祇園座

２　うまいもんバザー・東谷野菜販売　平尾神社境内

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。

○駐車場は川東小学校運動場、ＪＡ川東支店をご利用出来ます。

　各駐車場内では、係員の指示にしたがって駐車して下さい。

　

　４月１５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２０日（日）総会　・連合自治会等

　４月２７日（日）みんな寄りまい川東２０１４（東谷）

　４月３０日（水）連合自治会　第１回ブロック長会

　５月１８日（日）校区運動会

　５月２７日（火）総会　・自主防犯推進協議会

　６月２４日（火）総会　・コミュニティ自主防災会

　８月　９日（土）東谷ちゃらちゃんまつり

　８月２３日（土）昔なつかし川東夏まつり

　９月１５日（月）川東地区敬老会

１１月　８日（土）川東ふれあい龍桜まつり２０１４（１日目）

　　　　９日（日）　　　　〃　　　　　　　　　　（２日目）

１１月２３日（日）コミュニティ自主防災会震災対策訓練(川東上)

　　　　　　　　　安心ネットワーク防災訓練(全校区)

１２月１４日（日）校区河川清掃

　１月２５日（日）高松エアーポートクリーン作戦

　２月　３日（火）連合自治会　第２回ブロック長会

連合自治会総会

コミニティ協議会総会

平成２６年度の川東校区の主な予定（案） －広報部会－

バザーの前売り券

　発売中！

ご利用ください

夏まつり

ふれあい龍桜まつり エアポートクリーン作戦

夏まつり 震災訓練

ふれあい龍桜まつり

  

　

　　　

香川交番 所長 平井 一伸

vol.１５

　昨年、香川町内において、侵入盗１２件（内３件は店舗）、車上狙い

１２件が発生しています。

　本年３月までで，侵入盗４件（内２件は店舗）、車上狙い２件が発生

し，昨年を大幅に上回るペースです。

　交番勤務がパトロールを強化していますが、住民の皆様も「外出する

ときは自宅の鍵を掛ける。社内にバッグ等を置いたままにしない。」な

どの自己防衛を行ってください。

侵入盗、車上狙いに注意！！

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

　　　４　月 　　　　卯　　　月
15 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

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

27 日 みんな寄りまい川東２０１４ 一般 ふれあい交流祭り実行委員会 879-4215

30 水 第１回ブロック長会 各自治会長 自治会 879-4215

　　　５ 　月 　　　　皐　　　月

18 日 校区運動会 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

27 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
24 火 総会　・自主防災会 各自主防災会会長 自主防災会 879-4215

　　　７ 　月 　　　　文　　　月
13 日 第１回一斉清掃 一般 衛生組合協議会 879-0125

この幟を目印に来てね

mailto:info@kawahigashi.net


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－

－環境・安全部会－

 

 

5 月 10 日（土） 

 

「こころもおなかも 

トロトロリン♪」 
（ピザ焼き） 

集合時間 ９：００ 

集合場所 どんぐりランド 

 

 

 

6 月 7 日（土） 
「闇夜でポッ!! 
  あなたにポッ!!」 

（バーべキュウ） 

集合時間 16：00 

集合場所 東谷コミュニティ

センター 

終了後バーべキュウ(別料金) 

 

 

5 月 24 日（土） 
 

「いちごいちえで 

BERRYHAPPY !！」 
（いちご狩り） 

集合時間 10：００ 

集合場所 いちごハウス 

「やぶき」 

 
 

6 月 21 日（土） 
 

「あなたと 

ウインウインなー」 
（ウインナー） 

集合時間 ９：３０ 

集合場所 香南アグリーム  

 

 

７月 5 日（土） 
 

「あなたとぬくぬく」 
（レクレーション） 

集合時間 ９：30 

集合場所 十河コミュニティ

センター  

 

 

7 月 19 日（土） 
 

「再集会にむけて 

ラストスパート！」 
（公園ランチ） 

集合時間 10：00 

集合場所 公渕憩いの家 

 対 象 者  男女 35 歳以上 60 歳未満の独身者（女性にかぎり３４歳未満の方も相談に応じます。）  

定 員  男性 15 名 女性 15 名 先着 30 名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

参 加 費  男性 6,000 円  女性 5,000 円(全６回分です。払い戻しはありません) 

申 し 込 み  各校区コミュニティ協議会役員等の推薦が必要です。下記の参加申込書にご記入のう

え、３月３１日（月）までに上記開催のコミュニティセンターへご持参ください。 

※提供いただいた個人情報を、その事業の目的の範囲を超えて、利用を行うことはありません。た

だし、提供いただいたご本人の承諾を得た場合は、個人情報を他者に提供することが

あります。 なお、必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。 また、

状況に応じて参加をお断りする場合もございますが、ご了承ください。 

 

美しい自然と伝統に溢れる 6 地区で、
出会いを見つけてみませんか？ 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－生涯学習部会－

　地域で生涯学習の拠点となるコミュニティセンターにて、婚活応援プロ

ジェクトとして『ぐるりん恋活』を５月から７月まで開催します。

　これは、センター講座の中の、ブロック毎で取組む現代的課題という講座

の一環で、今回は東谷を含む香南・川島・十河・西植田・東植田の６地区で

開催されます。

　講座の内容は各地区でセンターの主

任とボランティアの『ひっつけ隊』で

企画し、当日は『応援団』と共に実施

するようになっています。

婚活の意志はあるが出会いの機会が少

ない人たちに出会いの場を提供すると

共に、ピザ作りやウィンナー作りに苺

狩り等を通して、コミュニケーション

能力の向上も目指した講座内容となっ

ています。

　今年度は３月で募集は終了しました

が上手く行けば開催地域も広げ来年度

も開催されるかもしれません。既に他

校区より声が上がっているので、もし

参加したいという方は来年度要チェッ

クです！

　　　　　　『おひねり教室』
　皆さん、４月がやってきました！

　そうです、４月と言えば『東谷農村歌舞伎公演』です。

　今年も川東小学校の新６年生をはじめ、コミュニティ協議会有

志による『白浪五人男』など、今年も楽しめる内容となっており

ます。

　農村歌舞伎の良い所は、舞台と客席が一緒に楽しめるというと

ころです。

　是非、おひねりの指南書を記載しますので参考にして、舞台上

の役者に声を掛けながらまいて下さい。

　　東谷○○日曜朝市の

　　　　『高知研修とふるさとふれあいボーリング大会』

　２月２５日（火）に、東谷○○日曜朝市のメンバーで高知県へ研修に行
きました。

東谷規模的な産直を３件めぐり、かつお船土佐タタキ道場で一人一人マイ

鰹を持ち藁焼きをしました。焼いたタタキは勿論お昼御飯で美味しく頂き

ました。そして、坂本龍馬記念館や桂浜を散策して帰ってきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月２日には『ふるさとふれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいボーリング大会』が行わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ、下倉・安原・鮎滝・東谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等の５２名がハイスコアを目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指しながらレーンの溝掃除も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に１回この大会でしか会わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない人や、１０年ぶりにボー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リングをしたという人や、子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どもから大人まで皆で楽しく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流できた大会でした。

　目　　標　「１日平均３５０ｇの野菜がとれる」

　　　　　　　　－野菜を一皿多く食べられる－

　期　　間　９月～１１月の９１日間

　　　　　　ご協力ありがとうございました！

　実施結果

　　　　　・参加者　１０４名

　　　　　・９１日間取り組めた人９１名のうち

　　　　　　　全日食べた人２名（５０歳代）　

　　　　　・野菜３５０ｇの実践は

　　　　　　　簡単１３名、楽しい１６名、今後も続ける２９名

　　　　でした。

　今後の活動

　　高松市４４地区での川東校区の健診受診率は低く、健康チャレ  

　　ンジの気運はまだまだです。

　　「継続は力なり」！　これからも１日３５０ｇの野菜と受診率

の向上を目標に健康長寿を目指しましょう。

健康チャレンジ２０１３実施結果

健康チャレンジ２０１３とは

生活習慣病を効果的に予防するため、

運動や食事改善など健康推進に向けた

活動を推進する。   (高松市)
スプラウトの代表
　ブロッコリー

　香川地区社会福祉協議会が平成２６年４月１日より、川東、

浅野、大野地区の三つに分かれて活動をすることになり、平成

２６年３月２５日に川東コミュニティセンターにおいて設立委

員会を開催し、会長に佐藤博美様を選任しました。

川東地区社会福祉協議会は、川東地区内の住民及び各種団体の

参加により地域住民福祉の増進を図り、明るく住やすい町づく

りに寄与することを目的として設立いたしました。

香川地区と同じく、この会は川東地区内の本会の趣旨に賛同す

る世帯を会員とし、また、事業を円滑かつ効率的にするため、

川東校区コミュニテイ協議会から広く選出された者を前号の代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表会員として運営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、今年度は、香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川地区社会福祉協

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会の活動を踏襲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した活動となりま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川東地区の皆様の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力をお願い申

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し上げます。

川東地区社会福祉協議会が発足 交通事故死ゼロを目指す日！！

　昨年は、一昨年に比べ県内の交通事故死者数が２６人減となり

ましたが、人口当たりの死者数・発生件数は全国ワースト上位で

あり依然として危機的状況です。

　このため、４月１０日（木）を「交通事故死ゼロを目指す日」

として高松市全域で街頭大キャンペーンを実施します。川東校区

でも地域の多くの方々のご協力のもと、空港通り川東下交差点で

キャンペーンします。

婚活応援プロジェクト　『ぐるりん恋活♪』
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