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川 東 校 区
コミュニティだより

 
 

 

  
 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

香川交番 所長 平井 一伸

 
  

 
 

川東校区の登録人口
（26年6月1日現在）

 　　　　 　  対前年同月比

人口　　　7,898　  (- 13)

　男性　  3,840　  (- 19)

　女性　　4,056　  (+  6)

世帯数 　 3,151    (+ 37)

市人口  428,740    (+ 49)

vol.１６

 
  

 
 

 
  

 
 

りゅう　おう

No.３０　 平成２６年７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

主　催：川東校区夏まつり実行委員会

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：８月２３日（土）午後３時～午後９時

ところ：川東小学校運動場

イベント概要

１　ステージ　　キッズダンス、フラダンス、盆踊り、カラオケ など

２　展示部門　　竹灯篭、地蔵人形

３　バザー部門　金魚すくい、ヨーヨーつり、的当てゲーム

　　　　　　　　かき氷、わた菓子、焼きそば、たこ焼き など

　

　昨年７月に川東校区コミュニティ防犯推進協議会（本年５月に名称変更）の有志で結成した「川東セフティ

ポリス防犯隊（白川隊長）」が地元スーパー３店での万引き防止パトロールを開始してから約１年になりま

す。現在では、不審者がほとんどいなくなり、被害額も大幅に減少してスーパーから感謝されています。４月

からは防犯隊に青少年健全育成連絡協議会も青少年非行防止を目的に加わり、組織を４グループ９班体制に増

強してメンバーが無理せずに継続できる体制で活動しています。

　万引きは犯罪の入り口です。川東校区の安全・安心な環境は地域住民自ら整備しましょう。

　夏休みを目前にして、山や海へ外出する機会も多くなる

と思います。

　高松南警察署管内では、１日平均２２件の事故が発生し

ています。１年では、約７８００件の発生となります。

　誰もが、事故に遭う可能性がありますのでもしものため

に　シートベルトを着用して下さい。

　シートベルトは、あなたの命を守ります。

締めていますか？シートベルト

スーパー防犯パトロールを実施しています －環境・安全部会－

盆踊りの練習

曲　名：香川町ばやし，綱引き音頭，ちゃらちゃん踊り，

　　　　二ツ拍子，一合まいた，炭坑節、こんぴら舟々

日　時：毎週水曜日（７／９，１６，２３，３０，８／６，２０）午後６時～午後７時

ところ：川東コミュニティセンター２Ｆ

踊ってつなごう 伝統文化

防犯隊パトロール龍っ子見守りたい（青パト）

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
13 日 一般 衛生組合協議会 879-4215

　　　８　月 　　　　葉　　　月
4 月 ふれあい広場（川東コミセン） ７０歳以上の方 福祉委員協議会 879-2380

9 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

23 土 昔なつかし川東夏まつり 一般 川東夏まつり実行委員会 879-4215

　　　９　月 　　　　長　　　月
1 月 ふれあい広場（川東コミセン） ７０歳以上の方 福祉委員協議会 879-2380

15 月 川東地区敬老会 ７５歳以上の方 川東地区社会福祉協議会 879-4215

　　１０　月 　　　　神　無　月
6 月 ふれあい広場（川東コミセン） ７０歳以上の方 福祉委員協議会 879-2380

26 日 一般 衛生組合協議会 879-4215

30 水 元気会（柳原・龍満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

第1回校区一斉清掃

第2回校区一斉清掃

70才以上、デイサービス非利用者
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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－

－環境・安全部会－

　この８月２日（土）３日（日）に観音寺の方の太鼓台を研究して

いるグループが、祇園座の衣裳の虫干しを撮影することに決定して

います。

　合わせて、農村歌舞伎に

詳しい水野一典氏による講

話も東谷のコミセンで行う

予定です。

　こちらのグループは昨年

の瀬戸内国際芸術祭にて、

太鼓台の刺繍と歌舞伎の衣

裳の刺繍のルーツについて

研究発表しており、祇園座

の衣裳の貸し出し展示も行

いました。

　最近では、いろいろなご縁で多方面の団体といろんな行事ができ

てうれしい限りです。

　そして今年の金丸座でのさぬき歌舞伎まつりの日程が決定しまし

た。今年は少し早い９月２０日（土）２１日（日）となっておりま

す。なお、放課後子ども教室の三番叟からスタートの予定ですの

で、お時間のある方は是非見に来てください。

　毎年お馴染みとなりました『東谷ちゃらちゃん祭り』のご案内です。

今年の日程は平成２６年８月９日（土）の午後４時から開催です。　昨年実施しました「健康チャレンジ２０１３・野菜を１日３５０ｇ以

上食べよう」のアンケート調査パートⅡに挑戦することになりました。

期間は、８月１日～１０月３１日の３カ月です。アンケート調査に参加

していただける方、よろしくお願いします。

昨年度のアンケート調査に参加していただいた方の中から、健康的な食

生活の意識づけが、少しずつ出来てきたなどの感想もいただいていま

す。

引き続き生活習慣病の予防やがんの早期発見のため、地域ぐるみで健康

づくりに取り組み、検診受診率の向上など健康気運を高めましょう。

　香川県の成人１日当たりの野菜摂取量（２０１２年度国民健康栄養調査）

　　　　男性　　１７位（３０７ｇ）

　　　　女性　　１６位（２８７ｇ）

　　　　　　熱中症予防について

熱中症の発病は７月～８月がピークになります。

こまめに水分・塩分補給をしましょう。

また、外出時は日傘や帽子を着用する等暑さを

避ける工夫をし、熱中症を予防しましょう。

今年も挑戦！

　　　　　　　　健康チャレンジ２０１４

環境整備（川東校区内清掃）活動について
　高松市では、昭和46年から、敬老会行事を高松市社会福祉協議会に

委託し、地区社会福祉協議会が主体となり実施している。

　しかし、最近では、各地区の敬老会参加率は減少傾向にあり、事業

も式典に替えて敬老訪問を実施している地区もある。

　このような中、敬老会事業のあり方が平成26年度より見直された。

　　川東コミュニティ協議会では、平成26年度より高松市川東地区敬

老会を開催いたしますので、ご参加の程よろしくお願い申し上げます。

　対象者　　　平成26年8月15日現在で高松市内に住民票を置く、

　　　　　　　平成26年12月31日で75歳以上の者。

　日　時　　　平成26年9月15日（月）午後1時30分～午後3時30分

　場　所　　　川東コミュニティセンター

高松市敬老会の見直しについて

『第７回東谷ちゃらちゃん祭り』『土用の虫干しとさぬき歌舞伎まつり』

また、１００円お得なバザー

券の前売りを川東と東谷のコ

ミセンで行っています。

　ようけ買いまい！

水分・塩分の補給

　私たちのグループは住みよい快適な地域環境を守るため、住んで

いる人たちが近所の清掃をしようという活動を支援しています。具

体的には毎年、７月、１０月、３月の校区一斉清掃、１２月の河川

清掃を主催し、１月に高松市と綾川町が協力して実施する「エアー

ポートクリーン作戦」に協力しています。

　今年も７月１３日（日）に校区一斉清掃を実施します。

自分たちの身の回りは自分たち

でキレイにする活動に住民皆様

のご協力をお願いします。

河川清掃 エアポートクリーン作戦

見直し項目 現　　　　状 見　　直　　し

委託先 各地区社会福祉協議会 各地区コミュニティ協議会

　（交付金） 　（同額）

施設敬老会 施設敬老会への助成は廃止

敬老祝い金

（現状どおり）

（現状どおり）

高齢者訪問 国･県に合した年度での取り扱い

　（祝品） （基準日が国･県と異なる）

祝品 （商品券以外の記念品）

　　　（2,640円/1人）

　　　（1,086円/1人）

77歳 10,000円 廃止(平均寿命より若い)

88歳 20,000円

99歳 30,000円

100歳高齢者

（4月1日～翌年3月31日）

75歳以上（商品券）

　川東校区体育協会の活動としてスポーツ用品、体協の備品の貸出を行っ

ています。

スポーツ用品はインディアカのボール、キンボールセット。備品は大型テ

ント、ピクニックテーブルなどです。子供会のイベント、自治会の行事な

どで使ってみてはいかがですか。川東校区の住民であれば個人、団体にか

かわらず無料で貸出します。

スポーツ用品

・インディアカボール

・キンボール用品

・グラウンドゴルフセット

・ソフトボール用グラブ、バット

・ストラックアウト

体協備品

・大型テント　　　　　　１個

・ピクニックテーブル　１０個

・拡声器　　　　　　　　２個

・誘導灯　　　　　　　　３個

など

お問い合わせは体育協会　山田会長　

携帯番号　090-2823-6130までお願いします。

体協の用具貸出します －生涯学習部会－

インディアカボール

グラウンドゴルフセット

ストラックアウト

ピクニックテーブル 誘導灯

拡声器

大型テント

丁度、『昔なつかし川東夏まつり』の盆踊りの練習が７月９日（水）

より毎週水曜川東のコミセン２階ホールにて行われます。

（８月１３日は練習休み）

ちゃらちゃん踊りはもちろん、二ツ拍子や香川町ばやし等の踊りの練

習なので、みなさんお誘い合わせのうえ軽く踊ってみませんか？
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