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りゅう　おう

　

　

  

川東校区の登録人口 
（27年9月1日現在）

 　　　　　 対前年同月比

人口　　　7,788  (-101)

　男性　  3,797  (- 39)

　女性　　3,991  (- 62)

世帯数 　 3,165  (+  5)

市人口  429,149  (+201)

　

　　　

香川交番 所長 平井 一伸

vol.２１

　

　

日時：平成２７年１１月７日（土）、８日（日）　

場所：川東コミュニティセンター、
　　　高松市香川図書館

『交通事故に注意！！』

　今年、県内の事故で亡くなった方は、３６人（９月１０日現在）です。

　これから過ごしやすい気候となり、屋外に出かける機会が増えると思います。

　川東校区における事故多発地帯は、

　・主要地方道三木綾川線（１３号線）上

　・たまや空港店北側

　・高松市香川保健センター東側点滅交差点

等です。

川東ふれあい龍桜まつり２０１５のご案内

（ 第 ７ 回川東校区文化祭 ） －川東校区文化祭実行委員会－

詳しくは、別紙の龍桜特別号を
ご覧ください!

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）

★各バザー券を川東、東谷コミュニティセンターで販売中！

舞台（子ども歌舞伎）

－福祉グループ－

平成２７年度「共同募金運動」にご協力をお願いします。

地域の福祉、みんなで参加　　　運動期間　１０月１日～１２月３１日

◎赤い羽根共同募金

◎元気会のごあんない

・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歳以上の方でディサービスを受け

　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。

　屋外（川東アピール隊）

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(金)

１１月１８日(水)

１１月２７日(金)

１２月　２日(水)

下倉､鮎滝 等 (特例デイサービス利用者含む)

１２月１０日(木)

　１月１５日(金) 

屋内（押絵の展示）

特に薄暮時から夜間にかけて多発傾向にあるので、

ドライバーの皆さんは、運転に集中し、歩行者の皆さんは、

反射材を着用して、事故のないまちを作りましょう。

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
25 日 一般 衛生組合協議会 879-4215

30 金 元気会（柳原・立満集会場） 福祉委員協議会 879-2380

　　　　霜　　　月
7 土 川東ふれあい龍桜まつり２０１５ 一般 文化祭実行委員会 879-42158 日

18 水 元気会（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

22 日 川東校区震災対策訓練（川東小学校） 校区コミュニティ自主防災会 879-4215

27 金 元気会（川内原上部会館） 福祉委員協議会 879-2380

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

　　　　師　　　走
2 水 元気会（安原ふれあい館） 福祉委員協議会 879-2380

7 月 ふれあい広場（川東コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

10 木 元気会（東谷コミセン） 福祉委員協議会 879-2380

13 日 校区河川清掃 一般 衛生組合協議会 879-4215

　　　　睦　　　月
15 金 元気会（岩崎自治会館） 福祉委員協議会 879-2380

24 日 高松エアポートクリーン作戦 一般 衛生組合協議会 879-4215

　　　10　月
第2回校区一斉清掃

70才以上、ディサービス非利用者

　　　11　月

70才以上、ディサービス非利用者

川東西ブロック（12単位自主防災会）

70才以上、ディサービス非利用者

　　　12　月
70才以上、ディサービス非利用者

70才以上の方

70才以上、ディサービス非利用者

　　　1　 月
70才以上、ディサービス非利用者

大変お待たせしました。

既に関係各位（自治会長（共同購入申込）、個人申込者の方々）へ案内状を送付済で

すが、高松市防災ラジオ（香川町タイプ）を次のとおり配布します。

　ただし、東谷地区および日生ニュータウン地区については別途地区別に配布します。

　日時：平成２７年１１月１４日（土）・１５日（日）、両日とも午後１時～５時

　場所：川東コミュニティセンターロビー

高松市防災ラジオ（昨年度申し込み分）の配布について! －環境・安全部会－

お申込みは自治会内

回覧板です！

mailto:info@kawahigashi.net
mailto:info@kawahigashi.net


Vol．３

－保健グループ－  －東谷コミュニティ部会－

－環境・安全部会－ －生涯学習部会－

『第８回東谷ちゃらちゃん祭り』を開催

　毎年恒例となりました、東谷の夏の大イベント！『第８回東谷

ちゃらちゃん祭り』を８月１５日（土）に開催しました。

　今年のゲストは第２回で演奏してくれ東谷が大のお気に入りと

いう『ダッパーサクセーバーズ』の皆さん。名探偵コナンのテー

マ曲をはじめ６曲をサックスで演奏してくれました。

　更にアンコールにアンパンマンのテーマを要求する人もいまし

たが（笑）ここは楽譜もないということで、東谷にしっくりくる

『ふるさと』で締めくくっていただきました。

　東谷がお気に入りというだけあって、皆さんバザーも満喫し、

最後の盆踊りまで全部一緒に踊ってくれました。

　今年の開催はお盆期間だったので普段見ない人を見かけたり、

若い子たちが同窓会のように楽しそうにしている姿が見受けられ

微笑ましい限りでした。

　こんな小さな地区の小さな祭りに、若い子からお年寄りまで協

力してくれ、楽しみながら運営できることを私はとても幸せなこ

とだと感じています。

　また、他地域から来てくれた人も笑顔にできる祭りは地域の宝

であり、これからもできるだけ長く続けて行きたいと思います。

川東校区子ども会の活動紹介

　川東校区子ども会育成連絡協議会では昨年から川東小学校PTAと一緒に運営され、そのご協力のも

と、川東校区内に結成された子ども会育成会（単位子ども会）が相互に連絡し、各情報の交換を行い、

適切な運営が研究され、健全な校区内子ども会の育成と向上を図ることを目的としています。校区子ど

も会の年間行事としては異学年と一緒になっての活動経験を持つことを目的とした収穫体験（イチゴ狩

り）や親子で一緒に参加して地域の方々に講師のご協力をいただいく手作り工作教室や料理教室を行っ

ております。また冬には川東、浅野、大野の三校区子ども会合同でチェルシーでの食育イベントにも参

加しています。それぞれの行事とも大変人気があり、毎年多くの参加があります。川東小学校PTA並び

に川東校区子ども会の皆様、どうぞお気軽にご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

平成２７年度、校区内地区別震災対策訓練について

　年々、その発生確率が高まっている南海大地震に備えて、今年

度は川東西ブロック地区で次のとおり、実施します。　　

日　時　：平成２７年１１月２２日（日）、

　　　　　午前９時～１２時

場　所　：川東小学校運動場

参加地域：川東西ブロック１２自主防災会

　　　　　　開神、長神、川東ベストタウン、

　　　　　　新開、西新開、川東みどり、釈迦堂、

　　　　　　国政、平松、井手上、

　　　　　　フィオレンテ川東Ⅱ、

　　　　　　アネスティタウン川東

主な内容：住民避難訓練、参加（実地）訓練、

　　　　　災害時要援護者安否確認訓練、

　　　　　炊き出し訓練、起振車地震体験等

主催・共催：川東校区コミュニティ防災会、

　　　　　　川東校区コミュニティ協議会

協　力　：高松市消防団香川分団（第３部、４部）、

　　　　　高松南消防署香川分署

5年後、10年後の自分のために！

　７月５日（日）保健委員会研修会が開催されました。

講師は、阿部純也先生（うどん体操の考案者）でした。

丁寧にわかりやすく実演をまじえて教えていただいて、

みんなで楽しくストレッチングしました。、

　運動は、生活習慣病予防・認知症予防など健康を維

持するためにとても大切です。

筋肉の柔軟性を高め、関節可動域を広げ5年後、10年後

の自分のために「おうちで」継続しましょう。

　　《健康一口メモ》　　　～ インフルエンザ予防 ～

　インフルエンザウイルスは空気の乾燥する秋から冬にかけて流行します。

一般的な風邪症状とは異なり38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等全身の症状が突然現れます。併せ

て普通の風邪と同じような症状も見られます。

　インフルエンザの予防には、みんなの「かからない」「うつさない」という気持ちがとても大切です。

もしインフルエンザに罹ったらマスク等の咳エチケットも忘れないようにしましょう。

   ダッパーサクセーバーズの皆さん

訓練の様子 収穫体験の様子手作り工作教室の様子

　日時　　１１月２９日（日）　１３時３０分から１５時

　場所　　川東コミニティセンター　２Ｆ

　講師　　高松市民病院附属香川診療所　眼科医長　都村 豊弘 先生

　テーマ　目のはなし

次回、保健委員会研修会のご案内

ちゃらちゃん踊り

川東校区子ども会育成連絡協議会　会長 橋谷 冬紀


