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川東校区の登録人口 
（30年3月1日現在）

 　　　　対前年同月比

人口　 　7,567 (- 83)

　男性 　3,721 (- 16)

　女性 　3,846 (- 67)

世帯数   3,203 (+ 19)

市人口 428,566 (-374)

　香川交番の所長からのお願いです。

　今年に入り、夜間や早朝の暗い時間帯に水路に転落する

事故が県下でも多く発生しています。

　道路脇の水路は夜間見えにくく、カーブや交差点の水

路、フタの無い水路は昼間帯でも危険です。

　夜間、自転車や歩行者はライトを点灯し、自転車に重い

荷物を積んだり、スマホを見ながらの走行はしないように

お願いします。　　　　　　　　香川交番 所長 中西英之

『水路転落に注意』

　

　　　

川東校区ふれあい交流祭り川東校区ふれあい交流祭り

と　き：４月２９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

　・香川総合センター ・ＪＡ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川東支店東側駐車場をご利用出来ます。　

  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。

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

　　　　℡　８７９－４２１５2018

　４月１５日（日）総会（連合自治会等）

　４月１７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２４日（火）連合自治会　第１回ブロック長会

　４月２９日（日）みんな寄りまい川東２０１８（東谷）

　５月２０日（日）校区運動会

　５月２２日（火）総会（コミュニティ防犯推進協議会）

　６月２６日（火）総会（コミュニティ自主防災会）

　７月　１日（日）保健委員会研修会Ⅰ

　７月　８日（日）校区一斉清掃Ⅰ

　８月１１日（土）第１１回東谷ちゃらちゃんまつり

　８月１８日（土）第６回昔なつかし川東夏まつり

　９月１５日（土）川東地区敬老会

１０月２１日（日）校区一斉清掃Ⅱ

１１月１０日（土）川東ふれあい龍桜まつり２０１８（１日目）

　　　１１日（日）　　　　〃　　　　　　　　　　（２日目）

１１月１８日（日）保健委員会研修会Ⅱ

１１月２５日（日）コミュニティ自主防災会震災対策訓練（校区全域）

　　　　　　　　　安心ネットワーク安否確認訓練(校区全域)

１２月　９日（日）校区河川清掃

　１月２０日（日）高松エアーポートクリーン作戦

　２月　５日（火）連合自治会　第２回ブロック長会

　２月１７日（日）保健委員会研修会Ⅲ

　３月１０日（日）校区一斉清掃Ⅲ

平成30年度の川東校区の主な行事（案）

みんな寄りまい川東

夏まつり

ふれあい龍桜まつり

敬老会

エアーポートクリーン作戦 震災対策訓練

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 日 総会　・連合自治会等 各自治会長 自治会、体育協会 879-4215

17 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

総会　・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

24 火 第１回ブロック長会 各自治会長 自治会 879-4215

29 日 みんな寄りまい川東２０１８ 一般 ふれあい交流祭り実行委員会 879-4215

　　　５　月 　　　　皐　　　月

20 日 校区運動会 園児・小学生と保護者、一般
保育所・子ども園・小学校

879-2012
体育協会、コミュニティ協議会

22 火 総会　・コミュニティ防犯推進協議会 防犯推進会会員 コミュニティ防犯推進協議会 879-4215

金
各自治会長 自治会 879-4215

27 日

　　　６　月 　　　　水　無　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

26 火 総会　・コミュニティ自主防災会 各自主防災会会長 コミュニティ自主防災会 879-4215

　　　７　月 　　　　文　　　月
1 日 保健委員会研修会 一般 保健委員会 879-4215

2 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

8 日 校区一斉清掃（１） 一般 衛生組合協議会 879-4215

25～
連合自治会等一斉集金(25日～27日)

mailto:info@kawahigashi.net
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源氏蛍(メス)

－福祉グループ－

みんなの力できれいに！　～Ｈ２９年度河川清掃～！

高齢者居場所：上部会館元気クラブ

　川東地区衛生組合協議会の皆様には、去る１２月１０日(日)に実施した河川清掃にご参加を賜り、誠にあ

りがとうございました。当協議会では、「自然を愛し、清潔で美しいまちづくりの推進」をスローガンに、

皆様のご協力のもと、各種の清掃活動を実施して

おります。

　おかげさまで、河川への不法投棄ゴミは減少し

ておりますが、山間部や目につきにくい雑林等で

は新たな不法投棄ゴミも見つかっておりますので、

今後とも、地域の清潔な環境が守られますよう、

皆様の一層のご理解、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。

     衛生組合協議会　会長　土居譲治

－環境・安全部会－

　平成２６年８月にスタートして４年目になりますが、当初からの活動を継続

しています。

　少し変わったことは、毎週火曜日・年５２回のうち、年に数回休みがありま

す。午前９時３０分～１１時過ぎまで体操・ゲーム・余興等を楽しみ、その後

昼食を美味しくいただいています。昼食の費用は４月から３００円で、毎週メ

ニューが替わっています。

　こんな上部会館元気クラブに参加しませんか？。

　　　　　　　　　　福祉グループ　事務局長　鶴見秀信

（ 部会構成団体の活動紹介　衛生組合協議会 ）

－保健グループ－花粉症～ちょっとの工夫で症状を軽くしよう～《保健師の健康一口メモ》

　花粉症に悩まされるこの季節、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

目のかゆみや鼻炎症状などのアレルギー症状を抑えるには、マスクやサングラス

など、メガネをかけることが有効です。マスク・メガネ無しのときに比べ、両方

着用した場合、体内に入る花粉数は減少します。

　また、洗濯物は取り込む際によくはたく、花粉量が多い日には窓を開けないな

どの工夫をして、できるだけ花粉との接触を避けることが大切です。

＊花粉症は服薬等によって症状が抑えられることもあります。症状にお困りの

方は、一度、医療機関に相談してみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　こんなに不法投棄ゴミがありました！（大水道周辺）

香川保健ステーション　保健師　藤川万里

クラブ開催の看板

 －東谷コミュニティ部会－

－生涯学習部会－

『老桜（おいざくら）』

～東谷婦人会の活動紹介～

　春夏秋冬、山々の景色の変化が楽しめる東谷地区で

　・月１回の定例役員会・年３回の料理教室・年１度の親睦旅行　

を開催し、会員同志の親睦を計っております。

　また、地域ふれあい事業のバザーのドーナツ作りでは大勢の参加をよびかけ高齢化していく婦人会です

が、皆な頑張ってこの日のためならと協力しあい、会員のおかげのドーナツ作りだと感謝しております。

　そして、ちゃらちゃん祭の受付や

年１～２回のほのぼの弁当つくりの

お手伝いなど微力ながら活躍出来る

ことに会員一同喜びを感じておりま

す。

　これからも協力しあって活躍して

いきたいと願っております。

　　東谷婦人会　会長　川田　明美

　東谷コミュニティセンターの事務所前には苔むした老桜が並んでい

た。

　染井吉野が２本と八重の枝垂れ桜が２本、ここが小学校であったこ

ろ植えられたものだ。１０年前からも山からの水で木を蝕むカビに痛

みながらも花を咲かせていたが、近年花を咲かせる枝も少なく、大き

な枝が折れて落ちてくることも多々あるようになり、安全のため切る

ことを決意した。

　この桜には地域の思い出がたくさん詰まっているし、私自身もこの

１０年…いや１０年以上この桜を毎年見てきた。まだ１０代の頃に歌

舞伎の春公演のためお稽古に通っていた。毎晩のようにお稽古する頃

には、玄関先で咲き誇るこの桜が出迎えてくれていた。神社に上がれ

なかった年は、この桜たちの下で公演をしたこともあった。

　コミュニティセンターで働くことになってからは、娘も１０年間見

守られて育った。ちょっぴり寂しくなるが、老桜の脇から若木が伸び

てきているのでこれを大切に育てようと思う。

　そして、歌舞伎で懇意にさせていただいている豊田市の小原歌舞伎

保存会さんから頂いた四季桜も去年植樹し、今年見事に花を咲かせて

くれたので、冬の花見もできるようになるのでは～と期待していると

ころだ。

（ 部会構成団体の紹介 ）

バザーのドーナツ作り

東谷コミセン　副センター長　鎌田直子

　　伐採作業の様子
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