
 

 

令和元年９月３０日 

四国電力株式会社 

 

令和元年度「よんでんグループふれあい月間」の実施について 

 

当社は、四国地域を事業基盤とし、地域と共に生きる企業として、お客さまとの対話や交流

を通じた地域共生活動を積極的に行っております。 

今年度も、１０月の１か月間を「よんでんグループふれあい月間」として「これまでも    

これからも 暮らしの中に よんでんグループ」をキャッチフレーズに、グループ各社が一体

となって、四国各地でさまざまな活動を実施いたします。 

 当社は、「地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄える」という企業理念のもと、

これからも、地域に根差した活動を展開してまいります。 

 

１．期 間  令和元年１０月１日（火）～３１日（木）［１か月間］  

 

２．ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ  これまでも これからも 暮らしの中に よんでんグループ 

 

３．参 加 企 業  当社およびグループ企業 

（一般財団法人四国電気保安協会含む） 

 

４．主な行事 

 

・ 重要文化財（神社・仏閣等）の電気設備点検 

・ 清掃活動・地域ボランティア 

・ 施設見学会（当社事業所等） 

・ お遍路さんへの湯茶接待 

・ 自治体への防犯街路灯の寄贈  等 

 

以  上 

 

 

 （別紙）令和元年度「よんでんグループふれあい月間」の主な行事について 

   



10月18日(金)
　9時30分～
  　12時00分

板野郡板野町
・四国電力 徳島支社
・保安協会

10月23日(水)
　9時30分～
  　11時00分

阿波市市場町
・四国電力 鴨島事業所
・四電工
・保安協会

清掃活動・
地域ボランティア

10月8日(火)
　9時30分～
  　12時00分

小松島市小松島町
・四国電力 徳島支社
・四電工
・保安協会

施設見学会

10月27日(日)
　10時00分～
　11時00分～
　13時00分～
　14時00分～

那賀郡那賀町 ・四国電力 徳島支店

その他
神山町阿野字広野
（旧広野小学校）

・四国電力
　 徳島支店・支社

実施事業所等活　動　内　容 日　時 場　所

文化財等の
電気設備点検等

　 四国八十八ヶ所霊場　五番札所「地蔵寺」 の
　　　　電気設備点検、屋内絶縁測定および境内等の清掃

　 四国八十八ヶ所霊場　十番札所「切幡寺」 の
　　　　電気設備点検、屋内絶縁測定および境内等の清掃

　 小松島ステーションパーク内「たぬきの銅像」の清掃

　県公営企業局川口ダムが開催する「スマート回廊探訪ツアーデイ」
　参加者への小見野々ダムの概要説明とふれあいを図る。

　「Montekiマルシェ」開催
　地域の活性化とふれあいを目的に、小学校の空き校舎を会場に
　イベントを開催する。
　（計画・運営などケーブルテレビ徳島他と共催して実施）

10月22日(火･祝)
  9時00分～
　 16時00分

徳島県内の主な行事



日時 場所 実施事業所等

高知市への防犯街路灯の寄贈
　※高知市はじめ２２市町村へ９２灯を寄贈予定です

10月23日（水）
15:30〜16:00

高知市役所 ・四国電力　高知支店

特別養護老人ホーム「清流荘」の照明機器の交換・清掃、および
お客さまとのふれあい対話活動を実施

10月8日（火）
9:30～12:00

清流荘
(須崎市)

・四国電力　須崎営業所
・四国電力　須崎事業所
・保安協会

高知城天守閣等の電気設備点検と清掃
10月11日（金）
9:30〜12:00

高知城（高知市）
椙本神社（いの町）

・四国電力　高知支店
・四国電力　高知支社
・四電工
・保安協会

四国八十八カ所霊場　第32番札所「禅師峰寺」および「琴平神社」の電気設備点検
10月1日（火）
10:00〜11:15

禅師峰寺・琴平神社
(南国市)

・四国電力　山田事業所
・保安協会

四国八十八カ所霊場　第39番札所「延光寺」の電気設備点検
10月10日（木）
14:00〜15:00

延光寺
(宿毛市)

・四国電力　宿毛お客さまｾﾝﾀｰ
・保安協会

四国八十八カ所霊場　第38番札所「金剛福寺」の電気設備点検
10月18日（金）
10:00〜10:30

金剛福寺
(土佐清水市)

・四国電力　清水お客さまｾﾝﾀｰ
・保安協会

四国八十八カ所霊場　第37番札所「岩本寺」の電気設備点検
10月24日（木）

午前中
岩本寺

(四万十町)
・四国電力　窪川お客さまｾﾝﾀｰ
・保安協会

炭入れ･ｴﾈﾙｷﾞｰ授業
10月2日(水)10:30〜15:15

[雨天:8日(火)]
炭出し

10月24日(木)10:30〜13:00
[雨天:29日(火)]

国立室戸青少年自然の家「くろしお祭り」への参加
（高所作業車の乗車体験等）

10月27日(日)
10:00〜14:00

国立室戸青少年自然の家
(室戸市)

・四国電力　安芸営業所
・四国電力　安芸事業所

「よんでん中村ご近所助け合い隊(※)」を対象に、中村警察署による
特殊詐欺等の講演会を開催
(※当社の呼び掛けで発足した地域の自主防犯・防災組織)

10月28日(月)
15:00〜16:00

四国電力　中村支社 ・四国電力　中村支社

日時 場所 実施事業所等

清掃活動 桂浜の坂本龍馬像の清掃 9月10日(火) 桂浜公園
・四国電力　高知支店
・四国電力　高知支社
・四電工

行事内容

四万十町立田野々小学校児童による炭焼き体験学習と
出前エネルギー授業の実施

・四国電力　高知支店
佐賀取水堰
(四万十町)

ｴﾈﾙｷﾞｰ授業は田野々小学校

文化財等の
電気設備点検等

ふれあい活動

行事内容

社会貢献活動

高知県内の主な行事



○ 松山市への防犯街路灯の寄贈

【日時】 １０月１６日（水） １１：３０～

【場所】 松山市役所

【内容】 明るく安全な街づくりに寄与するため、自治体へ防犯街路灯を寄贈します。
（松山市はじめ県内１６市町に１５５灯を寄贈予定としております。）

の行事については、四国電力グループ各社も参加します。

○ 神社の当社電気設備の点検

【日時】 １０月３日（木） 午前中

【場所】 愛媛県松山市 「還熊八幡神社」 他

【内容】 漏電ブレーカー等の電気設備点検を実施します。

＜愛媛支店＞

＜松山支社＞

○ 四国八十八ヶ所霊場第４３番札所「明石寺」の電気設備
点検および清掃活動

【日時】 １０月１５日（火） ９：３０～

【場所】 愛媛県西予市 「明石寺」

【内容】 第４３番札所「明石寺」の電気設備点検および清掃活動を実施します。

＜八幡浜事業所・八幡浜営業所＞

○ 高所作業車を活用した水銀灯器具の清掃

【日時】 １０月３０日（水） １３：００～１４：００

【場所】 愛媛県新居浜市 黒島海浜公園

【内容】 高所作業車を活用して、照明灯の清掃活動を実施します。

＜新居浜支社＞

愛媛県内の主な行事



活動テーマ 実施内容 実施⽇時 相⼿（学校） 実施場所 主催 備考

教育⽀援活動

次世代層向け
体験型学習・⾒学会

10⽉1⽇(⽕)
13:50〜14:35

⿇⼩学校
（三豊市） ⾹川⽀店 出前授業

10⽉16⽇(⽔)
9:30〜11:15

⼤内⼩学校
（東かがわ市）

東かがわ営業
所・事業所

四電⼯、保安
協会も参加

10⽉24⽇(⽊)
10:30〜12:00

府中⼩学校
（坂出市） 坂出事業所 四電⼯も参加

10⽉29⽇(⽕)  
8:50〜11:10

12:40〜15:00
栗林⼩学校
(⾼松市)

⾼松電気ビル
（⾼松市室新町）

⾹川⽀店、
⾼松⽀社 ４年⽣ 約200⼈

地元⼩学⽣を対象とした
グループ会社
⼯場⾒学・出前授業

10⽉18⽇(⾦)
13:30〜15:30 多度津⼩学校 四変テック 四変テック、

⾹川⽀店 ⾹川⽀店は、
出前授業で協
⼒10⽉28⽇(⽉)

13:30〜15:15
善通寺

南部⼩学校 四国計測⼯業 四国計測⼯業、
⾹川⽀店

かがわけん科学体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
への参加

11⽉10⽇(⽇)
9:00〜16:00 ⾹川⼤学 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

実⾏委員会
⾹川⽀店は万華
鏡作りのブース
出展

地元⼩学⽣を対象に、施設
⾒学、⾼所作業⾞体験等を
実施

活動テーマ 実施内容 主催 寄贈先（寄贈灯数は合計で７６灯）

地域防犯
強化活動

明るく安全な街づくりに
寄与するため、
防犯街路灯を寄贈

⾹川⽀店 三⽊町(10/21[⽉] 15時〜)､
⾼松市(10/24[⽊] 15時30分〜) 

東かがわ営業所 さぬき市(10/24[⽊] 11時30分〜)

観⾳寺営業所 観⾳寺市(10/2[⽔] 15時30分〜)、
三豊市(10/3[⽊] 15時〜)

中讃営業所
宇多津町(10/16[⽔] 10時〜)､まんのう町(10/18[⾦] 
9時〜)､善通寺市(10/18[⾦] 11時〜)､
琴平町(10/18[⾦] 13時30分〜)､
多度津町(10/18[⾦] 15時〜)

香川県内の主な行事



活動テーマ 実施内容 実施⽇時 実施箇所 主催者

地域ボランティア
活動

ワクワク体験Kids王国
ＩＨクッキング体験、⾼所作業⾞
乗⾞体験など

10⽉5⽇(⼟) 11:00〜15:00 サンポート⾼松
⼤型テント広場

JR四国、⽇本郵便
四国⽀社、四国電
⼒ ３社連携事業

よんでんふれあい「お接待」 10⽉15⽇(⽕) 9:30〜12:00 ８０番札所 国分寺(⾼松市) 中讃営業所・
坂出事業所

10⽉29⽇(⽕)  10:00〜12:00 丸⻲城(⼤⼿⾨広場付近) 中讃営業所・
丸⻲事業所

栗林公園｢パートナーシップ活動｣
①公園内電気設備点検、
②⾼所作業⾞による⾼⽊剪定、
③正⾨前歩道清掃

①10⽉16⽇(⽔) 9:30〜10:30
②10⽉16⽇(⽔) 9:30〜11:30
③10⽉16⽇(⽔) 10:00〜10:30

栗林公園 ⾹川⽀店、
⾼松⽀社

四国⼋⼗⼋か所霊場等に出向いて、お
遍路さん等への湯茶接待を実施。合わ
せて、電気設備の点検・清掃も実施。

活動テーマ 実施内容 実施⽇時 実施箇所 主催者

電気保安活動

⽂化財施設等屋内配線・分電盤等
電気設備の点検・清掃 10⽉3⽇(⽊)  15:00〜16:00 東照時(東かがわ市) 東かがわ事業所

照明灯の点検・清掃 10⽉9⽇(⽔) 10:00〜11:30 とらまる公園(東かがわ市) 東かがわ事業所

照明灯の点検・清掃活動への参加 10⽉18⽇(⾦) 10:00〜11:00 ⾼松中央公園 ⾼松⽀社(主催は
⾼松商⼯会議所)

⽂化財施設等屋内配線・分電盤等
電気設備の点検・清掃 10⽉23⽇(⽔) 10:00〜11:30 ７１番札所 弥⾕寺(三豊市) 観⾳寺営業所・

事業所

⽂化財施設等
屋内配線・分電盤等電気設備の点
検・清掃

①10⽉29⽇(⽕)    9:30〜10:30
②10⽉29⽇(⽕) 13:30〜14:20
③10⽉29⽇(⽕)  14:40〜15:30

①丸⻲城
②総本⼭善通寺
③⾦⼑⽐羅宮

丸⻲事業所
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