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ベビーマッサージ
内容 乳児に対して保護者がオイルを使い，マッサー

ジをする。
対象 弦打校区の生後１０ヶ月以下の乳児と保護者

（平成２３年５月１日現在）
日時 ５月～９月の第４木曜日の５回【前期】

１０：３０～１２：００ （５月２６日開始）
講師 岡本 佐知子さん （ベビーマッサージセラピスト）
費用 無料
申込 弦打校区の方⇒5/16（月）～5/20 （金）

9：30～１6：00に保護者が直接来館または電話で
申し込む。（電話の方は書類を１回目開催当日ま
でに提出）なお，定員に満たない場合，弦打校区
以外の方も5/23（月）～5/25（水)9：30～16：00に
受付します。

定員 先着１６組
備考 バスタオルを持参。必要な方はミルク・さ湯等。

なお１０月～来年２月の後期は９月に募集予定。

６月１日号に詳しく掲載予定
・くらしのセミナー「家電製品を安全に正しく使う」
・・・６月１４日（火）

・歯科健康教育・・・６月１６日（木）

行政書士による
くらしに役立つ講座

第1回 ５月２０日（金） 悪質商法の対策
～クーリングオフ～

第2回 ７月１５日（金） 成年後見制度
第3回 ９月１６日（金） 遺言書作成方法
第4回 １１月１８日（金） 相続の手続き
時間は全て１０：００～１１：３０
対象 どなたでも
講師 薮内 哲也さん（行政書士）
費用 無料
申込 5/19（木）までの平日9：30～１6：00に電話または

直接来館して申し込む。
定員 先着３０人
備考 １回でも参加できます。

くらしのセミナー
「断り上手は生き方上手～リアルに学ぼ
う！お断りトーク」
対象 どなたでも
日時 ５月24日（火）１０：００～１１：３０
講師 井出 喜美子さん（消費生活相談員）
費用 無料
申込 5/23（月）までの平日9：30～16：00に直接来館

または電話で申込む。
定員 先着30人程度
備考 老人クラブ（高齢者教室）と共催。

男性料理教室
内容 日常的な料理と試食
対象 ふだん料理をする機会の少ない男性
日時 ６月８日（水）９：３０～１２：００
講師 食生活改善推進員さん４人
費用 食材費５００円（当日集金）
申込 6/3（金）までの平日9：30～１6：00に直接来館

または電話で申し込む。
定員 先着１5人
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参。

２３年度は３回予定（６月・１０月・２月）。
この料理教室は生活習慣病予防に最適な薄味
で素材を生かした料理を４～５品作ります。

すこやか料理教室
日時 ５月２５日(水) ９：３０～１２：００
場所 弦打コミュニティセンター調理室
費用 材料費実費（４００円程度）を当日徴収
申込 主催者の食生活改善推進員・天弘（あまひろ）

さんへ直接電話する。
締切 5/21（土）
備考 エプロン・三角巾等を持参してください。

保健師による 乳児相談
内容 身体計測・発育・発達状況の観察，育児相談
開催日 ５月２６日（木）
場所 ふれあい福祉センター勝賀

・４か月児相談 ９：１５～９：３０受付
対象者（平成２３年１月生まれ）に個人通知。

・乳児相談 １３：００～１５：００
ベビーマッサージがあります。

問合せ 勝賀保健ステーション（ ☎ ８８２－７９７１）

廃食油収集（平成23年度）
日時 ６月４日(土) 10月1日（土） 2月4日（土）

９：３０～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター駐輪場北側



弦 打 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 ま ち づ く り 協 賛 広 告 欄

1 ２ ３
閉館日【祝日】

４
閉館日【祝日】

８
☆狂犬病予防注
射11：40～12：10
（弦打コミュニティ
センター駐車場）

９ １０
♪楽しい親子教室

土月 火 水 木 金日

１1
♪幼児体操教室

１２ １３

◆衛生組合協議会
総会（１９：００～）

１４
♪子ども将棋教室

◆交通安全母の会
総会（10：00～）

１５ １６
■コミ協 生涯学
習スポーツ部会

１７ １８
♪幼児体操教室

１９
♪くらしに役立つ
講座受付〆切

２０
♪くらしに役立つ講
座

◆県下一斉無言
キャンペーン（産業
道路と木太鬼無交
差点7：30～8：00）

２１
♪婦人会ごきぶり
団子作り（女性教
室）

２２
☆弦打地区大
運動会（雨天時
は２９日に延期）

２３ ２４
♪楽しい親子教室
♪くらしのセミナー
♪リフレッシュ体操

２５
♪幼児体操教室

◆すこやか料理
教室（9：30～）

２６
♪ベビーマッサー
ジ

２７ ２８
♪子ども将棋教室

２９ ３０

5
閉館日【祝日】
☆藤まつり（岩田
神社）4/24～5/5

6 7

♪子ども将棋
教室受付〆切

予定は４月２０日現在のもので日時が変更になる場合があります。
各団体に確認してください。
■コミュニティ協議会 ◆各種団体 ☆情報 ♪講座
※同好会や通常貸館は多数のため掲載しておりません。

３1

郵便事業株式会社による「第
43回手紙作文コンクール」の絵
手紙部門で応募６５，９５３通の
中から弦打絵手紙の会同好会
講師の越智文美惠さんの作品
が銅賞に選ばれました。⇒

☆高松春のまつり交通安全フェア
2011（高松市立中央公園）

日 時 ５月８日（日）１１：４０～１２：１０
場 所 弦打コミュニティセンター駐車場
問合せ 高松市保健所生活衛生課（電話８３９－２８６５）

相続税の対策はお済みですか？平成23年の税制改正により，相続税が大幅に増税される見込みになり
ました。今まで相続税の心配がなかった方も，相続税が発生するかもしれません。相続税の対策は早め
に行えば行うほどその効果が高くなりますので，相続税についてお困りの事がございましたら，ぜひ一
度ご相談下さい。

初回６０分は相談無料です。川上税理士事務所 TEL０８７－８１３－０１６６
〒761-8032 高松市郷東町29-5-304 営業時間（月）～（金）9:00～17:00 

♪ベビーマッサージ受付（校区外）

♪ベビーマッサージ受付（校区内）

平成23年度に弦打コミュニティセンター図書室に
配置される雑誌は次の通り。なお貸出は発売日の
1ヶ月後から可能です。
・すてきにハンドメイド（月刊） ・こまち（月刊）
・サンキュ（月刊） ・PHPのびのび子育て（月刊）
・NHKためしてガッテン（年4回）

日 程 ５月２２日（日）
※雨天時は２９日（日）に順延

場 所 弦打小学校運動場
プログラムは５月１５日号「広報たかまつ」と

ともにお届けする予定です。


