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すこやか料理教室
対象 地域の男女。魚をさばけない人。
内容 オリーブハマチのさばき方，調理の仕方。
日時 １１月１６日(水) ９：３０～１２：００
場所 弦打コミュニティセンター調理室
講師 食生活改善推進員さんなど
費用 材料費実費を当日徴収
申込 11/９（水）までに食生活改善推進員・天弘

（あまひろ）さんへ直接,  電話で申し込んでく
ださい。

定員 先着２０人
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参

★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，

育児相談等
日時 １1月２4日（木）
場 所 ふれあい福祉センター勝賀

(高松市香西南町４７６－１ )
・４ヶ月児相談 ９：１５～９：３０受付

対象者（平成２３年７月生まれ）に個人通知。
・乳児相談 １３：００～１５：００

乳幼児と保護者の方どなたでも。また，１３：３０
からベビーマッサージもあります。

★胃がん集団検診
※今年度から予約が必要になりました。予約は勝
賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ。
定員５０名で，予約の受付を締め切ります。
日時 １１月14日（月）８：３０～１０：３０
場所 弦打コミュニティセンター
検診内容 （１）問診

（２）胃部エックス線間接撮影検査
バリウムを飲む検査です。

対象者：市内に在住する40歳以上の方
自己負担金：１,３００円
※自己負担金が免除される場合があります。

★幼児歯科健診
日時 １１月３０日（水），１２月１日(木）

受付は12：45～13：00
場所 弦打コミュニティセンター
対象 ２歳児〔対象者に個人通知。〕
内容 歯科健診，ブラッシング

※希望者にフッ素塗布
持参物 母子健康手帳，歯ブラシ，ティッシュ

ペーパーやタオル
費用 無料

お問い合せは勝賀保健ステーション（電話８８２ー７９
７１）弦打地区担当保健師・真鍋へ。

正しい薬の飲み方講座
内容 注意したい薬の飲み忘れ，気をつけなけれ

ばならない薬の飲み合わせなど正しい薬の飲
み方。

対象 どなたでも
日時 １１月２９日（火）１３：３０～１４：３０
場所 弦打コミュニティセンター
講師 高松市民病院薬剤師
費用 無料
申込 1１/2５（金）までに直接来館または電話（８８２

－０２８５）で，コミュニティセンターへ申し込ん
でください。

定員 先着３０人

行政書士によるくらしに役立つ講座
内容 相続手続きはいつまでにすればよいのか，

誰が相続人になるのか，行政書士や税理士な
ど専門家の役割はどうか等。また質疑応答の
時間をもちますので疑問に思っていたことをこ
の機会に聞くことができます。

日時 11月１8日（金） １０：００～１１：３０
講師 薮内 哲也さん
費用 無料
申込 11/16（水）までに直接来館または電話（８８２

－０２８５）で申し込んでください。

★絵手紙同好会 新規会員募集のお知らせ
私たちと一緒に楽しく絵手紙を描いてみませんか。初心者の方大歓迎です。一度見学にお越し

ください。
日時 第１・３水曜日 午後1時30分～3時30分
費用 会費 1,000円（1か月） 材料費・諸経費は実費 問合 弦打コミュニティセンターへ
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☆幼児歯科検診
（12月1日も実施）

予定は10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
おいて確認してください。
■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。

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

日 月 火 水 木 金 土

相続税の対策はお済みですか？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。「うちは相続税を払わなければいけないの？」「少しでも税金をおさえ
たい」「相続時にもめたくない」・・・。少しでも多くの財産を残すため,  早めに手
を打ちましょう。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。

川上智也税理士事務所 TEL０８７－８１３－０１６６
〒761-8031 高松市郷東町29-5-304 営業時間（月）～（金）9:00～17:00 

弦打校区コミュニティ協

議会は，地元企業等とも協

働したまちづくり活動をす

すめます。

広告欄に掲載を希望され

る方は，「つるうち.ネット」で

配布のチラシをご覧くださ

るかコミュニティセンターま

でお問い合わせください。
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♪グローバルセミ

ナー「中国の文
化に触れよう」

◆障がい者の会
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☆弦打幼稚園家庭

教育学級

★第3回TSCボウリング大会
主 催 弦打スポーツクラブ
日 時 １１月６日（日）9時集合
会 場 シーサイドボウル高松
参加者 幼児から大人まで
参加費 800円（貸靴代等含む）
申込・問合 11月2日（水）までに，

弦打スポーツクラブ事務局
森（電話８１３－１０３３
FAX８３５－０２７７）へ。

敬老会が各地で開催されました。

御殿・御殿団地・鶴市団地自治会
9月19日

郷東自治会9月18日

９月１９日は「敬老の日」

でした。この日の前後に，
弦打地区では今年度初め
て，自治会ごとに敬老会が
開催されました。
身近にある集会所等で開

かれた為，多くの方が参加
され，心温まる手作りの式
典や催しが行われました。
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閉館日
【祝日のため】


