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身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時 ２月２３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か月児相談
９：１５～９：３０ 受付
対象者（２３年１０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～ 小児科医師による「子どもの心の成長
と母の関わり」の講演があります。
お問い合わせは勝賀保健ステーション（８８２－７９７１）
弦打地区担当保健師・真鍋へ。

☆ 乳児相談
内容 のびのび元気体操，ストレッチなどで楽しく

健康づくりをしませんか。体操はイスに座っ
て無理なく行えます。

日時 ２月２日（木）１０：００～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター２階 大会議室
講師 小野川 秀佳 さん（健康運動実践指導者）

弦打地区元気を広げる人
対象 どなたでも
主催 弦打地区保健委員会・高松市保健センター
共催 弦打高齢者教室（老人クラブ）
準備 動きやすい服装，室内用シューズ（お持ちの

方），お茶等をご用意ください。

♪ 健康教室

内容 俳句の季語など基本を学び，実際に俳句を
作ってみましょう。

日時 ２月１０日（金）９：３０～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター２階 小会議室
講師 山崎 萱草（かんぞうさん（かつらぎ同人）
対象 俳句に興味のある人。

（俳句初心者の方，大歓迎）
費用 無料
申込 ２/８（水）までにコミュニティセンターへ

お申し込みください。
準備 筆記用具を持参

☆第56回 高松市西部地区
囲碁・将棋大会がありました

１月１５日（日）に檀紙コミュニティセンターで開
催された囲碁将棋大会での結果，弦打地区から参加し
た方の入賞者は次の通りです。おめでとうございます。

久保 正弘さん （囲碁Aクラス優勝）
清水 治さん （将棋Aクラス優勝）
村田 慶治さん （将棋Bクラス優勝）

新たな詐欺手口 ？ 気をつけて！！
【事例】
1月早々，鶴市町の住人方宛てに，株式会社 アクシア

トレードという会社から，『通貨購入予約権利申込書・
通貨に関するパンフレット在中』と記載された封筒が，
勝手に送られてきました。
後日，その会社から住人に電話が入り，
「大事な書類ですから置いといてください。取りに行

きます。」と言われました。
【対処の仕方】
・わからない封筒，怪しい封筒が家に届いても開けない。
・電話がかかってきても「いらない。取引しない。」と
確実に断る。
・業者が自宅に訪問し，断ったのに帰らない場合は警察
に通報！
・不審なはがきや封筒が届いたら警察に連絡！

弦打駐在所 電話 ８８１－３８５９
高松北署 電話 ８１１－０１１０
緊急時は１１０番通報

日時 ２月２２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４人
対象 地域の男女。
費用 材料費実費（４００円程度）を当日徴収
申込 ２/１８（土）までに主催者の食生活改善推

進員・天弘 （あまひろ）さんへ直接,  
電話して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。

◆ すこやか料理教室

♪ 俳句で季節を
遊んでみませんか

初めての
講座です。

お気軽にご
参加ください。

３月１１日（日）実施予定。
くわしくは２月１５日号「広報たかまつ」ととも
に配布するチラシ等でお知らせします。

◆ ふるさと学習探検隊

☆ 弦打駐在所より

http://www.tsuruuchi.net/
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◆障がい者の会
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■コミ協職員
申込締切

♪俳句の講座

13
■コミ協職員
第一次選考
（書類選考）

14
♪楽しい親子教室

15
◆自治会理事会
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■コミ協職員
第二次選考
（面接）
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◆すこやか料理
教室
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♪ベビーマッサージ
（弦打コミセン）

☆乳児相談（ふれあ
い福祉センター）
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◆学校開放運営
委員会

予定は1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

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。

11 閉館日

（建国記念日）
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月 火 水 木 金 土
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♪小学校家庭
教育学級

20
■校区内夜間
巡視

◆生涯学習
スポーツ部会

◆保健福祉部会
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■コミ協職員合
格者発表
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♪楽しい親子教室
♪リフレッシュ体操

確定申告は3月15日（木）が提出期限です。「今年から消費税の申告が必要」
「土地や建物を売った」「満期保険金を受け取った」「今まで申告していたが支
払う税金が高い気がする」など，確定申告でお困りのことがございましたら，

ぜひ ０８７－８１３－０１６６ 川上税理士事務所までお気軽にお問合
せ下さい。初回60分は，ご相談無料となっております。
高松市郷東町２９－５－３０４ 営業時間（月）～（金）9:00～17:00
※土日祝もご予約いただきましたら対応可能です。

職 種 弦打校区コミュニティ協議会の事務局員

採用人数 １人
応募資格 ①地域活動の経験と，地域コミュニティの基本的な知識と理解があ

ること。
②地域住民や団体との対応が柔軟にできる姿勢をもっていること。
③パソコンによる文書作成・計算事務・電子メール・インターネッ

トの活用ができること。
職務内容 ①各種会議や行事の開催準備

②予算決算およびその会計処理
③高松市コミュニティ協議会連合会や行政など地域外との連絡調整
④その他協議会の事務全般

雇用期間 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
（次年度以降，更新する場合があります。ただし平成２８年３月
３１日まで）

勤務時間 原則として月曜日～金曜日の午前９時～午後４時
（休憩１時間を含む。行事等で勤務時間が変更される場合がありま
す。）

報 酬 月額１４９，８００円程度
※提出書類などはコミュニティセンターに１月２３日（月）～２月１０日（金）

まで配置する「募集要項」をご覧ください。
※申込受付は１月２７日（金）～２月１０日（金）の期間の平日のみです。

お問合わせは弦打校区コミュニティ協議会事務局（コミュニティセンター内）
電話８８２－０２８５へ。

1
☆弦打小学校
入学周知会

2
◆保健委員会
「元気広げる人」
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臨時閉館日

ご家庭で不要になった
食用油をドラム缶に移し
入れます。油を入れてき
た容器は各自でお持ち帰
りください。
日時 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
婦人会がお手伝いします。

☆ 廃食油収集

弦打校区コミュニティ協議会
事務局職員 募集


