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身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時 ３月２２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１１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。
離乳食相談あります。

お問い合わせは勝賀保健ステーション 電話（８８２
－７９７１）弦打地区担当保健師・真鍋へ。

☆ 乳児相談

内容 いつか起こるといわれている東南海・南海地

震。その時に知っておいたら役に立つ，応急
手当の方法，大人・子ども・乳児の救命救急，
炊き出しの方法，災害時の対応方法について，
学んでみませんか。

日時 ３月８日（木）１０：００～１３：００
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室，

１階調理室
講師 清水まり子さん（防災ボランティア）

日本赤十字香川県支部
参加 どなたでも参加できます。
申込 3/5（月）までにコミュニティセンターへお申

し込みください。
問合 主催者の清水さんへ電話（８８１－３７０５）

またはコミュニティセンターへ。

日時 ３月２８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
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 3/24（土）までに主催者の食生活改善推員・

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

♪ 防災ボランティア講習会
～女 性 教 室～

同好会案内

同好会活動は「弦打同好会活動実施基準」に基づきそれぞれの
同好会会員によって運営されています。参加をご希望の方はコミ
ュニティセンターにお申し出ください。代表者の連絡先をお伝え
します。なお，人数が多く講師が対応できない等の理由で参加を
お断りすることもあります。また開催日時は変わることがありま
すのでご了承ください。

日時 ３月２５日（日）９：００～
場所 弦打小学校運動場・体育館

ウォーキングは, こじか公園まで往復。
開会式 小学校体育館
申込･問合 3/22(木)までにコミュニティセンターへ。
主催 体育協会

※大会終了後にうどんを用意します。

◆体育協会より ～開催のご案内～
第 ２ 回 グラウンドゴルフ大会
第 ９ 回 弦打体育協会主催

ウォーキング大会
第１４回 弦打校区自治会対抗レクレー

ションバレーボール大会

№ 同好会名 (内容) 曜日 時間

1 さわやかダンス 毎週月 １３：３０～１５：００

2 囲碁・将棋 第１・３月 １３：３０～１６：３０

3 木目込み人形 第４火 １３：００～１５：００

4 ヨーガ 毎週火 １９：００～２１：００

5 スマイルキッズ（育児サークル） 第１・３水 １０：００～１１：３０

6 絵手紙の会 第１・３水 １３：３０～１５：３０

7 フォークダンス 毎週水 １９：３０～２１：００

8 生命の貯蓄体操 毎週木 ９：３０～１１：３０

9 リルシスター（幼児のダンス） 第１～４木 １５：３０～１６：３０

10 シスター(小学生のダンス) 第１～４木 １７：００～１９：００

11 ３Ｂ体操（ストレッチ体操） 第２・４木 １９：３０～２１：００

12 すみれ会（服のリフォーム） 第４月・第２木 ９：３０～１５：３０

13 太極拳 毎週金 １０：００～１２：００

14 大正琴フレンズ 毎週金 １９：００～２１：００

15 かきかた毛筆（子ども） 毎週金 １６：００～１８：００

16 フラダンスひまわり 毎週木 １３：３０～１５：００

17 かな書道 毎月3回・土 １３：００～１５：００

18 カメラクラブ(写真) 第２土 １８：３０～２０：３０

19 パソコン 第1・２・４火 １３：３０～１５：３０

20 コーラスめだかの学校 毎週１・３木 １０：００～１１：３０

21 足もみヨーガ 第２・４月 １３：３０～１５：３０

http://www.tsuruuchi.net/
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子どもを送る会

☆乳児相談（ふれ
あい福祉センター）
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◆体協行事
グラウンドゴルフ等

予定は２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。
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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。

市・県民税の申告相談は，決められた期限までに行わないといろいろな控除が受けられなくなります。平成２４年
度国民健康保険料，介護保険料等の計算の基礎になります。必ず３月１５日（木）の申告期限までに行ってください。

弦打地区相談日 ３月１３日（火）， 受付時間は９：００～１２：００，１３：００～１６：００
場所：弦打コミュニティセンター２階大会議室 ※今回は１日間で,  かつ申告期限も迫っていますのでご注意ください。

【申告に必要なもの】
● 前年中（平成２３年１月１日～１２月３１日）の所得の計算に必要な書類。給与・年金所得者は源泉徴収票。
● 国民健康保険料，後期高齢者医療保険料，介護保険料，国民年金保険料，生命保険料，個人年金保険料，
地震保険料，医療費等の支払の証明書または領収書

● 身体障害者手帳（お持ちの方）
● 印鑑
【今回からの変更点】
今年から公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下で，かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
２０万円以下の場合は，所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし確定申告をしない場合でも，公的年
金の源泉徴収票に記載されていない扶養控除や社会保険料等の所得控除を受ける場合には，市・県民税の申告
が必要です。
【申告しないでよい方】
高松税務署へ所得税の確定申告をする方，勤務先から給与支払報告書の提出があり，その他に所得のない方は
市・県民税の申告は必要ありません。ただし所得のない方でも，所得証明書・課税証明書・所得課税証明書の必要
な方は，市・県民税の申告が必要になります。
なお事業（営業・農業）・不動産所得・譲渡所得のある方で確定申告をする方は，高松税務署で申告されますよう

お願いいたします。

この件および他会場の日程等に関するお問い合わせ：市民税課 市民税第１係 電話８３９－２２３３
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