
 卒業式,入学式に胸元を飾るオリジナルコサージュ 
を作ります。  
日時 ２月２７日（木）１０：００～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室 
講師 須崎 志保さん 
対象 一般の方どなたでも 
費用 １,８００円 
            申込 2/20（木）までに弦打コミュニティセンターへ直接 

          または電話（882-0285）で申込んでください。 
 定員 先着２５人 
 持参 ・ワイヤーが切れるハサミ（ペンチかキッチンバサミ） 
     とリボンが切れるハサミ 
     ・持ち帰り用の袋（※ケースが必要な方は,  プラス 
     ３００円） 
 備考 ・申込の際，花の色の好みを「オレンジ」 ・ 「ピンク」の 
     ２色から選んで伝えてください。 
     ・キャンセルされるときは必ず連絡ください。 

親子でおはぎ作り 

申込 2/12（水）までに弦打コミュニティセンターへ直接ま 
    たは電話（882-0285）で申し込んでください。     
定員 先着１５組の親子（３０人程度） 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾持参 
     
     

日時 ２月１５日（土）９：３０～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター１階調理室・和室 
講師 太田 豊子さん,川崎 正視さん 
対象 幼児から小学生とその保護者 
費用 材料費実費（親子一組200円程度を当日集金） 
                

〈コミセン講座〉 

 おはぎを作って食べます♪工作・読み聞
かせなどもある盛りだくさんの講座です☆ 

 平成26年2月発行（№35） 
 発行 弦打コミュニティセンター 
 〒761-8032 高松市鶴市町３５６番地３ 

 TEL/FAX 087-882-0285 
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 弦打校区人口（1月1日現在） 
 男 5,209人  女 5,383人 総数 10,592人 4,837世帯 

 つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/  

 ２月の弦打幼稚園“にこにこ広場”は,５日（水）１０：００～１１：３０です。 

おうちの人と一緒に凧作りをします。お天気がよければ,園庭で凧あげもしますよ。お楽しみに！（駐車場はありませんの
で,徒歩または自転車でお越しください） 
 また,２月７日（金）からは,平成２６年度の新入園児（２年保育４歳児,１年保育５歳児）の募集も始まります。詳しくは弦
打幼稚園（８８１－３５６３）までお問い合わせください。 

☆にこにこ広場に遊びにおいで☆ 弦打幼稚園より 

申込 2/21（金）までに弦打コミュニティセンターへ直接ま 
    たは電話（882-0285）で申し込んでください。     
定員 先着20人 
     
     

日時 ２月２６日（水）１３：３０～１５：００ 
場所 弦打コミュニティセンター１階和室 
講師 地域包括支援センター職員 
対象 一般の方どなたでも 
費用 無料     

〈コミセン講座〉 
 認知症を理解し，認知症の人や家族を温かく見守
る応援者になりませんか？ 

認知症サポーター養成講座 

弦打ふるさと学習・探検隊 

日時    ３月１日（土）９：００～１１：４５ 
       雨天の場合は３月２日（日）の同時刻に延期 
集合場所 トーカイ（鶴市町2025-3）の駐車場  
対象    小学生以上の地区住民，その他一般市民 
         ※６歳児未満（保育所児・幼稚園児）でも 
         保護者同伴の場合は参加できます。 
費用     無料 
申込       2/3(月）から弦打コミュニティセンターへ直接 
       または電話（882-0285）で申込んでください。 
       当日も受け付けています。 
備考    詳細は「広報たかまつ」2月1日号と共にお届け 
         する別添チラシでお知らせします。HPでもダウ 
       ンロードできます。 

 鶴市の中津地区,またその周辺を歩きます。 
子どもの参加歓迎します 

〈コミセン講座〉 

ブリザーブド・フラワー講座 

《 軽印刷機・コピー機の使用について》 
 平成２６年４月１日より 使用料をいただきます。用紙
の持ち込みは不要です。 

 

軽印刷機→ 製版１枚５０円 印刷１枚３円 

         ※印刷は片面・両面とも同額 

コピー機→  １枚５円（片面） １枚１０円（両面） 
 
詳しくは弦打校区コミュニティ協議会（882-0285）まで 

お問い合わせください。 

「中津界隈」めぐり 
なかづ 

お 知 ら せ 

http://www.tsuruuchi.net/


〈お問い合わせは〉 
勝賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ。 

日 月 火 水 木 金 土 

1 
■廃食油収集 
（9時～12時） 

2 
☆西部地区 
囲碁将棋大会 

3 
■ゆめづくり
推進事業打合
せ 

4 
◆障がい者の会 

5 
 

6 
 

7 8 

9 
♪瀬戸フィル
音楽会 

10 11 
休館日 
（建国記念日） 

12 
♪ベビーマッ
サージ 

13 
☆市・県民税申
告相談 
■まちづくり交
付金検討委員会 

14 
♪元気いき 
いき 

15 
♪親子で 
おはぎ作り 
♪小学校家庭教
育学級（小学校
にて） 

16 17 
■防災部会 
■生涯学習 
スポーツ部会 

18 
■保健福祉 
部会講演会 

19 
■コミュニティ
センター管理運
営委員会 

20 
◆校区内夜間
巡視 

21 
◆自治会 
理事会 

22 

23 24 25 
♪親子チャレ
ンジ 

26 
■コミ協役員会 
♪認知症サポー
ター養成講座 
◆からだにやさ
しい料理教室
（食改） 

27 
♪ブリザーブド
フラワー講座 
☆乳児相談 

（勝賀） 

28 

予定は1月23日現在のもので日時の変更や行事の追加がある
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。 

 ☆乳児相談 

  
  
 
 
 
 
 
  広告募集中 
   
広告欄の申込用紙は，  
「つるうち.ネット」でダウンロー
ドすることができます。 
 なお，紙面の関係や，広告
の内容によっては掲載できな
いこともあります。 
 くわしくは弦打コミュニティセ
ンターまで。 
 

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告 

相続税の対策はお済みですか？今後の税制改正により,相続税が大幅に増税となる可能
性がございます。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。生前贈与や相続税の節税対策等は,早めに行えば行うほど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ください。 
初回６０分はご相談無料です。 

川上智也税理士事務所 TEL 087-813-0166  
高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル２階  営業時間 平日(月)～(金)9:00～17:00 
 

 身体計測・発育・発達状況の観察,育児相談等 
日時 ２月２７日(木)  １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
１３：３０～おもちゃコンサルタントによる「子ども
のおもちゃ」のお話があります。 
  

体の痛みなどで悩んでいませんか？現在,腰・膝・肩痛など,どこへ行っても効果が出なかっ

た方が,当院で治療を続けることで,痛みが改善しています。一人で悩まずに当院にご相談

ください。症状によっては保険が適用され,数百円で治療できます。また,6０歳以上の方は,

足ツボマッサージされる場合,通常１,０００円ですが,「『弦打コミュニティセンター便り』を見

た」と言っていただければ,無料にしております。（Ｈ２６年２月末迄） 

◆◆◆あかつき整骨院◆◆◆ 

高松市鬼無町鬼無４５７-１２ TEL０８７-８８２-２００４ 

 

  

 

（鬼無あかつき整骨院エキテン）で 
            クリック！ 

日時 ２月２６日（水）９：３０～１２：００ 

場所 コミュニティセンター調理室 

講師 食生活改善推進員 

対象 地域の男女 

費用 材料費実費（４００円程度）を当日集金 

申込 ２/２２（土）までに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。 

備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 

◆からだにやさしい料理教室 

《 市・県民税申告相談 》   

9時～11時30分,13時～15時30分が受付時間です。 


