
①『くらしのセミナー』 
内容 環境を考えた買い物の仕方を学びます。 
日時 7月24日（木）１０：００～１１：００ 
場所 ２階小会議室 
対象 小学1年生～6年生とその保護者 
講師 廣田 亜季子（香川県くらし安全安心課課長） 
費用 無料 
申込 ７/１８（金）まで 
定員 親子１５組 
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『親子料理教室』 
日時 ７月２３日（水）９：３０～１２：００ 
場所 １階調理室・和室 
講師 食生活改善推進員 
対象 小学生とその保護者 
 費用 材料費実費（２５０円程度）を当日集金 
申込 ７/１９（土）までに食生活改善推進員天弘 
   （あまひろ）さんへ直接電話で申込んでください。 
    
定員 １５組 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 

〈保健委員会〉 

 上の①～⑦の受付は7月1日（火）より開始します。平日の9時～17時にコミュニティセンターに電話（882-0285）または直接来

館してお申込みください。費用は当日集金します。申込後にやむを得ずキャンセルされる場合は、前日までに連絡してください。
連絡なしに欠席された場合は、後日材料費などの実費をいただきます。暑い時期ですので各自でお飲み物をご用意ください。 

 
 

<持参物> 
はさみ・絵を描く道具 
（色鉛筆マジック・クレヨン等） 
 
 

 ♪夏休みこども教室♪ 

③『竹で作るおはしと器』 
内容 ナイフで削っておはしと器を作ります。 
日時 7月29日（火）９：３０～１１：３０ 
場所 ２階大会議室 
対象 小学1年生～6年生とその保護者 
講師 植本 多寿美さん（エンジニア） 
   川崎 正視さん（元教育委員会職員）  
費用 子ども1人につき５００円程度 
申込 ７/22（火）まで 
定員 親子２０組４０人程度 

④『不思議な貯金箱を作ろう！』 
内容 らせんに硬貨が落ちる貯金箱を作ります。 
日時 ８月４日（月）９：３０～１１：３０ 
場所 ２階大会議室 
対象 小学1年生～6年生（小学３年生以下は保護者同伴） 

講師 大西 貞義さん（高松市少年教育指導員）  
費用 ３００円 
申込 ７/３１（木）まで 
定員 ３０人（先着順） 

⑤『乾電池を作ってみよう！』 
内容 乾電池のしくみを学び，電池を実際に作ります。 
日時 ８月７日（木）１３：３０～１５：３０ 
場所 ２階小会議室 
対象 小学1年生～6年生 
講師 兼城 泰行さん（東芝ホームアプライアンス）  
費用 無料 
申込 ７/２２（火）まで 
定員 親子１０組２０人程度 

⑥『小麦のお話と流しそうめん』 
内容 小麦について学び,流しそうめんをします。 
日時 ８月１０日（日）９：３０～１２：３０ 
場所 １階調理室・和室・外 
対象 小学1年生～6年生（小学３年生以下は保護者同伴） 

講師 川崎 正視さん（元教育委員会職員）ほか  
費用 ２５０円程度 
申込 ８/４（月）まで 
定員 ３０人（先着順） 

⑦『親子で和菓子づくり』 
内容 親子で練りきりなどの和菓子を作ります。 
日時 ８月２３日（土）１３：３０～１５：３０ 
場所 １階調理室・和室 
対象 小学1年生～6年生とその保護者 
講師 鈴木 康成さん（菓匠 芝山） 
費用 ４００円（親子2名合わせて） 
申込 ８/１８（月）まで 
定員 １５組３０人程度 
備考 エプロン・ハンドタオル・ふきん・三角巾等を持参 
 

②『おこづかいゲーム』 
内容 お金の使い方についてゲーム感覚で学びます。 
日時 7月2７日（日）１０：００～１１：３０ 
場所 ２階小会議室 
対象 小学1年生～6年生とその保護者 
講師 山下 万里子（金融広報アドバイザー） 
費用 無料 
申込 ７/２２（火）まで 
定員 親子１５組 

☆のこぎり・ナイフを使用しますので,保険に加入します。 

☆親子での参加となります。ただし,やむを得ず 保護者が参
加できない場合,４年生以上であれば子どもだけの参加を認
めますので申込時に申し出てください。 

地球温暖化防止のために, 
環境にやさしい買い物を！ 

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土 

1 
◆障がい者の会 

2 
■ゆめづくり 
推進事業打合せ 

3 
☆♪糖尿病予防健
康教室③ 

4 
 

5 

6 
 

7■◆交通死亡事
故ワースト上位から
の脱却5000人の街
頭大キャンペーン 
7:30～8:00産業道路
木太鬼無線交差点 

8 
♪親子チャレンジ 

9 
♪ベビーマッサ 
ージ 

10 11 
♪元気いき
いき 

12 
♪子ども将棋 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 
休館日 
（海の日） 

22■総務広報部会 
■生涯学習スポーツ
部会 
■青少年育成部会 
♪親子チャレンジ 

23 
◆親子料理教室 

24 
♪くらしのセミナー 
☆乳児相談 
（勝賀） 

25 26♪子ども将棋 
■防災部会 
普通救急救命講習 
        

27 
♪おこづか
いゲーム 

28 
■防災部会 

29 
♪竹で作るおはしと器 
♪高齢者教室 

30 31 

予定は6月22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。 

  

 

 

  

  

 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 

平成２７年より，相続税が大幅に増税となります。それにより，今まで相続税の心配が
なかった方も，相続税が発生する可能性が高くなります。今年中に，生前贈与や相続
税の節税対策を行う事が非常に大事となりますので，相続税について，お困りのこ
とがございましたら，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 

 うどん粉を練り込んだ自家製麺が特長のラーメン店が鶴市にオープン！女性の方
向けの特別メニューやファミリー向けのメニューも多数ご用意しています。オープ
ン記念といたしまして,弦打コミュニティセンター便りを持参のお客様には,『ごは
ん』・『味付玉子』・『もやし増し』のいずれかを無料サービス!!皆様のお越しをスタッフ
一同お待ちしております。 

ごぞうらあめん鶴市店 百十四銀行鶴市出張所西５０m（旧味平） 

TEL０８７-８８７-８１７２ 
営業時間 （火）～（日）11:00～14:30，17:00～2２:30 定休日 月曜 

〈お申込み・お問い合わせは〉 
勝賀保健ステーション 
（電話８８２－７９７１）へ。 

☆乳児相談 
身体計測,発育・発達状況の観察,育児相談等 
日時 ７月２４日(木)  １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
小児科医師によるお話「夏に多い子どもの病気」があります。 
   

日時  ７月３日（木） 
     １３：１５～１３：３０受付 
     １３：３０～１５：００「糖尿病と歯周病について」 
講師  歯科医師，歯科衛生士 
場所  弦打コミュニティセンター２階大会議室 

☆糖尿病予防健康教室 
 ４０歳以上の３人に１人が糖尿病あるいは糖尿病予備軍と
言われています。意外と身近にある糖尿病。この機会に一緒
に学んでみませんか？今回は３回コースの最終回です。 

参加費は無料です。みなさんお誘い合わせてご参加ください。 

★特定健康診査・後期高齢者医
療健康診査・がん検診のお知らせ 

 ７月から特定健康診査，後期高
齢者医療健康診査．がん検診が
始まります。 

 いつまでも健康で過ごすために，
日頃からの健康管理が大切です。
病気を早期発見・早期治療するた
めの健康診査を受けることで，自
分の身体をチェックし，生活習慣
を見直してみましょう。 

■ 普通救急救命講習 （コミ協防災部会） 

日時 ７月２６日（土）１３：００～ 
場所 弦打コミュニティセンター１階和室 
定員 ２０名 
申込 弦打コミュニティセンターに7/8まで 
※女性の方はズボンでお越しください。 

かな書道同好会 
入会者募集 
※毎月３回土曜日 

１３：００～１５：００ 実施 

※初心者対象 

※土曜見学可能 

申込締切 ７月３１日（木） 

〈連絡先〉唐渡  

８８２－３８８３まで 

♪高齢者教室 

日時 ７月２９日（火） 
    １３：３０～１５：００ 
場所 コミュニティセンター 
    ２階大会議室 
講師 地域包括支援セン 
    ター職員 

対象 老人クラブのみな 
    さん,一般の方どな 
    たでも 
費用 無料 
   

運動・食事・口腔ケア・ 
認知症予防等について
のお話です。 

〈第３回〉歯科医師等のお話 


