
１０月のにこにこ広場は１０月１５日（水）１０：００～１１：３０
です。秋空の下で、体を動かして遊びませんか？園児との
触れ合いも予定しています。どうぞ、気軽に参加してくださ
い。なお、駐車場がありませんので、徒歩か自転車でおい
でください。  
〈 連絡先 〉高松市立弦打幼稚園 TEL０８７（８８１）３５６３  

にこにこ広場に遊びにおいで 
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※祝日は休館 

 
日時 １０月１８日（土）９：３０～１２：３０ 

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 

対象 地域の男性 

費用 材料費実費（５００円程度）を当日集金 

申込 １０/１５（水）まで（土日を除く9：00～17：00）に直接コミュ 
    ニティセンター（８８２-０２８５）へ申し込んでください。 
    エプロン・ハンドタオル・三角巾持参  

♪男性料理教室 （コミセン講座） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（コミセン講座） 

 現在、弦打校区コミュニティ協議会では、「歩こう！訪ねよ

う！弦打再発見！」孔雀藤子孫育成と今昔巡り藤のまち弦

打マップ作成事業に取り組んでいますが、この事業に協賛

していただく方（ウォーキングで立ち寄るようなお店）を募集

いたします。 

 協賛を希望される方は、１０月１０日（金）までに、弦打コ

ミュニティセンター（８８２－０２８５）までお申込みください。 

掲載に係る審査を行い、掲載の有無を連絡いたします。 

  弦打校区コミュニティ協議会  

ゆめづくり推進事業への協賛について 

 
日時 １０月２８日（火）９：３０～１１：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター１階和室 
講師 畑本 章子さん 
対象 一般の方どなたでも 
費用 材料費実費（２,６００円程度）を当日集金 
申込  １０/１５（水）まで（土日を除く9：00～17：00）に直接コミュ 
    ニティセンター（８８２-０２８５）へ申し込んでください。 
定員 先着１０人 ※第２回は１１月２５日（火）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪木目込み干支講座（全２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日時 １１月２３日（日）１４：００～１５：３０（受付１３：３０～） 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
対象 どなたでも 
費用 無料 
申込 １１/１４（金）まで（土日を除く9：00～17：00）に直接または 
    電話でコミュニティセンター（８８２-０２８５）へ申し込んでく 
    ださい。 
主催 障がい者の会つるうち 
共催 弦打地区社会福祉協議会 
後援 弦打校区コミュニティ協議会    

 
人間力大賞 準グランプリ受賞 

毛利公一さん 福祉講演会 

 頸髄損傷で首から上だけが動く身体になった毛利さんの
元気あふれる前向きなお話です。 

 
日時 １０月２２日（水）１０：００～１２：３０ 

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 

対象 地域の男女 

費用 材料費実費（４５０円程度）を当日集金 

申込 １０/１８（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。 

    エプロン・ハンドタオル・三角巾持参  

♪すこやか料理教室 （保健委員会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

☆弦打地区地域ふれあい交流事業（文化祭）が開催されます！ 
日時 １１月１日（土）～１１月２日（日） 
・作品展示         １１月１日（土）午前９時～午後４時  弦打コミュニティセンター    
                    １１月２日（日）午前９時～午後３時         〃    
・学習発表            １１月２日（日）午前９時～午後３時頃   弦打小学校体育館    
・バザー       各日午前１０時～午後３時        

           

◆弦打コミュニティセンター施設利用制限のお知らせ 
１０月３１日（金）～１１月４日（火）の期間は駐車場や図書室，会議室の利用が制限されます。 

学習発表会プログラム等を掲載したチラシは「弦打コミュニティセンター便り１１月号」とともにお届けする予定です。 
 

◆チラシ配布について 

【出展・出演・産直およびフリーマーケット出店の申し込みについて】 
・申込締切      １０月１０日（金） 〈厳守〉 
・申込方法      所定の申込書にご記入のうえ、コミュニティセンターにお申込みください。（作品・出展は自治会関係は
自治会長を通じて、同好会関係は代表者を通じてお申込みください。） 
出演・出展などの要項はこちらをご覧ください。つるうち．ネット「http://www.tsuruuchi.net/」 に掲載してます。 
 

干支の木目込み人形を作成します。 

http://www.tsuruuchi.net/
http://illustwanpagu.sakura.ne.jp/i2015/i-hituji121.png
http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 
■廃食油収集 

5 6 7 
◆障がい者の会 

8 
♪ベビーマッ
サージ 

9 10 
♪元気いき 
いき 

11 
♪子ども将棋 
♪家庭教育学級（小） 

12◆ふれあ
いイメージ
キャラクター
投票日終了 

13 
休館日 
（体育の日） 

14 
☆肺がん集団検診 

15 
◆自治会理事会 

16 
☆はかりの定期
検査 

17 18 
♪男性料理教室 

19 20■防災部会 
■生涯学習ス
ポーツ部会 
■◆校区内夜
間巡視 

21 
♪親子チャレンジ 
■保健福祉部会 

22 
◆すこやか料理
教室 

23 
☆乳児相談 
（勝賀） 
 

24 
♪家庭教育 
学級（幼） 

25♪子ども将棋 
♪家庭教育学級（小） 
◆学校開放運営委員会 

26 27 28♪木目込み講座 
♪親子チャレンジ 
◆総務広報部会 

29 30 31 

予定は9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 

 体の痛みなどで悩んでいませんか？腰痛・膝痛・頭痛などでお困りで、どこへ行って
も改善されない方、いろいろな所に治療に行かれた後に治らなかった場合、最後に
こちらにご相談ください。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,どういった治療をするかなどご心配は方は、見学だけでも大丈夫です。お気
軽にご来院ください。当院は交通事故の治療も得意としています。 

◆◆◆あかつき整骨院◆◆◆ 

高松市鬼無町鬼無４５７-１２ TEL０８７-８８２-２００４ 

〈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 １０月２３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「冬に多い子どもの病気」 

があります。 

※検診当日は【胸部エックス線集団検診受診券】 
を必ずご持参ください。対象者の方には、他のがん 

検診等受診券とあわせて、７月にお送りしています。 

日時：１０月１４日（火） ９：３０～１２：００ 

                    １３：３０～１５：３０        

                                 １８：００～１９：００        

場所：弦打コミュニティセンター 

 

☆肺がん集団検診 

お知らせは 

個人通知です！ 

胃がん集団検診は事前に予約が必要です。 

予約は１０月1日（水）から受け付けていますの 

で、勝賀保健ステーション（882-7971）へ直接ご 

連絡ください。定員５０名です。 

日時：１１月１９日（水） ８：３０～１０：３０ 

場所：弦打コミュニティセンター 

※詳細はお知らせをご確認ください 

☆胃がん集団検診 

（鬼無あかつき整骨院エキテン）で 
            クリック！ 

 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。 
日時 １０月４日（土）９:３０～１１:００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐輪場北側 
コミュニティ協議会役員がお手伝いします。 
油を入れてきた容器は各自でお持ち帰りください。 
 

四国４県を舞台に開催さ

れた、全国中学校体育大

会陸上男子棒高跳びで、

鶴市町の森田凌世君（勝

賀）が優勝しました。 

おめでとうございます！今

後の活躍が楽しみですね。 

 

森田 凌世君 
優勝 男子棒高 

（勝賀中） 

日時 １０月１６日（木）１０:００～１５:００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐輪場 
問合 高松市地域政策課消費生活係 
  （電話８３９－２０６７） 
※検査には手数料が必要です。 

☆はかりの定期検査 

☆廃食油収集 

１０/１０（金）ふれあい出演・出展・フリーマーケット・産直申込締切 

１０/２８（火）国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料・介護保険料臨時納付相談開設(９：００～１６：００） 


