
                        弦打校区コミュニティ協議会 会長 大西輝清 

 あけましておめでとうございます。 

  昨年は、弦打校区の敬老会、地域ふれあい交流事業等、地区の様々な行事につきまして、自治会長、民

生児童委員さんを始め、多数の方にご協力をいただきましたこと、厚くお礼を申しあげます。 

 さて、昨年１１月２２日、長野県北部で震度６弱の地震が発生しました。家が倒壊し、４０人を越える

方々が重軽傷を負ったものの、死者は1人も出なかったという奇跡。報道等によると、日頃からこの地域

では、協力して雪おろしをするなど助け合うことが当たり前で、隣近所の人たちが、どういう家族構成で、

どこで寝ていて、災害が発生した時に、何をしなければならないかがわかっていたということです。必死

に早く助けたことが、犠牲者の出なかった一番の要因ということでした。 

 日本列島は東日本大震災以降、地震の活動期に入ったといわれています。必ず発生するといわれる南海

地震。私たちの弦打校区でも、日頃から災害を想定した訓練が必要です。 

 弦打校区における防災訓練は、弦打小学校運動場、体育館を使って、昨年の１２月１４日に実施するこ

とにしていましたが、衆議院議員選挙実施日と重なり一旦中止となりましたが、その後の協議の結果、本

年の２月８日に実施する方向となりました。体育館に集まってきた数百人の被災者を、どのように受け入

れ、当面の生活の場としていかにして過ごすかということを考えるきっかけとなる訓練ですので、多数の

方の参加をお願いします。 

 今年も、地区住民の皆様方には当協議会への益々のご支援、ご協力を心からお願い申しあげます。 

 最後となりましたが、皆様にとって、すばらしい年になりますよう、ご祈念いたします。 
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平成２６年度弦打校区自主防災訓練について 
日 時 平成２７年２月８日（日）９：００～１３：００（１２：００よりの炊き出しの食後を取り解散） 

場 所 弦打小学校、体育館 

想 定 南海トラフ大地震が発生し、多数の家屋が倒壊し、大津波警報が発令されました。 
     避難所である弦打小学校まで歩いて避難します。 

内 容 第１訓練 
     ①一時避難場所における初期訓練     

     ②指定避難所への集団避難訓練 

     ③弦打防災本部員による避難所開設訓練 

     第２訓練 

     ①指定避難所での防災訓練、研修 

     ②防災資機材等の展示、組み立て 

     ③炊き出し訓練 

対 象 子どもから大人まで地区住民どなたでも参加できます。 

申 込 １/１５（木）まで。自治会をとおして事前申し込みが必要です。（自治会未加入者はコミセンへ。）    

問合せ 単位自治会または弦打コミュニティセンター（電話８８２－０２８５）まで。 

主 催 弦打校区コミュニティ協議会 

※祝日は休館 
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日時 ２月１５日(日)９:００～１６：００(受付８:３０～) 
場所 香西コミュニティセンター大会議室ほか 
対象 香西・下笠居・鬼無・弦打・国分寺・檀紙 
    地区に在住の方。  

費用 大人１,５００円  小中高生１,０００円（昼食付き）。 
         申込時に集金。 
申込 １/２０（火）までに、弦打コミュニティセンターへ、 
    参加費を添えて申し込んでください。 
主催 第５９回（平成２６年度）高松市西部地区 
    囲碁・将棋大会 香西地区世話人会           

 弦打校区の児童などを対象に、不審者に対する判断、行動力を養うため、正しい１１０番通報を訓練
すると共に、迅速、的確な情報を地域住民、学校相互間で共有し、地域全体で、子供たちの安全を確
保することを目的とする。 

日 時  平成２７年１月９日（金）午後１時５０分～ 
場 所  弦打小学校体育館 

香川の郷土色ゆたかなあんもち雑煮 
を親子で作ります♪ 

♪親子でお雑煮作り 〈コミセン講座〉 

日時 １月２４日（土）１０：００～１２：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター１階調理室・和室 
講師 食生活改善推進員さん 
対象 幼児から小学生までとその保護者 
費用 材料費実費（親子一組４００円程度を当日集金） 
申込 １/１６（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  
 
 
           

高松市西部地区 囲碁・将棋大会 

♪高齢者教室 「健康体操」 

日時 １月１４日（水）１３：３０～１５：００ 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
対象 老人クラブのみなさん、一般の方どなたでも 
講師 早馬 久香さん、明石 英子さん   

費用 無料 
申込 １/１３（火）までに,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。   

〈老人クラブ〉 

 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７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。 

☆廃食油収集 

弦打地区相互間不審者対応１１０番通報訓練 

ストレッチから、体幹筋を鍛える『古都式体操』
を行います。どなたでも簡単にできる体操です。 

瀬戸フィル音楽会 ～弦楽四重奏～ 

デリバリーアーツ２０１４×弦打女性教室・コミセン講座 

 瀬戸フィルメンバーによる、コンサートをお届けします。楽器の紹介や、楽しい音楽の 

お話など、クラシックがより身近になるようなおしゃべりを交えての気軽なコンサートです。 

どなたでも、お気軽にお越しください。 

日時 １月１８日（日）１４時開演（１３時３０分開場） 
場所 弦打コミュニティセンター ２階大会議室 定員１００名   

入場 
無料 

バイオリン・ヴィオラ・チェロによる演奏です。 
「アナと雪の女王より 『let it go』」など、子どもから大人まで楽しめる内容です。 
 

〈メニュー〉あんもち雑煮・デザート 

主催：弦打地区地域安全推進協議会、弦打駐在所 
協力：高松北警察署、弦打地区地域ボランティア（見守り隊） 

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900046199.jpg
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民生委員児童委員協議会   地域の皆様で、ご相談したいこと等がございましたら、お住まいの担当地区の
民生委員児童委員にご連絡ください。 

 
新 任    

(空欄は継続） 
氏  名 電話番号 担 当 地 区 備  考 

新 任  明石 佐都子 ８８２‐９７８２ 飯田町（市住飯田団地） H26.7.1～ 

川崎  悦子 ８８２‐２１９９ 飯田町（定木）   

  早馬  みどり ８８２‐５８２３ 飯田町（南定木）   

新 任  鈴木  妙子 ８８２-６０４９  飯田町（半田） H26.12.1～ 

  神高  幸子 ８８２‐６４５２ 飯田町（青木）   

  向井  盛泰 ８８２‐４１７５ 飯田町（小坂） 副会長 

山口  周三 ８８２‐５９５９ 飯田町（大暮）、鶴市町（ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ香西南）   

  後藤  正徳 ８８２‐５７４３ 鶴市町（本村、鶴市西団地） 会長 

  片桐  和恵 ８６２‐５０８０ 鶴市町（相作、中所、御殿、鶴市団地）郷東町（御殿団地）   

平山  秀子 ８８２‐６３２１ 鶴市町（明見、ｸﾚｱｶﾞｰﾃﾞﾝ）   

  西谷 勢津子 ８８２‐７１３０ 鶴市町（中津南）   

津村  信子 ８８１‐３２２４ 鶴市町（中津西、ｻﾝﾄﾉｰﾚ、ｵﾚﾝｼﾞｺｰﾄ、ﾕｰﾄﾋﾟｱﾋﾙｽﾞ）   

平尾  勝彦 ８８１‐２４０２ 鶴市町（中津北、藤田ﾏﾝｼｮﾝ、ｼﾃｨﾗｯｸ高松A）   

  串田  悦子  ８８２‐５４４５ 郷東町（郷東南） 副会長 

  馬場  紀夫 ８８２‐２２６１ 郷東町（郷東北） 副会長 

  三宅 貴美子 ８８２‐１８１０ 郷東町（乾、ｱｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾄ） 副会長 

新 任 小林 健一郎 ８８２‐４４７４ 郷東町（新地、警察官舎） H26.12.1～  

  森  真 弓 ８３４‐２９５３   主任児童委員 

谷  か お り ８８２‐１３２９   主任児童委員 

  欠 員   郷東町（郷東東、労住協）   

平成２６年度 

講座の様子です 
 弦打コミュニティセンターでは、各種講座を実施し、子どもから高齢
者まで、たくさんの方が参加されています。実施予定については、毎月
のコミュニティセンター便りに掲載しています。皆様のご参加をお待ち
しています！ 

《夏休み子ども講座》 

《弦打の昆虫を知ろう！》 

 《女性教室》 
 山本文子さん(助産師）講演会 《男性料理教室》 

毎回とても好評です。 
次回は２月です。ぜひ参加ください！ 

    ←竹でおはしと 
      器を作りました。 
    
       流しそうめんを      
       楽しみました。 
       ↓ 

出嶋利明先生の指導で、子どもたちは 
たくさんの昆虫を見つけました。 

《女性教室》 
大島青松園の見学・ハンセン病について学ぶ 
  

次回は３月です。植物 
の観察もあります。 

ハンセン病の歴史について、入所者の方、医師よりお話を伺いました。 
青く澄んだ空、美しい海、整備された島からは想像しがたい当時の過酷
な状況に、胸の詰まる思いでした。 
 
 

「命の大切さについて」 
先生のまっすぐなお話が心に響き 
ました。 
 
 



日 月 火 水 木 金 土 

1 
休館日 
(元日） 

2 
休館日 

3 
休館日 

4 5 6 
◆障がい者の会 

7 8 9♪元気いきいき 
☆弦打校区相互
間不審者対応 
１１０番通報訓練 
※小学校体育館 

10 

11 12 
休館日 
（成人の日） 

13 
♪親子チャレンジ 

14 
♪ベビーマッ
サージ 
♪高齢者教室 

15 16 17 

18 
♪瀬戸フィル
音楽会 

19 
■防災訓練
本部会 

20 
■保健福祉部会 
■◆校区内夜間 
巡視 

21 
◆連合自治会 
自治会研修会 

22 
☆乳児相談 
（勝賀） 

23 
■防災訓練 
全体会 

24 
♪親子でお雑
煮作り 

25 26 27 
♪親子チャレンジ 
■青少年育成部会 
■総務広報部会 

28 
♪家庭教育学級 
 （小） 

 

29 30 31 

〈お問い合わせは〉 
勝賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ。 

予定は12月18日現在のもので日時の変更や行事の追加がある
ことがあります。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 

 身体計測、発育・発達状況の観察、育児相談等 
日時 １月２２日(木) １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀  
栄養士による離乳食相談があります。  

◇休館日のお知らせ◇ 
 平成２６年１２月２９日（月）から平成２７年１月３日（土） 
まで休館いたします。 

 休館日の間、駐車場にチェーンをしますので、駐車は 

ご遠慮ください。 

 

１２月に実施されました 

老人クラブのみなさんと、弦
打小学校１・２年生が、けん
玉やおはじきなど昔ながら
の遊びを通じて交流しました。 
初めてのコマ回しでも、コツ
をつかんで上手に遊ぶ様子
が見られました。 

１２/１４（日）もちつき大会 

本年より、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。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 

 

青少年健全育成連絡協議会・コミュニティ協議会青少年 

育成部会主催で、盛大にもちつき大会が開催されました。 

今年は、みかんを皮
ごともち米と一緒に
蒸した「みかんもち」
や、「紫芋もち」・「い
ちごもち」など、種類
がたくさんあり、とて
も好評でした。 

１２/１２（金）高齢者教室世代間交流ふるさと学習 
 

http://azukichi.net/season/month/january0078.html

