
  
 
内容 親子で身体を動かしたり工作をしたり様々なことに  
    チャレンジします。 
対象 原則として２・３歳児（平成27年10月現在）と保護者 
日時 １０月～２月の、原則第２･４火曜日の９回 
      １０：００～１１：３０  
講師 笠井 敏恵さん、井口 英理さん 
        （高松市コミュニティスポーツ指導員） 
費用 ２,０００円（保険料を含む後期の受講料・材料費） 
申込  9/1（火）～9/11（金） 9：00～17：00（土日を除く） 
    保護者が直接来館し、参加費を添えて申し込んで 
     ください。 
定員 先着２５組 
備考 前期受講者も申込が必要です。（自動継続なし） 
 
 
 
 
 

10月  27日   1月  12日・26日

11月  10日・24日   2月    9日・23日

12月    8日・22日

日時 ９月２９日（火）１３：３０～１５：００ 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
講師 高松市消防局消防防災課職員 
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 
申込 ９/２５（金）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３５人 

  
 
内容 乳児に対して保護者がオイルを使ったマッサージを 
      します。 
対象 原則として生後10ヵ月以下の乳児（平成27年10月 
    1日現在）と保護者 
日時 １０月～２月の第２水曜日の５回 
      １０：３０～１２：００  
講師 岡本佐知子さん（ベビーマッサージセラピスト） 
費用 無料 
申込   9/1（火）～9/11 （金） 9：00～17：00（土日を除く） 
    保護者が直接来館し、申し込んでください。 
定員 先着１６組 
備考 前期受講者も申込が必要です。（自動継続なし） 
 
 
 
 
 

♪高齢者教室「防災教室」 

（老人クラブ） 

後期 

10月      ※21日   1月             13日 

11月              11日   2月             10日 

12月              9日 ※１０月は第３（水） 
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※祝日は休館 

♪親子チャレンジ教室 【後期9回】 ♪ベビーマッサージ 【後期５回】 

 コミュニティセンター講座 受講者募集のお知らせ 

 
日時 ９月１６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 

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 ９/１２（土）までに講師の天弘（あまひろ）さん 

    へ直接電話して申し込む。 

     

    エプロン・ハンドタオル・三角巾持参  

◆体にやさしい料理教室 
（保健委員会） 

■☆健康チャレンジ２０１５ 

～６回シリーズの２、３回目～ 

日時    ９月４日(金) 
      ９月１８日（金）   （受付は、９：３０～）   
場所      弦打コミュニティセンター ２階大会議室 
内容     「体組成計」による計測。のびのび元気体操など。 
対象者   どなたでも参加できます。 
講師   弦打コミュニティ協議会・保健委員会（元気をひろげる人） 
準備物  お茶、上靴、タオルを持参のうえ、運動しやすい服装で。 
               

 １０：００～１２：００ 

初めての参加の方も、お待ちしています！ 
     ※特定健診、 
        がん健診を 
        受けましょう!!   

☆バレーボール 
☆インディアカ   
☆ソフトバレーボール       
☆ゲートボール  
☆卓球 
☆バドミントン  

 ☆ドッジボール   
 ☆ボウリング 
 ☆キンボールスポーツ（ジュニアの部） 

 ☆キンボールスポーツ（フレンドリーの部）  

  ☆ダイヤゾーン・ボール          
        

第２１回高松市民スポーツフェスティバルが９月１３日（日）、２０日（日）、２７
日（日）に開催されます。弦打地区からは次の１１種目に参加します。 

◆市民スポーツフェスティバル 

（体育協会） 

♪女性教室「防災学習」  
日時  ９月２６日（土）１０：００～１１：３０（９：５０現地集合） 

場所  香川県防災センター（高松市生島町）   

内容  地震体験、煙避難体験など。 

http://www.tsuruuchi.net/


日時   ９月１３日（日） 
      １５：００～１８：００ 
場所   弦打小学校体育館 
参加費 子ども会加入者は、 
      無料  
            子ども会以外の方は、 
            ５００円 
※子ども会加入・未加入にか
かわらず、参加される方は、
全員事前予約が必要です。 

日 月 火 水 木 金 土 

1 
◆障がい者の会 
■ゆめづくりの会 

2 
◆連合自治会理事
会 
☆親子あそび 

3  
☆子育てセミナー
（勝賀） 

4 ■健康チャレ
ンジ２０１５ 
■敬老祝金 
（民生会長→該当
自治会長） 

5 

6 7 8 
☆結核・肺がん検診 

9 
♪ベビーマッサージ 

10 ■敬老祝品
各自治会長受取 

11 
♪元気いきいき 

12 ♪子ども将
棋 

13 ◆子ども夏
まつり（体育館） 
■地区敬老会 
◆市民スポーツ
フェスティバル 

14 ♪家庭教育
学級（幼稚園） 

■生涯学習ス
ポーツ部会 

15 
■保健福祉部会 

16 
 ◆からだにやさしい

料理教室（食改） 

17 
☆乳児相談 
（勝賀） 

 

18  
■健康チャレンジ
２０１５ 
■◆校区内夜間
巡視 

19 
■地区敬老会 
 

20  
■地区敬老会 
◆市民スポーツ
フェスティバル 

21  休館日 
（敬老の日） 
■地区敬老会 
 

22  休館日 
（国民の休日） 
■地区敬老会 
 

23  休館日 
（秋分の日） 
◆子ども夏まつり予備
日 

24 
 

25 
◆連合自治会会
長会 

 

26  ♪子ども将
棋   ◆民生・児
童委員定例会 
♪女性教室 

27 
◆市民スポーツ
フェスティバル 

 

28 
■防災部会 
■環境衛生部会 

 

29 ♪高齢者教室 
♪親子チャレンジ 
■総務広報部会 
■青尐年育成部会 

30 

予定は8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 

身体計測、発育・発達状況の観察、育児相談等 
日時 ９月１７日(木)  １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀  

同好会『スマイルキッズ』のみなさんと一緒に 
親子あそびをしてみませんか。 
日時 ９月２日(水)  １０：００～１１：００   
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
講師：木内 ひとみ先生             

☆親子あそび 

◆子ども夏まつり 

予約先 
 子ども会育成連絡協議会   
   会長 漆原さん 
 

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 

 

☆乳児相談 

☆子育てセミナー 

日時 ９月３日(木)  １３：３０～１４：３０ 
内容 こどもの発熱と対応   
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
講師 りつりん病院 松浦 聡先生   

☆弦打地区胃がん集団検診の予約 
開始のお知らせ 

胃がん集団検診は、事前に予約が必要です。 
１０月１３日、１４日（各日定員５０名）弦打コ
ミュニティセンターにて実施される胃がん検診
の予約は９月１日（火）から受け付けておりま

す。  予約は、勝賀保健ステーションへご
連絡ください。 ※対象者の方は、６月末に受
診券と同送の文書にて詳細をご確認ください。  

☆結核・肺がん集団検診 

日時 ９月８日（火）【午前】９：３０～１２：００ 
【午後】１３：３０～１５：００【夜間】１８：００～ 

１９：００  
場所 弦打コミュニティセンター  
※対象者には、６月末に受診券をお送りしていま
すので、裏面の質問票に記入しご持参ください。   

〈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。 

『敬老会行事実施予定』 
１３日（日）御殿自治会など４地区 

１９日（土）飯田団地自治会など６地区   

２０日（日）小坂自治会など６地区   

２１日（月）半田自治会など６地区   

２２日（火）明見自治会 


