
内容 来年の干支【申】をデザインしたちぎり絵の色紙づくり。 
日時  １２月１７日（木）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（東芸手芸講師） 
対象 一般の方どなたでも 
費用 １,０００円 
申込 １２/８（火）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 １０人  のり・はさみ・ピンセット・タオルをご持参ください。 

 平成27年12月発行（№57） 
 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 
  開館 月～土曜日・9時～22時 日曜日・9時～17時 
 弦打校区人口（11月1日現在）         
 男 5,290人  女 5,447人 総数 10,737人 4,938世帯 

 つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/  

※祝日は休館 

日時 １２月１８日（金）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 早馬 久香さん・明石 英子さん（健康指導員）  
対象 一般の方どなたでも 
費用 無料 
申込 １２/１４（月）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。 
☆上靴を持ってきてください。動きやすい服装でお越しください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 体力測定 

内容 伝統的な臼と杵でお餅をつく体験ができます。 
     子どもたちのために地域の方が奮闘します！ 
日時  １２月１３日（日）９：００～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐車場 
対象 弦打校区の方どなたでも 
主催 青尐年健全育成連絡協議会  
        コミュニティ協議会青尐年育成部会 

内容 音楽を聴いたり、歌ったり体を動かして楽しみます。 
    ゲームもあります。 
日時 １２月１３日（日）１１：００～１２：００ 
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。当日、会場にお越しください。 
費用 無料（申込は不要です） 
主催  障がい者の会つるうち 

♪干支の色紙づくり 〈コミセン講座〉 ♪高齢者教室 

コミュニティセンターの一斉清掃 

日時 １２月１５日（火）９：３０～１１：３０ 

 各種団体、同好会の皆様はご協力をお願いいたします。 

 各自ぞうきんを１枚お持ちください。 

※駐車場には限りがありますので、お車でのご来館 

  はご遠慮ください。 

内容 オリジナルのクリスマスリースを作ります。 

日時 １２月１３日（日）９：３０～１１：００  
場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室 
講師 糸瀬 幸さん（クラフト工房） 
対象 小学１年生～６年生（３年生までは保護者同伴）    
費用 ５００円      
申込 １２／９(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。 
     先着２０人  

♪クリスマスリースを作ろう 

◆小さな音楽会 

 ■◆もちつき大会 

日時  １２月１０日（木）９：５０～１１：３０  
場所 弦打小学校体育館  

  今年も恒例の、弦打校区の老人クラブ会員と小学１・２年生 

が、おはじき・けん玉・あやとり・こま回しなど、昔懐かしい遊び 

で交流を図ります。        ※関係者の集合時間は９：３０です。   
 

世代間交流ふるさと学習 

ふれあい交流事業の陶芸体験参加者へ 
お知らせ                

１１月２８日（土）１３：３０～１５：３０に弦打コミュニティ 
センター図書室にて、完成した作品をお渡ししますので 

引き取りをお願いします。 

〈コミセン講座〉 

■第２回サロン活動情報交換会 

 日時  １２月１５日（火）１９：００～２０：３０ 
 場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室 
 申込 １２／１０（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）で申し込んでください。  

 ■【つるピー基金】設立のお知らせ 

      弦打校区コミュニティ協議会では、ふれあい交流事業から    

  生まれた弦打地区のイメージキャラクター「つるピー」の各種 

  グッズの作成及び販売等の資金原資として、【つるピー 

  基金】を設立しました。 

    コミュニティセンターに募金箱を設置しています。 

    皆様方のお力添えを、よろしくお願いいたします。 

〈老人クラブ〉 

〈保健福祉部会〉 

☆コミセン窓口に 
  見本があります。 

■◆弦打校区自主防災訓練（小学校合同） 
 

 日時  １２月５日（土）９：００～１３：２０ 

         第１訓練 ： 避難訓練（小学校での受付時間９：２０～１０：２０） 

        第２訓練 ： 行動訓練（９：００～１２：５０、小学校・保護者は 
              １３：２０まで） 

 場所 弦打小学校及び各自治会の一時避難場所、高台等 
 対象 幼児から大人まで 
 主催 弦打校区コミュニティ協議会 

〈民生児童委員協議会〉 

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土 

1 
◆障がい者の会 
■総務広報部会 

2 3 
◆福祉つるうち 
編集会議 

4 
■◆弦打校区
自主防災訓練
事前準備 

5 
■◆弦打校
区自主防災
訓練 

6 
◆本津川・香東 
川一斉清掃 

7 
 

8 
♪親子チャレンジ 

9 
♪ベビー 
マッサージ 
♪人権講演会 

10 
♪高齢者教室 
世代間交流 
（小学校体育館） 

11 
♪元気いきい
き教室 
◆自治会長会 

12 

13 
■◆もちつき大会 
♪クリスマスリース
を作ろう 
◆小さな音楽会 

14 
◆衛生組合 
施設見学会 
■地域ふれあい 
交流事業反省会 

 

15 
■◆コミセン 
年末大掃除 
■保健福祉部会 
■サロン活動情
報交換会 

16 
◆自治会理事
会 

17 
♪干支の色紙づ
くり講座 

18 
♪高齢者教室 
体力測定 

19 
■◆校区内
夜間巡視 

20 
♪小学校家庭教
育学級 

21 
■生涯学習ス
ポーツ部会 
■防災部会 

22 
♪親子チャレンジ 
■青尐年育成部
会 

23 
休館日 
（天皇誕生日） 

24 
☆乳児相談（勝
賀） 
 

25 
◆学校開放運
営委員会 

 

26 
◆民生児童
委員定例会 

27 28 29 
休館日 

30 
休館日 

31 
休館日 

予定は11月20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。 

〈お問い合わせ〉 
勝賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ。 

身体計測、発育・発達状況の観察、育児相談等 

日時 １２月２４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。 

  

 

 

  

  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 

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 

 

平成２７年１２月２９日（火）から平成２８ 

年１月３日（日）まで休館いたします。 

休館期間中、駐車場は使用できません。 

 

◇年末年始休館のお知らせ◇ 

♪人権講演会『吉田松陰の恋人  高須久子に学ぶ』 

日時   １２月９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 

☆詳細は、センター便り１１月号をご覧ください。 

    弦打地区社会福祉協議会は、地元に密着した福祉事業 

を推進しております。その運営原資は、皆様方の会費と補助 

金や寄付金等の収入です。 当事業のさらなる充実を図る為 

に、地区でご活躍されている多くの企業様に賛助会員になっ 

ていただくこととともに、企業様との地域交流を深めていき 

たいと思っております。皆様方のご支援ご協力をお願い申し 

あげます。 

◆社会福祉協議会よりお知らせ 

☆乳児相談 


