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※祝日は休館 

ゆめづくり大賞を受賞しました！ 

  ２月２７日（土）１３：３０～、高松市役所１３階大会議室において「平成２７年度ゆめづくり

大賞表彰式」が開催されました。弦打校区コミュニティ協議会は平成２６年度に取り組んだ

ゆめづくり推進事業「歩こう！訪ねよう！弦打再発見！」～孔雀藤子孫育成と今昔めぐり

藤のまち弦打マップ～で「平成２７年度ゆめづくり大賞」の大賞に選定されました！ 

 「ゆめづくり大賞表彰要領」では大賞１団体、優秀賞３団体と定められておりますが、 

選考委員会での協議の結果、今年度は大賞に２団体（弦打校区コミュニティ協議会、香西

地区コミュニティ協議会）、優秀賞に２団体（太田地区コミュニティ協議会、川添地区コミュ 

ニティ協議会）が表彰されました。 

  弦打校区ではゆめづくり推進委員をはじめ、たくさん 

の地域の方が積極的にこの事業に粘り強く取り組み、 

地域内外の方々に喜んでいただけるマップ等が完成し、 

それが大賞をいただくという嬉しい結果となりました。 

林家正雀 落語演芸会 

日時 平成２８年４月２１日（木）   開演 午後１時３０分（午後１時 開場）※１時間の予定 

場所 弦打コミュニティセンター ２階大会議室    ★☆入場無料です☆★ 

弦打コミュニティセンターにプロの噺家がやってくる！！ 
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林家 正雀 （はやしや しょうじゃく） 
本名     井上 茂（いのうえ しげる） 
生年月日  1951（昭和26）年12月25日 

        （64歳） 
出身地    山梨県 

出囃子    都風流 

紋       光琳つた 

芸歴      1974（昭和49）年、八代目   

           林家 正蔵に入門 

                     前座名「茂蔵」後に「繁蔵」 
                     と改名 

          

                   

 

        1978（昭和53）年 二ツ目昇進 

        「正雀」と改名 

        1982（昭和57）年  八代目正蔵没後 

           橘家文蔵一門に 

        1983（昭和58）年  真打昇進 

初高座      1974（昭和49）年10月 

         場所：池袋演芸場 

         演目：子ほめ 

得意ネタ   鰍沢（かじかざわ） 
受賞歴     1996（平成8）年 平成8年度芸術選 

         奨大衆芸能部門新人賞  ほか 

  

 

                   

 

〈主催：老人クラブ、社会福祉協議会、 

       弦打女性教室〉 

http://www.tsuruuchi.net/


内容 生涯を健やかで心豊かに自分らしく自立して暮らすために、 
    楽しくて心地よい運動に取り組みます。また講話もあります。 
対象 どなたでも 
日時 ５月から来年２月までの毎月第２金曜日 
    １３：３０～１５：００（５月１３日開始）     
場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
講師 増井 都乃さん（健康運動指導士） 
費用 保険料として１年間１５０円程度。受講料無料 
    ※保険料に過不足が出た場合は返還または別途 
         集金する場合有り。  
申込  ４／１１（月）～４／２２（金）の土・日を除く９：００～１７：００ 
         に直接来館して保険料１５０円を添えて申し込む。  
定員 先着３０人程度 
 

 ♪元気いきいき教室《全１０回５月～２月》 

内容 幼児の体操（鉄棒・飛び箱・マット運動・なわとび） 
対象 弦打校区在住者または弦打校区内の幼稚園・保育 
    所の年中（４歳児）・年長（５歳児） 
     ※申込多数が予想されるため弦打校区在住者を 
     対象とします。ご了承ください。 
日時 ５月と６月の毎週水曜日の７回 
    １４：００～１５：３０（５月１１日開始）  
場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
講師 畑本 章子さん、笠井 敏恵さん 
    （高松市コミュニティスポーツ指導員）  
費用 保険料として７回で１００円、受講料無料 
    ※保険料に過不足が出た場合は返還または別途 
    集金する場合があります。  
申込 ４／４（月）～４／８（金)の９：００～１７：００に保護者が直接 
    来館して保険料１００円を添えて申し込む。 
定員 先着２０人 
持参物 なわとび（材質が縄製。ビニール不可） 

 
 

♪幼児体操教室《全７回５月・６月》 

内容 乳児に保護者がオイルを使ったマッサージをします。 
対象 生後１０ヶ月までの乳児と保護者 
日時 ５月～９月の毎月 原則第１火曜日の４回 
    １０：３０～１２：００ （５月１７日開始、８月は休み）※５月は第３火 
場所 弦打コミュニティセンター和室 
講師 末澤 久美さん（ベビーダンス・ベビーマッサージ＆ベビーヨガ講師） 
費用 無料  
申込 ４／１１（月）～４／２２（金）の土・日を除く９：００～１７：００に 
    直接来館して申し込む。  
定員 先着１６組    持参物 バスタオル、必要な方はミルク・白湯等 

 

♪ベビーマッサージ《前期５月～９月》 

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 ２・３歳児と保護者（１歳児後半の子も可） 

日時 ５月～９月の原則第２･４火曜日の７回  

       １０：００～１１：３０（５月１０日開始、８月 

    は休み）  

場所 弦打コミュニティセンター大会議室 

講師 笠井 敏恵さん（高松市コミュニティ 

         スポーツ指導員） ほか    

費用 ２,０００円 
     ※保険料を含む受講料・材料費に充当。 

       不足した場合追加をお願いすることも 

             あります。 

申込 ４／４（月）～４／２２（金）の土・日を除く 

         ９：００～１７：００に直接来館し費用を 

    添えて申し込む。   定員 先着３０組 

♪親子チャレンジ教室    
《前期５月～９月》 

  ※コミュニティセンター講座日程は都合により 

     変更になる場合があります。また、台風など 

    の警報が発令された場合は、原則中止に 

    なります。     

平成２８年度 弦打コミュニティ

センター講座のご案内 内容 将棋の駒の動かし方を学び対局します。 

対象 小・中・高校生 

日時 ５月～１１月の毎月第２･４土曜日の 

         全１２回 ※８月はお休みです。 

     ９：３０～１１：３０（５月１４日開始）  

講師 弦打囲碁将棋同好会の皆さん 

費用 無料  

申込 ４／１１（月）～４／２２（金）の土・日を除く 

     ９：００～１７：００に保護者が直接来館 

    して申し込む。  

定員 先着２０人 

備考 スムーズで安全な教室になるよう、各回 

    ごとに保護者の方に子どもさんの見守り 

    をお願いします。 

        申込時にご説明します。 

 

♪子ども将棋教室  
 《全１２回５月～１１月》 

 当日は、運動ができる服装で。 

 室内用シューズ・ゴムボール（各自で 

準備。コミセンに見本あり）・ お茶などの 

 飲み物を持参してください。 

備考 

http://putiya.com/4sports_t_syogi_2_21.html
http://putiya.com/4sports_t_syogi_2_23.html


弦打コミュニティセンター図書室に 
新しい本が入りました。 

ちびまる子ちゃんの学級文庫やトムとジェリーの絵本、 
アンパンマンの紙芝居等１７冊が新しく入りました。 
 

弦打コミュニティセンター図書室の本は、一人１５冊、 
１５日間まで借りられます。（登録が必要です。） 
地域の方のご厚意で寄贈していただいている郷土史なども 
あります。どうぞご利用ください。 

日時 ４月２７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 ４/２３（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し込んで 
    ください。 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 

◆からだにやさしい料理教室 
〈保健委員会〉 

内容 中高年初心者のために開発された、独自（簡単かつ 
     上達が早い）の練習方法でピアノの弾き方を習得する。 
対象 弦打校区在住のピアノ初心者 
日時 ４月１８日（月）１０：００～１１：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター小会議室 
講師 妻鹿 玲子さん（ピアノ講師） 
費用 無料  
申込 ４／１１（月）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）へ申し込む。  
定員 先着１０人 
 

♪子どもフラダンス    
《５月～１０月》 

つるの羽休め 
 ずっと疑問に思っていたことですが、年度は４月１日に始
まり、翌年３月３１日で終わるのに、学年のくくりはなぜ４月
２日～翌年４月1日という不思議なことになっているのでしょ
うか。 

  調べたところ、これにはなんと、民法が関係しているとの
こと。民法において、年齢の数え方は「年齢計算に関する法
律」の第１４３条を適用することになっていて、法律的には誕
生日の前日午後１２時に１歳年齢が加算されるのだそうで
す。 ４月１日生まれの児童はその前日にすでに満６歳に達
しているため、学年が１年上になるのですね。  

内容 ゆったりとした音楽に合わせて 

    踊るハワイの民族舞踊を習得し、 

    弦打地区ふれあい交流事業の 

    学習発表ステージで成果を披露 

     する。 

対象 幼児から小学生までの男女（小学校３年 

    生以下のお子様は保護者同伴でお願い 

    します。） 

日時 ５月～１０月の月３回土曜日  

       １６：００～１７：００（５月７日開始）  

場所 弦打コミュニティセンター大会議室 

講師 井 久美子さん（プアナニ・アロハ代表） 

費用 保険料として１００円、受講料無料 
    ※保険料に過不足が出た場合は返還 
    または別途集金する場合があります。 
申込 ４／４（月）～４／２２（金）の土・日を除く 

         ９：００～１７：００に直接来館し費用を 

    添えて申し込む。    

定員 ３０人程度 

 藤まつり開催のお知らせ 

■今年も、ゆめづくりイベント実施の予定があります。 

☆藤まつりに先立って、４月２３日（土）、４月２４日（日）に 

 『藤まつりお茶会』が開催されます。  

        

   平日８：００～９：３０、１３：３０～１７：３０は、センター

駐車場がたいへん混雑しておりますので、南から入って

北に抜ける一方通行でお願いします。 

   また、駐車場出入り口付近での駐車はできるだけ避 

 てください。 

   事故防止のため、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い 

 申しあげます。 

 

弦打コミュニティセンターにお車で 

お越しになるみなさまへ 

☆フラダンスには子どもに心の癒しと 

  リラックス効果をもたらすという効能 

  があるそうです。 

♪中高年から始める 

『らくらくピアノ』講座 

♪キーボードや鍵盤ハーモニカ 

  （お子さま、お孫さまのもの等）を 

    お持ちの方はご持参ください。 

開催日    平成２８年４月２５日（月）～５月５日（木）  

場   所   岩田神社 

http://4.bp.blogspot.com/-eQHo9pHbmmI/Udy6mloYtYI/AAAAAAAAWJg/B4t2N99HZaY/s800/ehon_hahako.png
http://4.bp.blogspot.com/-SIDmRRUPx1k/UnyHSXDNPqI/AAAAAAAAahI/fm4ztzpKShM/s800/cooking_ajimi_woman.png


日 月 火 水 木 金 土 

1 2 

3 4 5 
◆障がい者の会 

6 7 
☆弦打保育所
入所式 

8 
☆勝賀中学校入
学式 
◆交通安全街頭
大キャンペーン 

9 

10 
 

11 
☆弦打小学校入
学式 

12☆弦打幼稚園 
入園式 
◆保健委員会 
役員会 

13 14 
☆狂犬病予防
注射 

15 
◆健康チャレン
ジ２０１６ 

16 

17 18♪らくらくピア
ノ講座 
■防災部会 
■生涯学習 
スポーツ部会 

19 
■保健福祉部会 
■総務広報部会 
 

20 
■◆校区内 
夜間巡視 

21 
◆♪林家正雀
落語演芸会 

22 
 

23◆体育協
会総会 
☆岩田神社
藤まつり（お
茶会） 

24 
☆岩田神社藤ま
つり（お茶会） 

25 
◆学校開放運営
委員会 

 

26 
■青少年育成部
会 

27 
◆連合自治会 
総会 
◆からだにやさ
しい料理教室 

28 
☆乳児相談 
（勝賀） 

 

29 
休館日 
（昭和の日） 

 

30 

予定は3月24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 

〈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、育児相談等 

日時 ４月２８日(木) １３：００～１４：００   

場所 ＪＡ高松市西部コミュニティセンター２階 

    （ＪＡ高松市西部鬼無支店南側） 

日時 ４月１４日（木）１０：２０～１１：００ 

場所 弦打コミュニティセンター駐輪場 

〈問合せ〉保健所 生活衛生課電話（８３９－２８６５） 

昨年より相続税が大幅に増税となっております。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。事前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 

 

日時  ４月１５日（金） １０：００～１２：００ 

         （受付開始９：３０～）        

場所  弦打コミュニティセンター２階大会議室 

講師  保健委員会（元気をひろげる人） 

対象  どなたでも 

内容    「体組成計」による計測、のびのび元気 

     体操など 

準備物  お茶、上靴、タオルを持参のうえ、運動 

           しやすい服装でお越しください。                         

☆狂犬病予防接種 

 藤まつりお茶会開催のお知らせ 
 今年も岩田神社の藤まつりに先立ってお茶会の開催を下記のとおり予定しております。 

開催日 ４月２３日（土）～４月２４日（日）１１：００～１５：００ 
場  所 岩田神社 

 
藤の花を見ながら、ゆっくりとお茶を楽しみませんか 

  ◆健康チャレンジ２０１６ 

交通事故死ゼロを目指す街頭大キャンペーンのご案内 

 日時 ４月８日（金）７：３０～８：００ 

 場所 市道木太・鬼無線、県道176号産業道路交差点 

http://3.bp.blogspot.com/-eAfo2DkBj-M/UZB7jHX5kKI/AAAAAAAASFY/9rmXWsR7TkY/s800/shibainu_brown.png

