
 
  

日時 １０月２６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 森永乳業、食生活 

改善推進員  対象 地域の男女   費用 材料費実費（５００円）を

当日集金    申込 １０/２２（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、三角巾持参 
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※祝日は休館 

 
日時 １０月１５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 料理初心者の男性    費用 材料費実費（５００円）を当日集金 

申込 １０/１１（火）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。 

備考 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） 

日時 １０月２９日（土）～１０月３０日（日） 

・作品展示         １０月２９日（土）９：００～１６：００  弦打コミュニティセンター    
                    １０月３０日（日）９：００～１５：００         〃    
・学習発表            １０月３０日（日）９：００～１５：００    弦打小学校体育館    
・バザー       各日１０：００～１５：００        
 

（保健委員会） 

◆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２８日（金）から１０月３１日（月）の期間は、準備と後片付けのため、 

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「広報たかまつ１０月１５日号」とともにお届けする予定です。 

◆チラシ配布について 

  「うどんと寿司」がセットになった前売り券を５００円で販売（１０月１７日（月）〆切）しています。自治会長さんを 
通して、またはコミュニティセンター（事務室で平日９：００～１７：００に販売）でお買い求めください。 
 当日券は、うどん単品で２５０円ですが、数に限りがあるため、前売り券の購入をおすすめします。 

◆バザー券購入について 

（主催 ： 地域ふれあい交流事業文化祭実行委員会） 

☆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  １０月２１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、 
      保健師によるお話しなど 
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。                         

  ◆健康チャレンジ２０１６ 

♪人権講演会『まさかの時、あなたならどうしますか？ 
～杉原千畝の場合～』 

日時   １１月１６日(水)１０：００～１１：３０  

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月号でお知らせいたします。 

☆高松市西部地区 囲碁・将棋大会 
日時  １１月２７日(日)９:３０～１６：００(受付９:００～) 

場所  鬼無コミュニティセンター２階ホールほか 

対象  檀紙・下笠居・弦打・香西・鬼無・国分寺地区在住者 

申込  １０/２８（金）まで（土日を除く９：００～１７：００）に、弦打 

     地区在住者は弦打コミュニティセンターへ、参加費 

          （大人１，５００円、高校生以下 １，０００円 ）を添えて 

          申し込んでください。※昼食付きです。 

主管   鬼無地区囲碁・将棋大会世話人会           

◆体にやさしい料理教室 

（保健委員会） 

つるピー連を再結成します！ 
高松まつり総おどり『つるピー連』で 
踊られたみなさま！ 
ふれあい交流事業文化祭学習発表の 
場で、再び踊りますので１０月３０日（日） 
１４：００に弦打小学校体育館に集合して 
ください！！ 総おどりに参加された方は、 
本件についてコミセンまで必ず出欠の 
ご連絡をお願いします。 

※出展・出演・産直及びフリーマーケット出店の受付けは、９月２３日（金） 
  をもって締切らさせて 頂きました。 ご協力くださいました 
  皆様に厚くお礼申しあげます。ありがとうございました。    

～森永乳業による出張料理教室～ 

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土 

1 
♪子どもフラダンス 

2 3 
◆体育協会 
定例会（19:00～） 

4 ■部会再編検討
委員会（19：00～） 
◆障がい者の会 
 （10：30～） 
♪ベビーマッサージ 

5 6 
 

7 8 
♪子ども将棋教室 
♪子どもフラダンス 

9 10 
休館日 
（体育の日） 

11 
♪親子チャレンジ 
 

12 
 

13 14  ♪元気いきいき 
☆特定計量器定期 
検査（10：00～15：00） 

15 
♪男性料理教室 
♪子どもフラダンス 

16 17 
■防災部会 
(19:00～） 
■生涯学習 
スポーツ部会 

(19:00～） 

18 
♪親子チャレンジ 
■保健福祉部会 

（19：00～） 
■総務広報部会 
（19：00～） 

19 
■環境衛生部会 
（19：00～） 

20 
■◆校区内 
夜間巡視 
（19:00～） 

21 
◆健康チャレンジ 
２０１６（10：00～） 

22 
◆民生児童委員定例
会（9：30～） 
♪子ども将棋教室 
♪子どもフラダンス 

23 24 25 
☆胃がん検診 
■青少年育成 

部会（19：30～） 
◆学校体育施設開放
運営委員会 
（19：00～） 

26 
◆野菜たっぷり
生活講座（食改） 

27 
☆乳児相談
（ＪＡ西部） 

 

28 
☆ふれあい交流事業
文化祭準備 

29 
☆ふれあい交流事業
文化祭 

30 
☆ふれあい交流
事業文化祭 

31 

予定は9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。 

身体計測、育児相談等を行います。 

日時 １０月２７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） 

胃がん集団検診は事前に予約が必要です。 

１１月実施分の予約は１０月３日（月）８：３０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直接ご連絡ください。各日定員５０名です。 

日時：１１月１５日（火） 、１１月２１日（月） 各日８：３０～１０：３０ 

場所：弦打コミュニティセンター 

☆弦打地区胃がん集団検診予約開始のお知らせ ☆乳児相談 

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 

 
    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。 

１４：００～住谷小児科医院  住谷 朋人医師による講話 
「冬に多い子どもの病気」があります。講話だけの参加も 
可能ですので、お誘いあわせの上ご参加ください。 

弦打コミュニティセンターでは予約できません。 

※対象者の方には、６月末に受診券を 
お送りしています。詳細は受診券と同封 
の文書にてご確認ください。 

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告 

徹底的に根本治療をモットーに！！頭痛・腰痛・膝痛・しびれなどでお困りの方、 

どこへ行っても改善されない方、もう治らないとあきらめていませんか？その痛み 

最後にこちらにご相談下さい！自信があります！保険が適用されますので数百円で 

通院できます。また１０月から１割、２割負担の方は全身コースと有料の医療機器 

が無料になるシニア割引を始めましたのでお気軽にお越し下さい。 

●あかつき整骨院● 
高松市鬼無町鬼無４５７-１２  ＴＥＬ０８７-８８２-２００４ 

 

 

口コミは（鬼無あかつき整骨院エキテン）でクリック！ 
             

☆にこにこ広場に遊びにおいで 

連絡先  高松市立弦打幼稚園 
ＴＥＬ０８７（８８１）３５６３ 

  １０月のにこにこ広場は１０月２７日（木）１０：１５～１１：００です。 
  今回は、幼稚園の入園に向けての説明会を行います。 
  平成２９年度 にお子さまが入園される方はどうぞおいでください。 
   （なるべく自転車か徒歩でお越しください。） 


