
来年の干支【酉】をデザインしたちぎり絵の色紙を

作りませんか♪

日時 １２月１３日（火）９：３０～１２：００

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 材料費として当日１,０００円を集金

申込 １２/５（月）までに弦打コミュニティセン

ターへ、直接又は電話（８８２－０２８５）

で申込んでください。
定員 １０人

持参物 のり・はさみ・ピンセット・タオルをご持参ください。
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※祝日は休館

日時 １２月１５日（木）１０：００～１１：３０
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 １２/１２（月）までに弦打コミュニティセンターへ、直接

又は電話（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

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１１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

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１１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

♪干支のちぎり絵講座 〈コミセン講座〉

♪高齢者教室

親子で、クリスマス向けフラワーアレンジメントを
作ります。

日時 １２月１１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 須崎 志保さん（ＥＦＤ講師）
対象 小学１年生～６年生の親子
費用 材料費として親子１組１,８００円を当日集金
申込 １２／２(金)までに弦打コミュニティセンターへ、直接又は

電話（８８２－０２８５）で申し込んでください。
持参物 はさみ（花ばさみ又はキッチンばさみ）、ホッチキス

◆小さな音楽会

■◆もちつき大会

日時 １２月８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

12月

♪親子クリスマスフラワー
アレンジメント教室 〈コミセン講座〉

〈老人クラブ〉

☆コミセン窓口に
見本があります。

日時 １２月１０日（土）９：３０～１４：００ （９：００受付開始）

雨天の場合は１２月１１日（日）の同時刻に延期

集合 御殿橋西詰下の河川敷（駐車可能）

講師 川崎 正視さん（生涯学習スポーツ部会）

対象 小学生以上の地区住民、その他一般市民

※子どもの参加歓迎します！６歳児未満（保育所児・

幼稚園児）でも保護者同伴の場合は参加できます。

ハイキングが出来る服装で、お弁当、飲み物、雨具などは

各自が持参してください。【交通事故等に注意！】

費用 無料（傷害保険は主催者が負担しますが、保険の範囲内

の補償となります。)

申込 土日を除く９：００～１７：００に弦打コミュニティセンターへ

直接、又は電話（８８２-０２８５）でお申し込みください。

当日も受け付けます。

ゆめづくり推進事業×ふるさと学習探検隊＝コラボ企画

浄願寺山(弦打山)登山

前回(平成24年
11月）とは逆
からのコースを
辿ります。

♪お正月フラワーアレンジ
メント教室 〈コミセン講座〉

松や菊等お正月の花材に水引をあしらって、新年の
お祝いのアレンジメントを華やかに仕上げませんか？
かわいい迎春ピック付きです♪

日時 １２月２７日（火）９：３０～１２：００

場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室

講師 赤尾 美枝さん（ＥＦＤ講師、二級建築士）
対象 一般の方どなたでも
費用 材料費（花器を含む）として２,０００円を当日集金
申込 １２/２０（火）までに弦打コミュニティセンターへ、直接

又は電話（８８２－０２８５）で申込んでください。

持参物 新聞紙・はさみ（花ばさみ又はキッチンばさみ）、
セロテープ・ビニール袋（ゴミ用）、手ふき

定員は
２０人です。

定員は先着１０組です。

～弦打再発見Fコース～

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土

1
■コミ協部会再編
検討委員会
（19：00～）

2 3

4
◆本津川・香東
川一斉清掃
（8：00～12：00）

5
☆人権作品展示
（～12/19）
◆体育協会定例会
（19:00～）

6 ◆障がい者の会
（10：30～）
♪ベビーマッサージ
（10：30～）
■総務広報部会
（19：00～）

7
♪小学校家庭教
育学級・大人の
料理教室
（ 10：00～）

8
♪高齢者教室
世代間交流
（小学校体育館）
（9：50～）

9 ♪元気いきいき

教室（13：30～）
☆国民健康保険
料等未納者対象
納付相談（9：00～
16：00）

10
♪ふるさと学習
探検隊（9：30～）
⇒予備日は翌日
12/11（日）の
同時刻

11 ■◆もちつき
大会（9：00～）
♪クリスマスフラ
ワーアレンジメン
ト教室（9：30～）
◆小さな音楽会
（11：00～）

12
■地域ふれあい
交流事業文化祭実
施報告会
（19：00～）

13
♪親子チャレンジ
（10：00～）
♪干支のちぎり絵
講座（9：30～）

14 15
◆衛生組合施設
見学会（9：00～
18：00）
♪高齢者教室体力
測定（10：00～）

16 17
◆岡崎健一講演
会（18：30～）

18 19
■生涯学習スポー
ツ部会（19：00～）
■防災部会
（19：00～）

20 ■◆コミセン
年末大掃除（9：30～
11：30）
■◆校区内夜間巡
視（19：00～）
■保健福祉部会
（19：00～）
■青少年育成部会
（19：30～）

21
■環境衛生部会
（19：00～）

22
☆乳児相談（勝賀）
（13：00～）

23
休館日
（天皇誕生日）

24
◆民生児童委員
定例会（9：30～）

25 26
◆学校開放運営
委員会（19：00～）

27 ♪親子チャレン
ジ（10：00～）
♪お正月フラワー
アレンジ講座
（9：30～12：00）

28 29
休館日

30
休館日

31
休館日

予定は11月21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

平成２８年１２月２９日（木）から平成２９年１月３日（火）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

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

〈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、育児相談等を行います。

日時 １２月２２日（木）１３：００～１４：００

場所 ふれあい福祉センター勝賀 ２階

☆乳児相談
◆岡崎健一講演会

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。

☆コミュニティセンターの一斉清掃

日時 １２月２０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。

日時 １２月１７日（土）１８：３０～
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室
対象 弦打校区の方どなたでも

南極やエベレスト等１００㌔超の 「ウルトラマラソン」 を完走し

続ける極地マラソンランナーであり、投資家である岡崎健一さん
（４１歳・兵庫県在住）による『心に響く、やる気が出る』名言満載
の講演会

弦打地区社会福祉協議会、
つるうちキッズクラブ

入場無料
申込不要

http://putiya.com/html/baby/cute_baby_asobu01_a_01.html
http://putiya.com/html/baby/cute_baby_asobu01_a_01.html

