
                         

                                             

弦打校区コミュニティ協議会 会長 大西 輝清 

 

  地域の皆様におかれましては、新春をさわやかにお迎えのこととお慶び申しあげます。 

   昨年は、真夏の防災訓練、夏まつり、文化祭事業をはじめとする様々な事業を皆さまのご協力により

実施できましたこと、厚く御礼申しあげます。また、少子化の影響もありますが、特に子ども会への加入

率の低下により停滞気味であった地域の子ども会育成連絡協議会が、校区全員の子どもたちを対象

とした「つるうちキッズクラブ」としてこの４月より装いを新たにし、８月１４日の高松まつり総おどりでは、

弦打校区コミュニティ協議会「つるピー連」として多くの子どもたちや保護者が踊りに参加し、おおいに

地域を盛り上げてくれました。 

   さて、時代の変化とともに、高松市の指定管理を受けている私たちのコミュニティ協議会においても、

部会等をさらに充実させることが必須といえます。従来通りの方法にとらわれるのではなく、必要なとこ

ろに必要な措置をしていくため、コミュニティ協議会部会再編検討委員会を発足させ昨年９月より１１

人の委員で活発な議論を交わしており、今年の６月のコミュニティ協議会総会において提案できること

を目指しています。皆さまも地域コミュニティ協議会へ、それぞれの立場で参画されていることと存じま

すが、「心身ともにちょうど良い」といったあんばいで活動でき、その活動を通して得られた人との縁や

つながりを大切にしていただけたら幸いです。 

    今年も皆さまのご健勝とご多幸を祈念いたして、ご挨拶とさせていただきます。 
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※祝日は休館 

ご   挨   拶 

  弦打コミュニティセンター スタッフ募集 

職   種  スタッフ               

        （夜間・週末におけるセンター管理・運営）      

雇用期間  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

        （次年度以降、更新する場合があります。） 

採用人員  若干名 

応募期間  平成２９年１月１６日（月）～１月３１日（火） 

☆詳しい募集要項ならびに雇用申込書は、コミュニティ 
   センターに配置しています。  

  １２月１０日（土）、「ゆめづくり推進事業×ふるさと学習探

検隊＝コラボ企画」を開催。生涯学習スポーツ部会長の 

川崎正視さんをガイドとし、１８人で浄願寺山（弦打山）登山

に行ってきました。 

  途中、香東川西側土手から相作馬塚古墳が見える場所

を遠目に確認しました。この古墳、中世の墓とみられてい

たのですが、５世紀後半の未盗掘の石室のある古墳であ

るということがわかり、大発見であるとテレビ新聞等で１２

月７日頃に報道されたのをご存じでしょうか。 

 報道を聞いた人からコミュニティセンターにも問い合わせ

があり高松市文化財課の学芸員に確認したところ、「場所

は西濃運輸の南東側で高月池の北側80ｍ辺りで、宅地開

発に伴って平成２８年の６月から８月にかけて発掘した。 

古墳は既に無くなっているものの、未盗掘の石室には、 

弦打の歴史が動いた！大発見!! 

相作馬塚古墳について 

１，５００年以上前を示すよろいの短甲、槍、管玉、鉄製 

の刀、かすがい等が残っていたということです。」 

  川崎さんの「今までの資料からこの辺りは中世の頃 

には開けていたという認識であったのが、５世紀というと 

古墳時代。随分古い時代に、もう開けていたという事実 

が出てきたことになる。」という熱のこもった説明を聞き、 

私たちも山の頂上から見える現在の景色に、頭の中で 

５世紀の風景を重ね合わせ、ロマンに浸れた一日でした。 

あい さこ うま づか  

こうづいけ  

http://www.tsuruuchi.net/


♪身近な食材に、牛乳・チーズ・ヨーグルトな
どの乳製品をプラスしたメニューに挑戦します。 

〈コミセン講座〉 

日時 １月１４日（土）１０：００～１２：００ 

場所 弦打コミュニティセンター１階調理室・和室 

講師 森永乳業、弦打地区食生活改善推進員 

対象 幼児から小学生までとその保護者 

費用 材料費実費（１人２００円を当日集金） 

    ※親子１組ではなく、１人の値段です。 

申込 １/１１（水）までに弦打コミュニティセンター 

    （土日を除く９：００～１７：００）へ直接又は 

    電話（８８２－０２８５）で申し込んでください。     

定員 先着１５組の親子（３０人程度） 

持参物 エプロン・ハンドタオル・三角巾持参  

新春コミセン講座＆女性教室 

♪親子料理教室 

～森永乳業出張料理教室～ 

♪折り紙工作教室 
  ～２回シリーズ～ 

♪大変お待たせしました！今年も大人気の折り紙 
工作教室を開催します。 
 今回は、ふれあい交流事業文化祭で大勢の人を 
魅了した『可動式の傘』を作ります！！ 
 
 日時  【第１回目】１月１７日(火)１０：００～１２：００ 

     【第２回目】１月２５日(水)１０：００～１２：００  

     ※完成までに約４時間を要する作品ですので 

       両日共にご参加お願いします。 

場所  弦打コミュニティセンター２階小会議室 

講師  松本 利江さん（弦打老人クラブ 葵クラブ） 

対象  どなたでも 

         ☆幼稚園・保育所の保護者さまも大歓迎です！ 

    お子さまを送ってこられた際に是非ご参加ください。 

費用  無料 

申込  １/１２（木）までに、弦打コミュニティセンター（土日 

     を除く９：００～１７：００）へ直接又は電話（８８２－ 

         ０２８５）で申し込んでください。 

定員  ２０人程度 

持参物  工作用はさみ 

  

 

           

♪見本です⇒ 

 

日時 １月２１日（土）９：３０～１２：３０ 

場所 弦打コミュニティセンター調理室・和室 

講師 友澤 敏雄さん（魚料理の先生）、 
    食生活改善推進員 

対象 料理初心者の男性  

費用 食材費１，０００円以内（当日集金） 

    ※材料（魚）の相場で変動がありますが、 
      １，０００円を超える集金はありません。 

申込 １/１７（火）までに弦打コミュニティセンター 

     （土日を除く９：００～１７：００）へ直接又は 

    電話（８８２-０２８５）で申し込んでください。 

持参物  エプロン・ハンドタオル・三角巾  

♪男性料理教室 

（コミセン講座） 

♪魚料理に挑戦してみませんか。さばき方 
 からやさしく習得できます。 

〈コミセン講座〉 

〈メニュー〉 カナッペ、プチ・チーズクリームパフェ 

♪女性教室『針さし作り』 

♪フェルト製の、作り方も手ざわりもやさしい 
  針さしを作ります。 

日時   １月３１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  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３００円を集金 

申込  １/２６（木）までに弦打コミュニティセンター 

     （土日を除く９：００～１７：００）へ、直接又は電話 

     （８８２－０２８５）で申込んでください。  

定員  先着１０人   

持参物  裁縫道具（針、糸、はさみ） 

♪見本です⇒ 



地域の皆様で、ご相談したいこと等がございましたら、お住まいの担当地区の 

民生委員児童委員にご連絡ください。 

 

氏  名 電話番号 担 当 地 区 備  考 

明石  佐都子 ８８２‐９７８２  飯田団地 

松 尾  知 香 ８８２‐５７３４  定木 新任  

早 馬  み ど り ８８２‐５８２３  南定木   

鈴 木  妙 子 ８８２-６０４９   半田 副会長 

松村  久仁子 ８８１‐２６７３  青木 新任  

向 井  盛 泰 ８８２‐４１７５  小坂 副会長 

小早川 美智子 ８８２‐３４５７  相作、鶴市団地 新任  

山 口  周 三 ８８２-５９５９   大暮、オレンジハイツ香西南 副会長 

後 藤  正 徳 ８８２‐５７４３  本村、鶴市西団地 会長 

植本  十七美 ８８２-２４７７  中所、御殿、御殿団地 新任  

平 山  秀 子 ８８２‐６３２１  明見、クレアガーデン   

西谷  勢津子 ８８２‐７１３０  中津南、オレンジハイツ香西東   

津 村  信 子 ８８１‐３２２４  中津西、サントノーレ、オレンジコート、ユートピアヒルズ   

平 尾  勝 彦 ８８１‐２４０２  中津北、藤田マンション、シティラック高松Ａ   

串 田  悦 子  ８８２‐５４４５  郷東南 副会長 

大藪  由香里 ８８７-４１９７  郷東東、労住協 新任 

浅 田  裕 美 ８８１-４０４４  郷東北 新任 

小林  健一郎 ８８２‐４４７４  新地、警察官舎   

三宅  貴美子 ８８２‐１８１０  乾、アイランドコート 

谷  か お り ８８２-１３２９   主任児童委員 

漆 原  恭 子 ８１６-２８５８   主任児童委員（新任） 

民生委員児童委員協議会 

第6１回高松市西部地区 

囲碁将棋大会が開催されました。   

   １１月２７日（日）、鬼無コミュニティセンターにおいて囲碁

将棋大会が開催されました。弦打地区の入賞者は次のとお

りです。おめでとうございます。 

   久保 正弘さん（囲碁A級敢闘賞） 
  佐々木 弘さん（囲碁Ｂ級 優勝） 
 
  なお、平成２９年度は檀紙コミュニティセンターで開催 

       の予定です。 

図書室より 
  平成２８年１１月２５日（金）、弦打コミュニティ 

センター図書室の本の入れ替えがありました。 

  本の数は一般１，３８４冊、児童１，６９９の 

計３，０８３冊となりました。 

  図書の貸し出しは一人１５冊まで、１５日間 

です。コミュニティセンターの図書室を、ぜひ 

ご利用ください。 

 

弦打コミュニティセンター 
新規同好会の紹介 

  よさこい連－希絆－ 

   子どもフラダンス リコ 

  平成２９年１月より、弦打コミュニティセンター 

の同好会に新たに２団体が加わります。 

よろしくお願いします。 

 主な活動内容：よさこい踊りの練習 
 活動日：第４日曜日 14：30～16：30 
 

日時  １月２０日(金)  １０:００～１１：００ 

           (受付開始は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  どなたでも参加できます。(費用は無料） 

内容  「体組成計」による計測、のびのび元気体操、 

           脳トレなど。 

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。 

～計測と運動で、健康寿命を伸ばそう！～ 

  健康チャレンジ２０１７ 

きずな 

 主な活動内容：子どもフラダンス 
 活動日：第１～３土曜日 16：00～17:00 
 
                     



日 月 火 水 木 金 土 

1 
休館日 
(元日） 

2 
休館日 
 

3 
休館日 
 

4 5 6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
休館日 
（成人の日） 

 

10 
◆障がい者の会 
（10：30～） 
◆体育協会定例会
（19：00～） 
♪親子チャレンジ 
（10：30～） 

11 12 
■コミ協部会
再編検討委
員会 
（19：00～） 

 

13 
♪元気いきいき 
（13：30～） 
■ゆめづくりの
会（19：00～） 

14 
♪親子料理
教室 
（10：00～） 

15 16 
■防災部会 
（19：00～） 
■生涯学習 
スポーツ部会 
（19：00～） 
♪幼稚園家庭
教育学級 
（9：00～） 

17 
■保健福祉部会 
（19：00～） 
■総務広報部会 
（19：00～） 
♪ベビーマッサージ
（10：30～） 
♪折り紙工作教室 
（10：00～12：00） 

18 
■環境衛生部会 
（19：00～） 
☆弦打保育所出前 
保育(10：00～11：00） 
 

19 20 
◆健康チャレン
ジ２０１７ 
（10：00～） 
■◆校区内 
夜間巡視 
（19：00～） 

21 
♪男性料理
教室 
（9：30～） 

22 
 

23 24 ■青少年育成
部会（19：30～） 
♪親子チャレンジ 
（10：30～） 
☆防災ラジオ引渡し 
（15：30～17：00） 
※該当者のみ 

25 
♪幼稚園家庭教育学級 

  ・描画実習（9：30～） 
  ・子育て力向上応援 
   講座（9：45～） 

■コミ協役員会 
   （19：00～） 

26 
☆乳児相談 
（勝賀） 
（13：00～） 

 

27 
 

28 
◆民生児童
委員定例会 
（9：30～） 

29 30 
 

31 
♪女性教室「針刺し 
作り」（9：30～） 

 
 

予定は12月19日現在のもので日時の変更や行事の追加がある
ことがあります。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。 

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◇ 

  

 

 

  

   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27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

節税対策を行うこと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 

身体計測、発育・発達状況の観察、育児相談等 

 日時  平成２９年１月２６日（木） １３：００～１４：００ 

 場所  ふれあい福祉センター勝賀 ２階 

☆栄養士による離乳食相談があります。 

〈お問い合わせは〉 
勝賀保健ステーション  

電話（８８２－７９７１）へ。 

25 
♪折り紙工作教室 
（10：00～12：00） 


