
※祝日は休館 

ゆめづくり大賞 優秀賞を受賞しました！ 

  ２月２５日（土）１３：３０～、高松市役所１３階大会議室にて行われた「地域コミュニティ協働セミナー」の

なかで平成２８年度ゆめづくり大賞の表彰式があり、弦打校区は昨年度の大賞に引き続き、「優秀賞」を

受賞しました。 

   大賞に選ばれたのは、むれコミュニティ協議会で、優秀賞には仏生山地区、弦打校区、十河校区の３

つの協議会が選ばれました。 

  そして、今年度新設された「未来へつなぐ特別賞」は檀紙地区の協議会が受賞しました。 

  これらの賞は平成２７年度に助成された２４事業から選ばれたもので、弦打校区ではゆめづくり事業に

たくさんの地域の方が自発的、意欲的に関わったことが、２年連続で栄えある賞を受賞することにつな

がったのではないかと思います。 

  この日は４団体による事業報告会が行われ、こちらでも弦打は 

「歩こう！訪ねよう！弦打再発見！孔雀藤子孫育成と今昔巡り、藤の 

まち弦打マップ」の発表をキッズクラブの子どもたちも入って行いまし 

た。香川大学経済学部の西成先生より「コミュニティの活性化、活動を 

継続させていくだけでも大変。若い世代を巻き込んでの活動は、弦打 

モデルとなり得ますね。」という講評をいただきました。 

  なお、西成先生の講評は『つるうちネット』ゆめづくり新聞号外 

（３月１３日発行）で、ご覧になれます。 

  弦打コミュニティセンターの２階大会議室にアップライトピアノを 
設置しました。鶴市町の松下様より、「地域の人に喜ばれるなら」と 

いうことで、かつて愛用していたピアノを弦打校区コミュニティ協議 

会に寄贈がありました。椅子は痛みが激しいらしく、新品を買って 

寄附してくださいました。 ピアノ、椅子ともに末永く大切に使わせて 

いただきます。 

  松下様、ありがとうございました。 

 藤まつり開催のお知らせ 

開催日    平成２９年４月２２日（土）～ 

                  ５月３日（水）  

場   所   岩田神社 

■今年も、ゆめづくりイベント実施の予定が 

  あります。又、ウクレレコンサートに加えて 

  今年は『大江戸玉すだれ』が催されます♪ 

☆藤まつりに先立って、４月２２日（土）、４月 

  ２３日（日）１０：００～１５：００に『藤まつり 

  お茶会』が開催されます。 

コミュニティセンターにピアノの 
寄附がありました。 
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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～２月の毎月第２金曜日の９回 

    １３：３０～１５：００（５月１２日開始、８月は 

    休み）     

場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 

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。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。  
 
 

 ♪いきいき健康講座《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 弦打校区在住者又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１０日開始）  
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、井口 英理さん 
    （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又は別途集金する場合 
    があります。  
申込  ４／４（火）～４／２１（金）の土・日を除く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（平成２９年５月１日現在）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２日開始、８月は休み） 

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 オイル代として５００円。受講料無料 

申込  ４／４（火）～４／２１（金）の土・日を除く９：００～１７：００に 

    直接来館して５００円を添えて申し込む。  

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（平成２９年４月１日現在）と 
    保護者（１歳児後半の子も可） 
日時 ５月～２月の原則第２火曜日の９回  
       １０：００～１１：３０（５月２３日開始、 
    ８月は休み）  

場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 

講師 井口 英理さん（高松市コミュニティ 

         スポーツ指導員）     
費用 １,０００円（保険料＋材料費） 
     ※不足した場合追加をお願いすること 

       もあります。 

申込 ４／１７（月）～５／２（火）の土・日を 

         除く９：００～１７：００に保護者が直接 

    来館し費用を添えて申し込む。   

定員 先着１５組 

♪親子チャレンジ教室 
《全９回５月～２月》 

平成２９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 

         １２回  

     ９：３０～１１：３０（５月１３日開始、８月 

    は休み）  

講師 弦打囲碁将棋同好会の皆さん 

費用 無料  

申込 ４／１７（月）～５／２（火）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供さんの見守り 

    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》 

※今年度の親子チャレンジ教室は、前期・後期 

  に分けておりませんので、最初のお申し込み 

  のみで２月までご参加いただけます。 

申込  ４／１７（月）～５／２（火）の土・日を除く 

          ９：００～１７：００に直接来館して１５０円 

          を添えて申し込む。  

定員   先着２０人程度 

備考  当日は、運動ができる服装で。 
          室内用シューズ・ お茶などの飲み物を 
          持参してください。 

 

健康第一 
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日時 ４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 食生活改善推進員 

対象 地域の男女 

費用 材料費実費（５００円程度）を当日集金 

申込 ４/２２（土）までに食生活改善推進員 

    天弘（あまひろ）さんへ直接電話して申し 

    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 ピアノに興味のある方どなたでも 
日時 ５月～２月の毎月第１月曜日の９回 
    １０：００～１２：００（５月１日開始、８月は休み） 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
講師 妻鹿 玲子さん（ピアノ講師） 
費用 講座開催期間中に教則本代金１，５００円程度が必要になる。 
    受講料無料  

申込  ４／４（火）～４／２１（金）の土・日を除く９：００～１７：００に 

         直接来館 して申し込む。 

定員 １５人程度 
 

つるの羽休め 
  制服の「学ラン」は漢字で「学蘭」と書きます。この「蘭」 
はオランダの蘭を表します。オランダ風の学生服という 

意味で、鎖国時代の影響からこのように書くのだそうです。 

♪中高年から始める 

『らくらくピアノ講座』 

《ご予約・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 

   平成２９年４月から乳児相談は予約制になりました。参加 

ご希望の方はお問い合わせください。 

  また、子育て世代包括支援センターとして勝賀保健ステー

ションでは、いつでもお子様の体重測定や子育て相談を受

け付けています。お気軽にご相談ください。 

     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。    

♪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。 

  ◆健康チャレンジ２０１７ 

  春爛漫の季節に、コミセンでゆったりと楽しく身体を

動かしてみませんか！！  

日時  ４月２１日（金） １０：００～１１：００ 

         （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  どなたでも参加できます。 

費用  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。                         

〈保健委員会〉 

☆狂犬病予防注射 

日時 ４月２５日（火）１０：２０～１１：００ 

    ５月９日（火）１０：５０～１１：１５ 

場所 弦打コミュニティセンター駐車場 

〈問合せ〉保健所 生活衛生課電話（８３９－２８６５） 

☆健康チェックデー 

骨密度測定・血管年齢測定等を行います。 

※健康チャレンジ 
と合同開催です。 

 日時  ５月１９日（金） １０：００～１１：３０ 
 場所  弦打コミュニティセンター 
 ☆予約が必要です。（４月２４日（月）予約受付開始） 
 弦打コミュニティセンターでは予約は出来ません。 

■弦打防災・福祉マップ報告会 

日時  ４月１５日（土）１３：００～      

場所  弦打コミュニティセンター 

     ２階大会議室 
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日 月 火 水 木 金 土 

1 

2 3 
◆体育協会 
定例会 

4 
◆障がい者の会 

5 
■コミ協部会 
再編検討委員
会 

6 7 
☆弦打保育所 
入所式 

8 

9 
 

10 
◆交通安全街
頭大キャン
ペーン 

 

11 
☆勝賀中学校 
入学式 
 

12 
☆弦打小学校
入学式 
■ゆめづくりの
会 

13 
☆弦打幼稚園 
入園式 

 

14 15 
■防災・福祉
マップ報告会 

16 17 
■防災部会 
■生涯学習 
スポーツ部会 

18 
■保健福祉部会 
 
 

19 
■環境衛生部
会 
 

20 
■◆校区内夜
間巡視 

 

21 
◆健康チャレ
ンジ２０１７ 
 

22 
☆岩田神社藤ま
つり（お茶会、 
ゆめづくり事業） 

23☆岩田神社 
藤まつり（お茶 
会、ゆめづくり 
事業） 

24 
■コミュニティ
協議会役員会 

25 ☆狂犬病予防 
注射 
■青少年育成部会 
◆学校開放運営委
員会 

26  
◆連合自治会 
総会 
◆からだにやさ
しい料理教室 

27 
 

 

28 
 

 

29 
休館日 
（昭和の日） 
☆岩田神社ゆめ
づくり事業 

予定は3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。 

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告 

 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２２日（土）～４月２３日（日）１０：００～１５：００      費用   １席３００円     
場  所  岩田神社 

 
おいしいお茶とお菓子を藤の花の下で楽しみませんか♪ 

  

 

 

  

   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。 
 

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 

 

 
   
  

◆交通事故死ゼロを 

  目指す街頭大キャン 

  ペーン 

日時 ４月１０日（月） 
          ７：３０～８：００        

場所 市道木太・鬼無線、 

          県道176号産業 

          道路交差点 

30 
    ☆岩田神社 
ゆめづくり事業 

26 
☆岩田神社 
ゆめづくり事業 

※お茶会の収益の 

    一部は、つるピー 

    基金に寄付します。  


