
   来年の干支【戌】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１５日（金）９：３０～１１：３０  

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１,０００円を集金 
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※祝日及び年末年始は休館 

 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１０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〉 

日時  １２月１０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  どなたでも (但し、小学校３年生以下のお子様 

     が参加される 場合は、必ず保護者同伴で 
          お願いします。） 
費用  材料費として１,８００円を当日集金 
 
申込  １２/６（水）までに（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又は 

     ０８０ー９８３６ー２７２１）で申込んでください。 

定員  １５人 

持参物  はさみ（花ばさみ又はキッチンばさみ）、 
             ホッチキス    

 ■◆もちつき大会 

12月 

♪クリスマスフラワーアレンジ 
 メント(キャンドルアレンジ)教室 

〈コミセン講座〉 

♪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２６日（火）１３：３０～１５：３０  

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（フラワーアレンジメント講師、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  １２/１８（月）までに（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又は０８０ー９８３６ー２７２１ ）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 

 

日時  １２月１０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。 

◆小さな音楽会 

  クリスマスのキャンドルアレンジを作ります。 

大人も子どももふるってご参加ください！ 

写真はイメージです。 

申込  １２/８（金）までに（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 

     又は０８０ー９８３６ー２７２１）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。 定員 ２０人 

http://www.tsuruuchi.net/
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世代間交流ふるさと学習 

  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。  

日時   １２月８日（金）９：５０～１１：３０ 

          ※関係者の集合時間は９：３０です。 

場所  弦打小学校体育館  

主催  弦打老人クラブ連合会 

 
 

〈高齢者教室〉 

  笑いとヨガの呼吸法を合わせた、新しい健康体操です。声

を出して笑うことでストレスも発散でき、免疫力がアップします。 

老若男女関係なくどなたでも参加できます！ 

  笑いヨガとは 

♪笑いヨガ 
〈コミセン講座、女性教室〉 

日時  １２月１３日（水） １３：３０～１５：００    

場所  弦打コミュニティセンター ２階大会議室 

講師  森岡 美智さん（認定笑いヨガ（ラフターヨガ）マスター 

        トレーナー） 

対象  どなたでも参加できます。 

費用  無料 

申込  １２/６（水）まで（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又は０８０ー９８３６ー２７２１ ）で申込んでください。  

定員  ４０人程度   ☆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。                    

  ５月１６日に実施して大好評だった講座の第２弾です！ 

♪子ども俳句教室 
〈まなびの場づくり〉 

 ８月２日に実施した講座の第２弾です！前回はセンスの

光る句が多数生まれました！！１２月２１日の 

放課後はコミセンに立ち寄って俳句を楽しく学び（俳句で楽

しく遊び）ませんか♪ 

対象  小学１年生～６年生 

     （全学年子どものみの参加可） 

講師  山崎 晥造さん（俳句講師）  
費用  無料  

申込  １２/１４（木）まで（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又は０８０ー９８３６ー２７２１ ）で 

      申込んでください。  

定員   先着２０人 

持参物  筆記用具、飲み物  

日時  １２月２１日（木）１４：００～１５：３０ 

場所  弦打コミュニティセンター ２階小会議室 

『金管五重奏団 Ｂｕｚｚ Ｆｉve 
   ～バズ・ファイブ～演奏会』 

♪デリバリーアーツ２０１７ 

  クラシック、ジャズにポップス、あらゆるアレン
ジも自由自在なバズ・ファイブ。息の合った金管
アンサンブルの演奏を是非お楽しみください！ 

日時     １２月９日（土）１４：００開演 
       （１３：３０開場） 

場所     弦打コミュニティセンター ２階大会議室  

入場料  無料。当日会場にお越しください。 

【駐車場について】 

 当日お車でお越しの方は、弦打小学校運動場 

 をご利用ください。尚、運動場へは北門からお 

 入りくださいますようお願い申し上げます。 

              

〈コミセン講座〉 

Program 
  
・もろびとこぞりて～神の御子 
・レット・イット・ゴー 
・君といつまでも 
・星の世界 
・金管五重奏曲 アーノルド  ほか 



コミュニティセンターの一斉清掃 

日時 １２月１８日（月）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。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。 

    就寝前にコップ１～２杯のお湯を飲み、朝 
 トイレ後に１～２杯飲む。 そしてトイレに行く 
度にコップ一杯のお湯（またはお茶）を飲む。 
このサイクルが出来ると １日６～８回トイレ 
に行き、２リットルの体内水分が新しく入れ 
替わって毒素が抜け、早い人だとそれだけ 
でストンと体重が落ちるのだそうです。 
    試してみる価値はありそうですね。 

つるの羽休め 

 おやこＤＥつるピー広場 

つるうち子育て支援 

〈弦打地区社会福祉協議会〉 

１２/１３（水） 

  自由遊び 
・自由にあそぼう 
・絵本・手遊び 

  １２/２０（水） 

広場ｄｅクリスマス♪ 

１２/６（水） 

   お休み 

１２/２７（水） 

   お休み 

※参加ご希望の方は１２／１５（金）まで（平日の 
    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又は０８０ー 
    ９８３６ー２７２１）でお申込みください。 

《時間》１０：００～１１：３０ 
《場所》 弦打コミュニティセンター 
         ２階大会議室 

★事前申し込み要 

 １２月のご案内 

 弦打さわやか音楽会 

 

     日時    平成30年1月28日（日） 
                12：30～16：30 

・  場所    弦打コミュニティセンター 
               2階大会議室 

     参加料 無料（旅費等は自己負担） 

     楽器・機器について 
               会場が広くないことから楽器等は、基本的 
                 に生音とします。 
               伴奏演奏（曲）は、ピアノが使えますが、 
                 テープ・ＣＤ等各自でご用意ください。 
                 用意ください。（ＤＶＤプレーヤーはあり 
                 ません。）出演者用マイク１本はあります。 

     募集期間 
                 平成29年11月21日（火）～ 
                    平成29年12月25日（月） 
       土日祝日を除く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又は０８０ー９８３６ー２７２１） 
                 で申込んでください。 

   募集対象      
                  弦打校区内での活動団体 
         
     演奏時間    
                  15分以内（セッティング時間を含む。） 
       ※応募団体数により調整すること 
        があります。 

    

〈コミ協生涯学習部会〉 

☆詳細及び申し込み用紙は別添のチラシ 
 をご確認ください。 

入場無料！ 

校区自主防災訓練を終えて 
  １１月１２日（日）午前８時４５分に、震度６強の南海トラフ地震が

発生し、大多数の家屋が全半壊したとの想定で、自宅を出て自分

の自治会の一時避難場所に避難し、指定避難所である小学校へ。

災害時の訓練や「防災・福祉マップ」を使った実践的な学習を行い

ました。 

  参加された方は実感されたことと思いますが、避難所である体

育館に数百人が暮らすとなると、一人のスペースはわずか。助け

合いやが必要となるため、日頃から良好な人間関係を構築したい 

ものです。 

  避難所を開設する人、避難して来る人は大規模災害時に

はいずれも被災者。ともに協力し、できることをできる人がす

る姿勢が大切です。 

  さて、自宅の家具転倒防止をしていない、災害時持ち出し

の物資を用意していない等、地震への対策を講じていない

方はぜひ備えをしてみてください。 

  最後になりましたが、防災部会員の皆さまをはじめご協力

いただいた全ての皆さまにお礼申しあげます。 

☆☆１２／２０（水）“広場ｄｅクリスマス”☆☆ 
 

   持ってくるもの   ３００円程度のプレゼント、タオル、 
             おむつ、飲み物など必要なもの 

   参加費             無料(事前申し込み要）       

 

つるピー広場のＬＩＮＥ＠からも
お申し込み頂けます♪ 



日 月 火 水 木 金 土 

1 
♪コーヒーのお
いしい淹れ方教
室 

2 
 
 

3 
◆本津川・香東
川一斉清掃 
 

 

4♪らくらくピアノ 
◆福祉弦打編集
会議 
■スポーツ部会 
◆体育協会 
定例会 

5  
◆障がい者の会 
♪ベビーマッサー
ジ 
■広報部会 

6 
☆胃がん検診 

7 
◆木曜つるピー
教室 

8 ♪高齢者教
室世代間交流 
（小学校体育
館） 
♪いきいき健康
講座 

9 
♪デリバリー
アーツ２０１７ 

10   
■◆もちつき大
会 
♪クリスマスフ
ラワーアレンジ
メント（キャンド
ルアレンジ）教
室 
◆小さな音楽
会 

11 
 

12 
♪親子チャレンジ 
 

13  ♪笑いヨガ 
◆おやこＤＥつ
るピー広場（自
由遊び） 
◆福祉弦打編
集会議 
■地域ふれあ
い交流事業文
化祭実施報告
会 

14 
◆木曜つるピー
教室 
■交通安全防犯
部会 

15 
♪干支のちぎり
絵講座 

16 
◆土曜つるピー
教室クリスマス
会 

17 
 

18 
■◆コミセン年末 
大掃除（9：30～ 
11：30） 
■生涯学習部会 
■防災部会 

19  20◆おやこＤＥ
つるピー広場
（クリスマス会） 
■◆校区内夜
間巡視（19:00
～） 
■環境美化部
会 

21 
♪子ども俳句教
室 
◆木曜つるピー
教室 
■コミ協役員会 

22 
 

23 
休館日 
（天皇誕生日） 

 

24 25 
◆民生児童委員 
定例会 
◆学校開放運営 
委員会 

26 
◆福祉弦打編集
会議 
♪お正月フラワー 
アレンジ講座 

27 
 

 

28 29 
休館日 

30 
休館日 
 

31 
休館日 
 

予定は11月22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２９年１２月２９日（金）から平成３０年１月３日（水）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 

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 

 


