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※祝日は休館

◆健康チャレンジ２０１９
〈保健委員会〉

日時 ２月１５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 吉田静子さん（スポーツ指導者）、

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、

上記表題（心と体のリフレッシュ！）の実技と講話

準備物 お茶、上靴、タオルを持参のうえ、運動のしや

すい服装でお越しください。

心と体のリフレッシュ！

◆体にやさしい料理教室
〈保健委員会〉

日時 ２月２７日（水）９：３０～１２：００

場所 弦打コミュニティセンター調理室・和室

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円を当日集金

申込 ２/２３（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

♪ブリザーブドフラワーコサージュ
作り講座

〈コミセン講座〉

晴れの日につけるコサージュを手作りしてみま
せんか！ ブリザーブドフラワーを使って作る
オリジナルコサージュ作製講座です！！

日時 ２月１８日（月）１０：００～１２：００

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

費用 材料費として１,８００円を当日集金

申込 ２/１２（火）までに（土日祝を除く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

《見本》
写真の見本は
コミセン事務
室カウンター
上に展示して
います。

日時 ２月２２日（金）１３：３０～１５：３０

場所 弦打コミュニティセンター ２階大会議室

対象 一般の方どなたでも

講師 早馬 久香さん（健康指導員）

申込 ２/１８（月）までに（土日祝を除く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。

備考 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。【参加費無料】

♪高齢者教室『体力測定』

勝賀保健ステー
ション久保保健師
による健康講話
もあります。

ゆめづくり推進事業×ふるさと学習探検隊コラボ企画

■♪弦打村境めぐり
「岩田神社・半田池・大将軍・
友常池・香東川」

日時 ３月３日（日）９：００～１２：００
（８：３０受付開始）当日雨天の場合は
３月１０日（日）の同時刻に延期

集合場所 岩田神社鳥居前【参道沿いにある程度
駐車できます。】

対象 小学生以上の方※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可。

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 ２/４（月）より（土日祝を除く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。当日も受け付けます。
☆詳細は『広報たかまつ２月１５日号』とともに配布予定の案内
申込書をご確認ください。

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4
■スポーツ部会

5 
◆障がい者の会
♪ベビーマッサー
ジ

6
◆おやこＤＥつる
ピー広場

7
◆木曜つる
ピー教室

8
♪いきいき健康講
座

9

10 11
休館日
（建国記念の
日）

12 13
◆おやこＤＥつる
ピー広場
♪日赤研修会

14

◆木曜つる
ピー教室

15
◆健康チャレンジ
２０１９

16◆土曜つる
ピー教室
☆高松市市長
感謝状等贈呈
式・地域コミュ
ニティ人材養
成事業
（13：00～高松
テルサ）

17 18
♪ブリザーブド
フラワーコサー

ジュ作り講座
■防災部会
■生涯学習部
会

19
◆同好会代表者
連絡会
■保健福祉部会

20 ◆☆おやこＤＥ
つるピー広場・弦
打保育所出前保育
（合同開催）
■環境美化部会
■◆校区内夜間
巡視（19：00～）

21
◆木曜つる
ピー教室
■交通安全
防犯部会

22 23
◆民生児童委
員定例会

24
☆高松西部地
区囲碁将棋大
会（9：30～下笠
居コミセン）

25
◆学校開放運
営委員会
◆社会福祉協
議会理事会

26
☆市・県民税申告
相談
■コミ協役員会

27 ◆おやこＤＥ
つるピー広場
◆からだにやさし
い料理教室
■青少年育成部会

28
◆木曜つる
ピー教室

予定は1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

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

市・県民税申告相談

日時 ２月２６日(火) ９：００～１１：３０ 、１３：００～１５：３０
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 【市民税課☎ ８３９－２２３３】

申告相談の内容・他の会場の日程
についての問合せは、市民税課へ。

☆こころの健康を守る講座「春だからこそ気をつけたい～ずっと心も元気でいるコツ～」

場所 ふれあい福祉センター勝賀２階
※参加費用は無料です。

《ご予約・お問い合わせは》
勝賀保健ステーション
（８８２－７９７１）へ。

日時 ３月２８日（木）１４：００～１５：３０

講師 古新町こころの診療所 嶋宏美医師

つるうちキッズクラブ

日時 ３月３日（日）

１部 １年生～３年生 ８：３０ 弦打小学校体育館集合（１０：３０解散）

２部 ４年生～６年生 １０：００ 弦打小学校体育館集合（１２：３０解散）

場所 弦打小学校運動場 持参物 水筒（必須）

服装 動きやすい服で参加してください。スカート禁止。靴は走りやすい靴。

子ども達を追いかけるハンター
と、イベント中の安全を見守る
見守り隊を募集しております。

２／１５（金）までに（土日祝を除
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。

運動不足の方も、健脚を披露したい方
も大歓迎！

車での送迎場所は、弦打コミュニ
ティセンターです。但し、同セン
ターへは駐車しないでください。
（当日は駐車場はありません。）


