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平成１９年７月１日号
弦打地区の人口

弦打校区コミュニティ協議会 ℡８８２－０２８５
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平成18年度６月実績平成19年 ６月1日現在

『住み良さが実感できる町！弦打』をめざして

弦打校区コミュニティ協議会

会長 川 崎 政 信

青葉，若葉が目に沁みる好季節も過ぎ校区の田園地帯では早苗の田植えもすっかり

終わり一面緑の絨毯に変わりました。日頃は自治会活動をはじめ地域コミュニティ，校区

の各種団体関連の諸行事等に格別のご理解とご支援，ご協力を賜り厚くお礼を申しあげます。

さて，先般弦打校区コミュニティ協議会総会で19年度の行事計画，予算ならびに弦打校区
コミュニティ協議会5部会（青少年育成防犯，保健福祉，環境安全，生涯学習スポーツ，総務広報）の

コミュニティプランもご承認いただき【災害に強い町づくり】をスローガンに活動が始まりました。

当校区では本年度から消防団員が拡充され30人体制になると共に現在十二の自主防災組織が立ち上り地域

の防災にご尽力されております。また，当校区の長年の課題でありました高松市身体障害者協会（☞後述）弦打分
会の設立準備委員会が保健福祉部会の皆様のご努力により発足致しました。

地域町づくりの原点は地域住民の熱意と総意であります。本年度から単位自治会長さんは5部会の何れかに参

画いただきますと共に弦打校区住民に気軽に町づくりに参画いただく為に部会員の公募を予定いたしております

ので弦打の町づくりに奮ってご応募ください。弦打校区コミュニティ協議会5部会に地域住民の自主的参画をいた
だき，皆様の創意工夫で首題の目標実現に挑戦して参りたいと存じます。

また，高松市においては本年5月から大西新市長の下，「市民政策部」と言う新しい部を創設し，市民に目線を

据えた市政の一層の充実を図ることといたしております。こうした中，昨年の合併による市域の拡大でますます地

域間競争は増大しており，当校区においても他地区に誇れる町づくりを更に推進せねばなりません。そのために
は，校区内各種団体等の協力・連携を一層密にし，地域住民の自主的参加ご協力をいただき，さらに地元選出の

市議会議員と共に車の両輪となって校区発展に繋がる諸施策の実現について，大西新市長の理解を求めていく

ことが重要と考えております。

私，もとより浅学菲才で微力ではございますが，与えられた職責に誠心誠意取り組んでまいりますので，皆様の
格段のご理解，ご支援，ご協力を節にお願い申し上げます。

最後に成りましたが本格的な夏に向かいます。皆様のご健勝

を祈念申しあげ挨拶とさせていただきます。

弦打校区コミュニティ協議会のサイトを開設しました！

コミュニティ協議会をはじめ，まちづくり活動や
各種講座の紹介などをお知らせしてまいります。

（コミュニティプラン，構成員名簿・組織図もご覧いただけます。）

コミュニティ協議会では，地元企業等とも協働したまちづくり
活動を模索しています。その手始めとして，月１回発行して
いる「広報つるうち」に広告を募集することになりました。

地元密着の広報紙に広告を掲載しませんか？

来月号からの予定です。詳細は「つるうち.ネット」またはコミュニ
ティセンター窓口のチラシをご覧ください。（担当：総務広報部会）

（写真）６月１８日（月）19年度総会の様子

☞高松市身体障害者協会とは･･･

身体障害者の自立更生等を援助し、社会福祉の増進を図る
ことを目的として活動をしています。

【主な活動】
☆身体障害者相談 ☆市身体障害者スポーツ大会
☆市身体障害者文化祭 ☆市身体障害者福祉大会 など

弦打分会設立は，一人ひとりがさらに充実した生活をおくれ
るよう，協会とのパイプを設けることを目的としています。
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多大な功績を認められ，感謝状を贈られた
皆様をご紹介いたします。

山口 輝代様 （大暮） ：高松市消費者団体連絡協議会より

清川 良子様 （郷東） ：高松市赤十字奉仕団より

清水 まり子様 （定木） ：高松市交通安全母の会より

８月号掲載対象は
７月15日(日)締切

<第４弾> 弦打浜塩田跡地

現在の乾・新地地区のあたりは，江戸

時代末期から塩作りが始まり，昭和４0

年代頃まで塩田が広がっていました。
現在はその姿をみることはできません

が，名残として乾集会所（郷東町792-
31）前に「弦打浜塩田跡地」を示す碑

がたっています。また，隣接する乾船

入北・南公園は，地域の方の憩いの場
となっています。

塩田沙代さん（大暮）がハン
ドボールジュニア日本代表に選
ばれました！
7月1日からカザフスタンで開

催されるアジア選手権に出場し
ます。香川県から同年代の全日
本選出は初めてだそうです。ご
活躍を心よりお祈りいたします。

キンボールは，直径1.22m，重さ約1kgのボールを1
チーム4人×3チームで追いかける，子どもから高齢
者までどなたでも楽しめるニュースポーツ。キンボー
ル連盟の指導者による実技教室を開催します。

日 時：７月１５日（日）
午前9時～11時30分

場 所：弦打小学校体育館
準備物：運動できる服装，室内用の靴
主 催：弦打体育協会

お申込不要です。直接会場へお越しください。

まちづくり目標（住みよさを実感できるまち弦打）　　弦打校区コミュニティ協議会『コミュニティプラン』（基本計画）
平成19年度版

区　分 青少年育成防犯部会 保健福祉部会 環境安全部会 生涯学習スポーツ部会 総務広報部会

分　担 青少年育成，防犯 保健，福祉，ボランティア 衛生，交通安全，防災 生涯学習，体育，交流 総務，組織，広報

部会目標
（テーマ）

弦打がすき，笑顔で進めるまちづくり ふる里を愛する人を育てましょう 安全でクリーンな住みよい町づくり 心と心のふれあいと生きがいづくり 住みよい弦打まちづくり

校区内巡視 共同募金 ごみステーションの管理 地域ふれあい交流事業 広報つるうち
こどもSOSの設置 弦打地区社会福祉協議会事業 河川清掃 弦打地区大運動会 福祉つるうち
街頭キャンペーン 高松市身障者協会弦打分会設立の検討 クリーン高松推進事業 各種目，各大会出場 つるうち.ネット（ホームページ）
もちつきキャンペーン 街頭キャンペーン 弦打校区日中交流協会事業

自主防災組織 夕ぐれコンサート
藤まつり

現状分析，情報交換対策 住民の保健充実対策 住民のごみ処理対策 住民の生涯学習対策 協議会の統括事務・広報誌発行
非行防止，防犯対策 住民の福祉充実対策 住民の交通安全対策 住民の体力づくり対策 協議会の組織運営の調整
青年組織の育成対策 ボランティア組織の育成対策 自治会の緊急連絡網整備 住民の相互（三世代）交流事業対策 各種団体未加入者対策

住民の防災活動対策
校区防災対策本部の設置

子どもSOSパトロールシステム 保健施策の利用促進策の検討 不法投棄，犬の糞，ポイ捨て対策の検討 わが町歴史探訪事業検討 市や校区外との連携強化

防犯パトロールシステムの検討 福祉の理解と協力づくり 交通事故防止策の検討 岩田神社孔雀藤の維持，保存と センター移行準備の検討

中・高校生の交流事業の検討 ボランティア組織の結成の検討 香東川河川敷桜並木の維持 　　　　　　　　　　　活用対策の検討 広報誌の発行要領の検討

敬老会事業の見直し 巡回タクシーの運行協力 協議会組織運営の効率化

高潮対策全般の対応学習 住宅団地の団体加入促進策の検討

自主防災組織の早期結成

住民の理解と協力を求める対策 寝たきり，成人病等予防対策の検討 定期的な河川道路の清掃 ふれあい事業の見直し，協議会の 役員会，各部会との連携強化

青年組織の結成対策 寝たきり，ひとり暮らし老人対策の検討 定期的な交通安全運動 　　　　　　　　　　　　重要事業で実施 各種団体との連携強化

ボランティア組織の連絡調整 災害発生時の緊急連絡システム確立 地域の集会所，公園の利用促進の検討 総会，全体会，役員会の開催準備

自主防災組織の活動訓練 各種団体の未加入者対策の検討

防犯灯の新設，移転申請 飯田町の東西連絡路整備 木太鬼無線の早期完成 多目的会館の早期建設 集会所の新築，改修計画の事前協議
違反広告物除去団体申請 飯田町の都市化対応事業 公共交通バス新設整備 海浜公園の早期建設

産業道路街灯ガードレール整備 都市公園，児童館の建設
弦打港のヘドロ浚渫
明見公園便所に目隠しを設置
コミセン入り口産業道路中央分離帯の位置
弦打港護岸の改修
本津川護岸の早期完成
鶴市町の低地の排水対策
乾・新地排水水路の整備
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～予定～
７月 ８日（日）飯田町
７月１５日（日）鶴市町

１０月１４日（日）郷東町

地区内道路上の空き缶等散乱ゴミ
を清掃します。自分たちの町は自分
たちでキレイにしましょう！
詳細は地元の衛生組合・自治会等
へお問い合わせください。

取材：M.K

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

２月に実施したアンケートにご協力ありがとうございました。約900
部配布した内，679人もの方から回答をお寄せいただきました。
その結果，弦打の現状としては，約８割が「健康」であるものの潜

在的に，運動の必要性を感じている人が多いこと，また，特に決
まったスポーツではなく，ウォーキング・体操・軽い球技等の気軽
な運動を日常的に行っている人が多いこと等がわかりました。
次回は「今後望まれること」等について報告いたします。（事務局）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コミュニティプランは，コミュニティセンター
またはホームページ上で配布しています。

乾船入南公園



― 3―

保健委員会 ７月の行事予定

老人クラブ

お問い合わせは,勝賀保健ステーション☎882-7971 弦打地区担当保健師へ。

ヨーガ
７月９日(月)２３日(月)
13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会 ７月の行事予定 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

交通安全母の会

サンポートホール高松 大ホール
高松市婦人団体連絡協議会

映画界「フラガール」

①10:30～上映
②13:30～上映
（開場は30分前）

１６日（月）

高松赤十字病院日赤ボランティア8:30～11:30１１日（水）

役員会9:30～２１日(土）

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:00８日（日）

弦打コミュニティセンター
支部長会10:00～

場 所行 事日 時

７月５日（木）午前７：３０～８：００ 県道176号線と木太・鬼無線の交差点付近にて

県民総ぐるみ運動「ルールとマナー みんなですすめよう ５,０００人の街頭大キャンペーン」を実施。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：７月２５日（水）

場所：弦打コミュニティセンター 2階大会議室

４ヶ月児相談

9:30～9:45（受付）～11:30頃

対象者（19年３月生)に個人通知します。

乳幼児相談

13:00～15:00

乳幼児と保護者どなたでも。

日時：７月２５日(水)9:30～12:00

場所：弦打コミュニティセンター１階調理室

内容：親子で調理実習と試食

準備物：エプロン・三角巾・筆記用具

参加費：１人250円
(親子で参加の場合も一人につき250円です。)

申込：食生活改善推進員 天弘さんへ

締切：７月１８日（水），親子で３０名（先着順）

「転倒骨折予防」～寝たきりにならないために～

日時：７月 ５日（木）

（受付）13:15～13:30

（教室）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：香川総合リハビリテーション病院
医 師 川崎 啓介 先生

理学療法士 西川 綾 先生

備考：軽い体操のできる服装でおいでください。

高松市食生活改善推進委員会伝達講習会

「認知症予防」

日時：７月１２日（木）

（受付）13:15～13:30

（教室）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：西高松脳外科・内科クリニック

院長 政田 哲也 先生

※ いずれも費用無料，申込不要です。
※ お誘いあわせて直接会場へお越しください。

献血バスが来ます。輸血を必要とする

患者さんのためご協力をお願いします。

日時：７月１０日（火）

9:30～12:00，13:00～16:00

場所：扶桑建設株式会社 水処理場

備考：申込不要。直接お越しください。

ご家庭で交通安全について話し合いましょう。
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開館・・・月～土曜日・・・９～２２時 日曜日・・・９～１７時 （祝日は閉館）
高松市鶴市町３５６－３ 電話・ＦＡＸ ０８７－８８２－０２８５
※講座の申し込み・問い合わせ先→上記ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ電話か直接来館で。
※行政に関しては弦打出張所（電話８８２－０８９１）へ。出張所は土・日・祝日を除く平日の８：３０～１７：００

弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ１９年７月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容・日 時・講 師講 座

申込要：７／３０（月）まで，各先着１０組
◆各自のパソコンを持ち込み可。
◆自分で撮影したデジカメ画像を使いたい
方はデジカメ等を持ってきてもよい。
◆①～③で選択してください。何回の参加
でも可。
◆材料費は，①～③それぞれ５００ 円を当

日集金

パソコンを使って作品作り
小学4年～6年生とその保護者対象

①８月 ７日（火）→暑中見舞い作り

② ８日(水）→うちわ作り

③ ９日(木）→アニメーション作り

いずれも１３：３０～１５：３０
講師：ﾌﾛﾝﾃｨｱﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ

親子で

パソコン教室

申込要：７／２７（金）まで 先着２０名

◆材料費：無料
飾り付け用に，押し花（ある人）・色がみなど
を持参する。手拭用タオル
※低学年は保護者の付き添い要。

＊紙芝居『水滴くんの旅』で環境学習

＊使用済みの牛乳パックを使ってはがきを
作ります。

小学1年～6年生対象

８月８日（水）９：３０～１１：３０
講師：高松市環境プラザ職員

環境学習と
牛乳パックから
はがき作り

申込要：７／１７（火）まで 先着20名

◆材料費７０円を当日集金

◆ネジ蓋付きのプラスチック容器（海苔・キ
ムチ・梅干などが入っていたような容器。た
だしガラス容器はだめ），作品持ち帰りのた
めの敷き台として３０ｃｍ角のダンボール紙
またはベニヤ板，新聞紙，手拭用タオルを
持参する。
※低学年は保護者の付き添い要。

＊紙芝居『おにの地球探検』で環境学習
＊再生紙から貯金箱作り
会場では本体の形作りまでをします。自宅
に持ち帰り，乾燥させたあとに絵の具を
塗ってください。

小学1年～6年生対象

７月２７日（金）１３：３０～１５：３０
講師：高松市環境プラザ職員

環境学習と
貯金箱作り

◆材料費５００円を当日集金

申込要：いずれも先着20名
７／３１（火）の講座→７／２０（金）まで，

８／２１(火）の講座→８／１０(金）まで。

◆牛乳パック（１～２本）またはガラス瓶（1
～２本），手拭用タオル，はさみ，へら（ある
人）を持参する。

※子どもだけの参加です。

色鮮やかな軽い粘土を使って，貯金箱や
鉛筆立て，小物入れなどを作ります。4歳～
小学6年生を対象。

７月３１日（火）または８月２１日(火）
※都合のよい日を選択ください。

いずれも１０：００～１２：００
講師：中村 直美（クレイクラフト作家）
〔事務室に見本あり〕

軽い粘土で作る
作品教室

小学生の楽しい理科実験「電流と回路」７月２４日（火）１３：３０～ に，お申し込みいただいた方へ
※小学校低学年は保護者の付き添い要
当日，持ってくるもの ・一般的なサイズのプラスのドライバー（ねじ回し）

・電気の通しやすさを調べたいもの（例）１円玉・５円玉・１０円玉・ハサミ・鉛筆・消しゴムなど

夏休みの子ども向け講座
●子どもだけで参加の場合でも，保護者の方が送迎するなど，安全にご配慮ください。

●校区内の方を対象とした先着順ですが，人数に空きがあれば校区外の方の参加も受け付けます。

申込み不要。直接会場にお越しください。
◆材料費５００円を当日集金。
◆ステンシルの道具は用意しますので，
無地のTシャツなどを持参してください。

無地のTシャツなどにステンシルを施します。

７月１０日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本章子

リサイクル
〔事務室に見本あり〕

大人向け （こちらも，お気軽に参加してください）

この講座は
定員に達しました


