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平成１９年８月１日号
弦打地区の人口（7月1日現在）

弦打校区コミュニティ協議会 ℡８８２－０２８５
つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/

世帯人人人平成18年

世帯人人人平成19年

世帯数計女男

4,50610,4635,3305,133

4,55510,4825,3385,144

今年は，８月２０日（月）～２７日（月）に，児童２３名を含む総数３２名で中国訪問を実施します。２０日に高松

空港を出発し，ソウル，上海を経由して，２１日から２４日まで南昌市に滞在して児童たちはホームステイをします。

家庭に入っての交流は，児童たちにとってすばらしい体験になると思います。また，区政府への表敬訪問や育新

学校での交流と国際親善にも一役を担うことと思っています。２４日には北京に向け出発し，ソウル経由で高松空

港に帰ってきます。今回は，今までと違い高松空港発着で計画したため，北京やソウルでの見学が可能になり，

より中身の濃い派遣になると思います。今回の体験記などは，いろいろな機会をとらえて，弦打の方々に報告した

いと思っております。

最後に，このようなユニークな派遣事業ができるのは，日本中探しても弦打以外ないと自負しております。これ

も弦打の皆さんの後押しがあるからだと深く感謝いたしております。また１２月初旬の予定ですが育新学校の訪日

が予定されています。その折には，ぜひご協力をお願いいたします。

※１平成１９年度総会で，「弦打校区日中交流協会」から「弦打校区国際交流協会」へ呼称変更しました。

（高松市立弦打小学校 教頭 市原 秀俊）

弦打校区国際交流協会 第６回訪中団３２名派遣

弦打校区国際交流協会※１の代表的な事業として，弦打

小学校訪中団の派遣と育新学校訪日団の受入を行ってい

ます。

始まりは平成３年７月２７日～３１日の日程で，代表３名

が中国南昌市との交流事業の視察をしました。翌年の平

成４年には，第１回派遣団として，児童２６名を含む総数３２

名を派遣しました。当時，弦打小学校には中国から帰国さ

れた方の子女がたくさん在籍しており，子女の理解と日本・

中国両国を大切に思える子どもの育成に学校も力を入れ

ていました。

そこで，高松市と姉妹都市縁組みをしていた南昌市と

交流することにしました。そして第１回育新学校訪問を実施

しました。その後３年サイクルで，初年次は地域の人たち，

２年次は弦打小学校児童の育新学校訪問，３年次は育新

学校から弦打小学校への訪問のパターンで交流が続きま

した。

平成１６年の第５回派遣団からは，弦打小学校と育新学

校との交流が中心になり，同一年度に相互訪問することに

なりました。

南昌（ナンショウ）市
江西省の省都。

面積 約7400km2，人口 約450万人。

近代性と悠久の歴史が調和した街で，

古くから磁器の生産地として有名 。

高松市とは平成２年に友好都市提携。

コミュニティ協議会をはじめとしたまちづくり活動や，コミュニティセンター
での各種講座の紹介・受講生募集など，最新の情報を掲載しています。
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。

パソコンからだけでなく，携帯電話からも利用可能です。
ただし，一部機種・一部内容については利用できない場合もあります。

写真は前回の弦打小学校での交流会の様子。
弦打小学校ホームページより掲載。
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最近弦打地区において，自宅敷地内等に駐車中の自動車から金品等を盗まれる，
俗に言う「車上あらし」による被害が増えています。

・自宅敷地内でも，エンジンキーを抜き，必ずドアを施錠する。
・外から見える範囲に貴重品やカバンなどを置かない。

自動車から離れるときに，この２点だけでも気をつけるようにしましょう。

ちょっとした心構えで，未然に被害を防ぐことができます。（弦打駐在所長）

香川県では本年度より高齢者等社会的弱者の消費者被害の未然防止と早期救済
を図るため「くらしの見守り隊」を設定しました。悪質商法や架空請求等の被害に遭わ
ないよう，様々な情報提供活動等を推進していきます。

＜例１＞悪質な家庭用温きゅう器の訪問販売
・電話により「無料体験」を理由に訪問の約束を取り付ける。

・健康不安をあおり，不実の情報を元に商品の購入をせまる。

・値段を聞いても返答せず，契約するまで長時間勧誘する。 など

少しでも不安を覚えたときは，その場で契約をせず，身内・ご近所の方，消費生活
相談窓口（市役所１Ｆ市民相談コ－ナ－内 ☎８３９－２０６６）などに相談しましょう。 （くらしの見守り隊 北條 美紀）

ゲートボール（団体戦）
優勝！ 飯田地区チーム

グランドゴルフ（個人戦）
第３位 續木一郎さん（本村）
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忙しくて時間がないから

体が弱いから

年をとったから

場所や施設がないから

仲間がいないから

指導者がいないから

金がかかるから

スポーツは好きではないから

その他

無回答

【グラフ1】この１年間でスポーツ等をしなかった理由
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無回答

ｘ

【グラフ3】スポーツ振興に期待する効果

【グラフ2】スポーツ振興のために今後力を入れてほしいこと

先月に続き，2月に実施したアンケート結果を報告いたします。

ウォーキング等軽い運動も含めたスポーツを週に一回以上行う方
の割合が４割弱と，定期的に運動を行いたいけれども行えてないとい
う傾向があり，その理由は「忙しくて時間がとれない」「仲間がいない」
（グラフ１）という回答が多く見られました。

また，弦打地区のスポーツ振興するために今後力を入れてほしい
こととして，「スポーツ行事・大会・教室の開催」「年齢に応じたスポー
ツの開発・普及」（グラフ２）が挙げられ，その効果として「親子や家族
の交流」「余暇時間の有効活用」（グラフ３）が期待されていることがわ
かりました。

なお，全集計結果はコミュニティセンター窓口で配布しています。

☺７月５日に高松市生島町の多目的広場で老人クラブ
西ブロック（国分寺・檀紙・鬼無・弦打・香西・下笠居）の
ゲートボール・グランドゴルフ競技大会が，開催されました。
弦打地区からも参加し，優秀な成績を修めました。

☺第３５回「水とわたしたち展」で弦打小学校

のお友だちが入賞しました。

作文の部 銅賞 ４年 平野智充さん

標語の部 銅賞 ４年 田中姫日莉さん

9月号掲載対象は
8月1６日(木)締切
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地域のグループやサークルの育成

スポーツ指導者の育成

スポーツに関する広報活動

学校体育施設の開放・整備

野外スポーツ活動施設の充実

野外を除く各種スポーツ施設の整備

スポーツに関する国際交流の振興

スポーツに関する科学的研究の推進

スポーツボランティアの支援

年齢層にあったスポーツの開発普及
公共スポーツ施設における健康・体力

相談体制の整備
その他

無回答

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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保健委員会

老人クラブ ヨーガ ８月２０日(月),２７日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

交通安全母の会

廃食油石けん作り

支部長会10:00～

高松赤十字病院日赤ボランティア8:30～11:3030日（木）

弦打コミュニティセンター

役員会9:30～18日(土）

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:00８月９日（木）

場 所行 事日 時

８月１４日（火）高松まつり 総おどりに参加
身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：８月２２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４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。

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。

【写真】７月5日(木)通勤・通学時間に合わせて，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」を実施しました。

ご家庭で交通安全について話し合いましょう

<第５弾> 潮止
香東川・予讃線付近

香東川下流に潮止があります。昔から，飲料水や
農業用水の確保に努めてきました。

弦打幼稚園
夏休み期間中の平日は，園庭を開放します。申込不要です。
未就園児のお友だちも，お誘い合わせて遊びに来てください。

７月２３日(月)～８月３１日(金)の平日 ９時～１１時
下記日程は，ばら組保育室も開放されています。
８月１日(水)，８日(水)，１５日(水)，２２日(水)

＜注意事項＞
♠固定遊具整備等のため利用できない期間（現在調整中）もあります。
♠徒歩または自転車でお越しください。
♠帽子，水筒など暑さ対策を忘れずに。
♠怪我等しないように十分気をつけて遊びましょう。
♠保護者の方が責任をもって，後片付けまで指導してください。

問い合わせ先：弦打幼稚園（☎881-3563 ）

老人クラブは，同一地域
に居住するおおむね60歳
以上を対象とした，教養
活動や社会奉仕活動，ス
ポーツ活動などを行う自
主的な組織で，弦打校区
内には12クラブあります。

本村老人会では，毎月1日に役員会を開催してその月の行事予定を相談し，９日に
定例会を実施します。

定例会は，朝の１０時に始まり，７割くらいの会員が参加しています。はじめに「われら
人生６０から」を全員で合唱し，続いて「うどん体操」をして身体をほぐします。その後，交
通安全や，保健師による健康についての話，西消防署による火災・防災の講話等を聴
き，様々な知識を学んでいます。時には会員が講師となり，「あんだら話」「頭の体操」
「ヨーガ」等をすることもあります。その後，楽しく世間話をしながら昼食を取り，午後から
はカラオケ・輪投げ・ビーンボーリング等のレクレーションを行って親交を深めています。

また，年間行事として，保育所での打ち込みうどん作り，幼稚園児との交流会なども
行い，弦打校区全体の行事や小学生と昔の遊びを主にした交流会等にも積極的に参
加しています。

会員５４名（男25,女29)



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→電話か直接来館で。
※講座の申し込み状況なども「つるうち.ネット(http://www.tsuruuchi.net/)」からご覧ください。
※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８月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容・日 時・講 師講 座

８／１３（月）まで，先着５０名
◆手拭き用タオル◆材料費２００円程度
を当日集金※小学校低学年は保護者
の付き添い要。

スライム作りを通して理科の面白さを体験します。4歳
～小学6年生対象。

８月２３日（木）１０：００～１１：３０
講師：丹下 善弘（サイエンスボランティア）

楽しい小学生の
理科実験

「スライム作り」

８／１０(金）まで，先着２０名
◆牛乳パック（１～２本）またはガラス瓶
（1～２本），手拭き用タオル，はさみ，へ
ら（ある人）を持参
◆材料費５００円を当日集金

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年生対象。
〔事務室に見本あり〕 ※子どもだけの参加。

８月２１日(火）１０：００～１２：００
講師：中村 直美（クレイクラフト作家）

軽い粘土で
作る作品教室

８／６（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）
とも，子ども一人につき５００ 円を当日
集金

パソコンを使っての作品作り
小学4年～6年生とその保護者対象ですが，子どもの
みでも受講可。

（１）８月７日（火）→暑中見舞い作り

（２）８月８日（水）→うちわ作り

（３）８月９日（木）→アニメーション作り

いずれも１３：３０～１５：３０
講師：フロンティアパソコンスクール

親子で

パソコン教室

弦打校区コミュニティ協
議会は，地元企業等と
も協働したまちづくり活
動をすすめます。

掲載希望の方は，コミュニ
ティセンター窓口，または
「つるうち.ネット」で
配布のチラシをご覧くださ
い。

つるうち.ネット

弦 打 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 ま ち づ く り 協 賛 広 告 欄

と き ：８月６日（月）１０：００～１１：３０頃
ところ ：弦打コミュニティセンター ２階 大会議室
内 容 ：ちきゅうはおおきなどうぶつえん「すくすくだいへんしん」

アニメ世界名作物語「ふしぎの国のアリス」
アニメ世界名作物語「トム・ソーヤの冒険」

お申込不要，参加費無料
駐車場は限られています。徒歩・自転車等でお越しください。

共催：弦打校区青少年健全育成連絡協議会

弦打コミュニティセンターの同好会で練習をし
ている，弦打の小学生・高崎莉代さん，中村直
美さん，奥村圭さんを含むバブルシスターが，６
月２４日，高松市民文化祭アーツフェスタたかま
つ２００７「ストリートダンスコンテスト」で準グラン
プリを受賞しました。

これからもがんばってください。

活動日

第１～４木曜日
リルシスター

１５：３０～
シスター

１６：３０～

☆掲載の講座や同好会は，日時・内容など，事情により変更になることがあります。予めご了承ください。

高松市鶴市町１５７５－３ ℡（０８７）８３４－５００７


