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平成１９年９月１日号
弦打地区の人口（8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

4,50110,4585,3265,132

4,55410,4835,3445,139

今年も，永年にわたり地域の発展に貢献してこられた高齢者の長寿を祝い，敬意と感謝の意

を表する弦打地区敬老会を，９月１７日（月）の「敬老の日」に弦打小学校体育館において開

催いたします。

昨年から，プロの漫才師を迎えての余興を行うなど内容が大きく変わりましたが，大変好評

でしたので，今年度も引き続き，余興には太平まさひこさんとフロントラインをお招きします。

敬老会会員も昨年より３０名以上増え，笑いにあふれた楽しい時間になることと思います。

また，この敬老会は，運動会・文化祭と並ぶ弦打地区の大きな行事のひとつです。地域を挙

げてお祝いしましょう

なお，都合によりご出席いただけない場合は，当日の１０：３０～１１：３０の間に小学校

体育館で記念品をお渡しします。

必ず代理の方が「案内状の封筒」を持参の上，お受け取りください。

自治会長，民生・児童委員，婦人会，老人クラブ，交通安全母の会などからお手伝いいた

だける方々は，大変ご苦労ですが，よろしくお願いいたします。

と き 平成1９年９月１７日(月・祝)

受付開始 ９：００～

開 会 ９：３０

ところ 弦打小学校 体育館

対象者 ８５６人（男 323人 女 533人）

高松市に１年以上在住し平成１９年１２月３１日で７５歳以上の弦打地区の方

案 内 地区の自治会長がご案内に参ります。

その他 米寿・傘寿・白寿の方には敬老祝金を，９９歳以上の方には敬老祝品をお持ちします。

事前準備（会場設営等）

集合時間： ９月１５日（土）午前９：００

集合場所： 弦打コミュニティセンター和室

ゲスト
太平まさひこ（ものまね・左）

フロントライン（漫才・下）

敬老会当日

集合時間： ９月１７日（月）午前８：３０

集合場所： 弦打小学校 体育館

コミュニティ協議会では，地元企業等と協働したまちづくり活動を
目指しています。地元密着の広報紙に広告を掲載しませんか？
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）つるうち 検索
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10月号掲載対象は
9月13日(木)締切

<第６弾>永代橋・顎無地蔵
（岩田神社より西へ200m）

本津川にかかるこの橋は，以前は「接待橋」と呼ばれており，雨で水量
が増えると橋板が流されたり，水中に没したりしていました。その後「永代
橋」と名を変え，昭和４４年には現在の鉄筋コンクリート製の橋になりました。

現在も，第八十二番札所根来寺から第八十
三番札所一宮寺へ続く遍路道として，お遍路
さんがこの橋を渡り，顎無地蔵の前を歩いて
いる姿を見かけます。
また，桃太郎伝説の「おばあさんの洗濯場」

としても知られています。

体育協会

9月30日（日）

9月23日（日）

9月30日（日）

9月23日（日）

期日

高松市香川総合体育館一般男女ソフトバレーボール

市民文化センター一般男女バドミントン

高松市西部運動センター一般男女卓球

太洋ボウル一般男女ボウリング

高松市西部運動センター，高松市南部運動場

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園

壮年男子

(30,40,50歳以上)
ソフトボール

高松市総合体育館家庭婦人バレーボール

高松市西部運動センター体育館一般男女インディアカ

高松市東部下水処理場多目的広場高齢者男女ゲートボール

香川県立屋島陸上競技場
小学生男子・女子

中学生男子・女子
リレー（４人×100m）

会場種別種目

今年も9月23日から「第13回高松市民スポーツフェスティバル」が開催されます。
弦打地区からは，別表のとおり全種目に出場します！応援よろしくお願いします。

【キンボール教室開催のご報告】8月19日（日），弦打小学校体育館において，体育協会主催のキンボール教
室を行いました。当初は7月15日に予定していましたが，台風4号の接近で中止となり，急遽日程を変更して開催
することとなりました。キンボールは「生涯スポーツ」として，子どもから高齢者までみんなが楽しめるスポーツとして
今，全国で普及しています。
当日は，香川県キンボール連盟から会長をはじめ，４人の指導者のもと，最初は122cm，１kgの大きなボールにな

れるため，遊び感覚でボールを転がしたり，キャッチ・ヘディング・キックなどを練習しました。それからルールの説
明があり，試合形式でゲームを行いました。ゲームは大変楽しく，面白いので，笑いが耐えませんでした。
この日は朝から非常に蒸し暑かったにも係らず２５名の参加をいただきました。体育部長さんをはじめ参加いただ

いた皆さん，本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。

☺鶴澤美枝子さん
（ズーズーアンジェロ講師 中津）

弦打コミュニティセンターの同好
会「ズーズーアンジェロ」で子ども
たちにファミリーオペラ等の指導を
行ってこられました。
ご自身もオペラ歌手として様々な
場所でご活躍されています。

弦打校区国際交流協会（住谷幸伸会長）
の訪中団が8月20日～27日，南昌市を中心
に，北京・上海・ソウルを訪れました。

南昌市では，民泊をしたり，弦打小学校
の姉妹校，育新学校と交流を深める等，他で
は得がたい貴重な経験をたくさんしました。

秋には南昌市から訪日団がやってきます。

と き 9月16日（日）
13:30～，15:30～

ところ 丸亀町商店街
ドーム広場

弦打小学校，弦打幼稚園，弦打保育所合同で

秋の運動会を開催します。

と き 平成１９年９月２２日（土）
午前９時～午後２時５０分
雨天の場合は9月２４日（月・祝）に順延

ところ 弦打小学校 運動場

※自家用車でのご来場はご遠慮ください。
弦打コミュニティセンターは別行事のため駐車できません。

ズーズーアンジェロが出演します！
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老人クラブ ヨーガ ９月１０日(月),２８日(金)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。

男女共同参画 料理教室10:00～
弦打コミュニティセンター

支部長会9:30～22日（土）

弦打小学校 体育館敬老会8:30集合17日（月）

弦打コミュニティセンター敬老会 準備9:00集合15日（土）

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:00９月９日（日）

場 所行 事日 時

（訂正）８月１日号で弦打校区内の老人クラブを「13クラブ」としましたが，12クラブの誤りでした。お詫びして訂正いたします。

と き：９月２２日（土）１０時３０分～

と こ ろ：弦打コミュニティセンター １階 調理室・和室

対 象 者：成人男性，またはご夫婦など男女ペアで

※ 女性だけの参加はご遠慮ください

費 用：材料費実費（８００円程度）を当日徴収

お申込み：弦打コミュニティセンター(☎882-0285) へ

締め切り：９月１５日（土）ただし定員になり次第締め切る場合もございます。

保健委員会 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。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：９月２６日（水）

場所：弦打コミュニティセンター 大会議室

４ヶ月児相談

9:30～9:45（受付）～11:00頃

対象者（19年５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：９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

費用：材料費実費（４００円程度）を当日徴収

申込：食生活改善推進員 天弘さんへ

締切：９月２０日（木）

身体に優しい健康的な料理を伝達します。
弦打地区の方ならどなたでも参加できます。

もちろん男性も大歓迎です！

９月１０日（月）19:00～
弦打コミュニティセンター 大会議室

交通安全母の会 ９月３日（月）全国キャラバン隊“みんなですすめよう交通安全”

高松市交通安全メッセージ伝達式 参加（四番丁小学校）

ご家庭で交通安全について話し合いましょう

社会福祉協議会
ご存知の通り，弦打地区社会福祉協議会では，地域の皆様のご芳志を広く受け付けてい

ます。お預かりしたご芳志は，地域の様々な社会福祉活動に役立てています。

今年度は弦打コミュニティセンターの生涯学習講座等で使用できるようにプロジェク

ター（映写機）を購入しました。さっそく８月６日に，コミュニティセンターと青少年健全育成

連絡協議会により開催された「親子映画教室」で使用され，夏休みの親子にとって楽しい

ひとときを演出するのに役立ちました。

今後も変わらず厚いご支援をよろしくお願いいたします。

９月２６日（水）15:00～16:30
弦打コミュニティセンター

保健師による健康相談
どなたでもお越しください。



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。

弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ１９年９月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容・日 時・講 師講 座

申込み要：９／２１（金）まで
◆参加費：無料

どなたでもお気軽に！

地上デジタル放送は，今までとどう違うのか，見るために必
要なものは何か，録画方法や楽しみ方まで，聞いておいた
ら得をする講座です。

９月２７日（木）１３：３０～１５：００
講師：滝口 隆男 （日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会）

地上デジタル

放送講座

申込み要：先着４０組
９／２５（火）～１０／４（木）の
平日９：３０～１２：００に直接
来館し，会費１，５００円を添
えてお申込みください。前期
参加者も再度お申込みが必
要です。定員に達したところ
で期限内でも締め切りますの
でお早めに。なお，電話での
予約受付はしておりません。

弦打校区にお住まいの就園前の，原則２～３歳児とその保
護者が対象。音楽に合わせて体操をしたり，読み聞かせ，
季節の行事などを行う楽しい教室です。

毎月第２・４火曜日 １０：００～１１：３０
講師：河地 真澄・外山 啓子（市コミュニティスポーツ指導員）

楽しい親子教室
後期生 大募集！！

（１０月から来年２月の
１０回）

申込み要：９／２１（金）まで，
先着15名
スクールがパソコンを10台用
意。5名の方は自分のパソコ
ンを持ち込みで。◆受講負担
金５００円とテキスト代1,000円
を１０／２ に集金。

初心者のための入力練習と文書作成。

１回目：１０月２日（火）

２回目：１０月４日（木）
３回目：１０月５日（金）
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
５月末実施の同じ講座に参加された方はご遠慮ください。

パソコン教室
「パソコン基礎講座」

申込み要：９／１９（水）まで
◆参加費：無料
◆筆記用具

どなたでもお気軽に！

お金の流れる仕組みについて学習し様々な知識の習得を
目指します。

９月２０日（木）１０：００～１１：３０
講師：角南 絵理（ファイナンシャルアドバイザー）

きちんと考えたい
これからのお金の
こと

申込み不要：直接会場へ
◆材料費１００円
◆準備物：ボンド・ハサミ
〔センターに見本あり〕

チラシで，ブローチが出来ます。

９月１３日（木）
１３：００～１５：００
講師：畑本 章子

リサイクル

「チラシで作る
ブローチ」

申込み不要：直接会場へ
◆材料費：２００円
◆準備物：ボンド・セロテープ
〔センターに見本あり〕

装飾用のロッキングチェアを作ります。

１０月２日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子

リサイクル

「ロッキング
チェア」

※講座の日時や内容は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。
※先着順の場合，弦打校区の方が優先です。定員に達してない場合は，校区外の方も参加できますので，お問い合わせください。

おめでとうございます！！［かな書道同好会のメンバー募集中］

この度，弦打かな書道同好会の会員の東原アキミさん（７８歳），山本千恵子さん（６３歳）の２名が，漢字師範に

合格されました。なお，かな師範は東原アキミさん，平井知子さんが既に所得しております。
弦打かな書道同好会は渡辺恭子先生の指導のもと，毎週土曜日（月に３回）１３時～１５時にコミュニティセンター大会

議室にて活動中です。ぜひ見学に来てください。 一緒に書道を習いましょう。


