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平成１９年１０月１日号
弦打地区の人口（９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

4,50810,4635,3325,131

4,54610,4705,3335,137

今年も10月1日から全国一斉に共同募金運動が行われます。香川県内で
「共同募金」に寄付を受けたお金は，香川県内の社会福祉施設や社会福祉団
体等に配分され，県内の地域福祉の増進に役立っています。

また，その一部は弦打地区においても台風被災者への見舞金(H16年度）や

単位自治体に「テント」の配分を受けるなど，地域に還元されています。皆様の

暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

従来より引き続き，コミュニティ協議会（生涯学習・スポーツ部

会）において，様々な方面から地域ふれあい交流事業の活性化

についての検討を行っています。今年度も，来場者の増加・満足

に繋がる事業を積極的に取り入れて， １１月３日（土），４日（日）

に地区文化祭を開催いたします。

文化祭として，日頃から地域住民の皆さんが取り組んでいる

多種多様な文化活動の成果を発表する場，「生きがいづくり」を

設けるとともに，「心とこころのふれあい」の場となるよう，一人でも

多くの方が来場し，また，企画・運営等にも関ることで地域の一員

としての認識を深め，相互理解と連帯感の再構築を図ることを目

的としています。

会場に足を運び，地域の方々の活動を知ることからはじめて

みませんか？皆様のご来場をこころよりお待ち申しあげます。

作品展（弦打コミュニティセンター）

１１月３日（土）午前９時～午後５時

１１月４日（日）午前９時～午後３時

学習発表会（弦打小学校体育館）

１１月４日（日）午前９時～午後２時頃

バザー・即売コーナー，健康相談
ふれあい子ども広場，陶芸体験教室

防災啓発コーナーなど
来場者が参加できるイベントを開催予定。

また，今年も【無料】巡回タクシーを
運行します！

※ふれあい交流事業実行委員会の皆様は大変ご苦労ですが，会場設営等にもご協力をお願いいたします。

Ⅰ バザー会場設営 １１月２日（金）１５時～ コミュニティセンター駐車場

Ⅱ 学習発表会会場設営 １１月３日（土）１３時～ 小学校体育館

Ⅲ 学習発表会・バザー会場撤去 １１月４日（日）１５時～ コミュニティセンター駐車場，小学校体育館

昨年度の様子（上：学習発表会，下：作品展）
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現在高松市においてゴミの分別について，大きな問
題となっています。

プラスチック容器包装（ごみ）の分別について，広報

つるうち9月1日号と同時配布した環境業務課からのチ

ラシや広報たかまつ9月15日号でお願いしていますが，
破砕ゴミについても，危険がないよう適正な分別回収

に，ご協力をお願いいたします。

詳しくは今月号と同時に配布のチラシをご覧ください。
（衛生組合連絡協議会）

総務広報部会

11月号掲載対象は10月11日(木)締切。
記入用紙はコミュニティセンター窓口にあります。

広報つるうちと共に地域の情報を発信しています。
「つるうち」で検索できます。

協賛企業を募集しています。詳しくはコミュニティ
センター窓口のチラシまたは「つるうち．ネット」を
ご覧ください。

宵祭 １０月４日午後６時～

本祭 １０月５日午後２時～

祭儀・浦安の舞・五組の

獅子舞等で賑わいます。

ぜひお運びください。

<第７弾>
築城(つづき)城跡

弦打地区フットベースボール大会予選を勝ち抜いた
鶴市団地地区子ども会（郷東１名，大暮１名）計９名が
８月１９日（日），高松市の大会に出場しました。

残念ながら試合で勝つことは出来ませんでしたが，
子どもたちには良い思い出となったようです。

（子ども会育成連絡協議会）

（選手）
谷本 優太

樽谷 勇哉
樽谷 佳吾

片桐勇真
田村大樹

松浦琢磨
宮崎礎

中崎柚香
岩西香穂

（監督)
樽谷佳樹

左上：弦打保育所のオープニング演技 左下：金婚祝表彰
右上下：金婚祝席，敬老会員席の様子

9月17日(月)敬老の日に，弦打地
区敬老会が開催されました。朝方は
あいにくの雨模様でしたが，大勢の
方で賑わいました。

築城城とは，戦国時代の飯田郷三城の

ひとつ，香西氏の武将築城氏の城で，JA

香川弦打支店あたりから弦打小学校北側

付近まで南北200メートルくらいの城域で

あったようです。その城跡は現在の鶴市町

本村にあり，本村集会所北側に城王神社

が祭られています。城王神社は平成15年

に第三次改修が行われ，現在の形となっ

たそうです。（写真は城王神社）
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老人クラブ ヨーガ １０月２２日(月),２９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。

弦打コミュニティセンターバザー券集計10:00～２７日（土）

日赤ボランティア8:30～11:30１８日（木） 高松赤十字病院

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:00８日（月）

支部長会（バザー券渡し）10:00～
弦打コミュニティセンター

役員会9:30～１０月６日（土）

場 所行 事日 時

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：１０月２４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６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 ：１０月２４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

メニュー ：鶏のチーズあんかけ，たまねぎとさけるチーズ

のサラダ，具沢山の味噌汁，カプチーノゼリー

申込：食生活改善推進員 天弘さんへ

締切：１０月２０日（土）

交通安全母の会 ご家庭で交通安全について話し合いましょう

日 時 ：１０月２４日（水）15:00～16:30
場 所 ：弦打コミュニティセンター
対象者 ：弦打地区住民（成人）

保健師が健康相談に応じます。
お気軽にお越しください。

今年度も，文化祭でバザーを開催します。ほとんどのメニューは当日売りもございますが，一部前売りのみの
ものもございます。婦人会のない自治会におかれましては，自治会長を通して婦人会長へご相談ください。
また，コミュニティセンターでも取り次ぎいたします。（平日９時～１７時，１０月２６日（金）締切り）

サイクルタウン香川 １０月６日（土）１３：００～１６：００ サンポート高松 多目的広場
自転車ワールドフェスタ ７日（日）１１：００～１６：００

弦打幼稚園児と宅配キャンペーン １０月１２日（金）１０：００～ 産業道路・木太鬼無線交差点付近

高齢者交通安全世帯訪問事業 １０月１日（月）～１０月３１日（水）

九年前に，橋本さんが病弱なため，私も体が充分ではなかったけれども役員の方々

の勧めで会長を引き受けることになりました。

その間，腰と足の痛みは増してくるし，今年は出来るかと思いながら皆様のご協力を

得て目標の会員数が百名になりました。自治会の方々の口添えもありがたいことでした。

気候の良い時期には，第二・第四日曜日に歩けあるけ運動，昼からは折り紙・手芸・

座談会で，女性会員が多く集まります。

一月の新年会では，踊り・大正琴・手品・カラオケなどで，一日食べたりしゃべったり

で賑やかです。二月には，六年生を送る会で輪投げ・ピンボーリングを楽しみます。親

子と老人クラブ会員とで半日ワイワイと時間が経つのも忘れます。日帰り旅行や，地区

老連の一泊旅行には大勢が参加して地区の方々との親睦が深まっております。

体の痛みは辛いですが，老人会のことをしていると元気が出ます。

今後ともご支援の程お願いします。 郷東親友会 会長 鶴見ナツ子



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１０月１日号

申込み要：１０／３０（火）まで◆材料費
200円を当日集金◆９０×１５０～
２００ｃｍ幅の綿の古布を用意し，家庭で
４×１５０～２００ｃｍ幅に切ってきてくだ
さい。（２２本くらい出来ます） ・
ハサミ・糸・針を持参して下さい。

はじめての方も出来て実際に履ける布ぞうり作り。

11月6日（火）９：００～１２：００と１３：００～１５：００

片足作るのに２～３時間かかります。９：００～１５：００ま
でで両足完成します。午前中だけ，または午後だけの
参加もできます。講師：畑本 章子

布ぞうり教室

申込み要：１０／６（土）までに，円座
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（☎８８６－４９９３）へ。
◆無料◆運動の出来る服装で，タオル
を持参

椅子やタオルを使った体操を行います。

10月11日（木）１３：３０～１５：００
場所：※円座コミュニティセンター

講師：三野 久美子（健康体操指導者）

〔西ブロックコミュニ
ティセンター共催・
現代的課題講座〕

らくらく体操教室

申込み不要：直接会場へ〔主催：高齢
者教室 共催：保健委員会・コミュニ
ティセンター講座〕◆無料◆室内用
シューズ，タオルを持参し，運動の出来
る服装でお越しください。

「元気を広げる人」の運動と「生き生きクラブ体操」を実
施します。どなたでも参加できます。

10月5日（金）１３：３０～１５：３０

講師：太田 アツ子・早馬 久香

健康体操
教室

※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。

家庭教育学級～弦打小学校学級部の取り組み～

９月８日（土），弦打小学校の家庭教育学級で親子テニス教室を開催し，
フォーレストテニススクール（鶴市町）において１００名以上親子が心地よい汗
を流しました（写真） 。

家庭教育学級は，コミュニティセンターが奨める４つの生涯学習講座（コミュ
ニティセンター講座，高齢者教室，女性教室，家庭教育学級）のひとつで，小
学校PTA学級部では，子どものしつけや生活習慣，子育てにおける地域の連
携，社会奉仕の活動に関するもの等各種課題を含んだ講座を通して，親子で
の生涯学習に積極的に取り組んでいます。

今年度は，この他にも陶芸教室や市政バスを利用した社会見学，料理教室，
人権学習・ボランティア体験等１４講座を予定しています。

勝賀中学校区

青少年健全育成フォーラム
「子どもとともに 明るい未来へ」

参加者募集！！

地域のみんなで参加し，
フォーラムを盛り上げましょう

日 時：１０月１４日（日）9:00～12:00
場 所：高松市立勝賀中学校 体育館
主 催：勝賀中学校区青少年健全育成フォーラム

実行委員会

＊詳細はコミュニティセンター配布のチラシをご覧ください。

弦打スポーツフェスティバル 参加者募集！！
日時 ： １０月７日（日） 9:00～12:00 

＊参加者は午前９時に弦打小学校体育館に集合

場所 ： 弦打小学校体育館・コミュニティセ ンター

種目 ：スポーツチャンバラ，スポーツ吹き矢，
太極拳(カンフー），卓球(ラージボール），
ソフトテニス， 健康相談・体力測定

主催 ：弦打のスポーツを考える会

誰でも気軽に取り組め，スポーツの楽しさ，面白さが体験できるス
ポーツフェスティバルです。各種目とも指導者が初心者にもわか
りやすく教えてくれます。当日は運動の出来る服装で，室内用の
運動靴を持参してください。【参加費無料】

申込み要：１０／１２(金）まで
◆無料◆携帯電話を持ってきてくださ
い。無い場合は，事前にお申し出いた
だくと用意します。

携帯電話のかけ方，受け方，メールの送受信，登録の
仕方など，携帯電話に関する疑問を何でも相談できま
す。

１０月１６日(火）１０：００～１１：３０
講師：ケータイサークルサポーター

携帯電話
講座

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

＊上記の３つは弦打コミュニティセンターで実施します。


