
― 1―

平成１９年１１月１日号
弦打地区の人口（１０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

4,48310,4375,3265,111

4,52110,4525,3395,113

夏休みに弦打小学校の子どもたち23人を含む弦打校区国際交流協会（住谷幸伸会長）の訪中団が南昌市
を訪問しましたが，もうすぐ南昌市育新学校の子どもたちが弦打を訪れます（子ども２３人，引率９人）。小学校で
の交流会やホームステイなどで交流を深めます。地域の皆様もあたたかくお迎えください。

先月号でお知らせしましたとおり，弦打地区の文

化祭がいよいよ目前に迫ってきました。この行事は，

地域の方たちの手による地域のための文化祭です。

地域にはどのような方がいらっしゃるのか，日頃ど

のような文化活動をしているのか，地域・ご近所の

皆さんの活躍を再発見できることと思います。ぜひ

会場に足を運び 「ふれあいの輪」を広げてください。

昨年から実施している郷東町⇄会場⇄飯田町を結ぶ無

料巡回タクシーを今年も運行いたします。遠方から

の来場の際だけでなく，お気軽にご利用ください。

また，今年からの新しい試みとして，ふれあい子

ども広場，親子陶芸体験教室，防災啓発コーナーを

開催します。これらは，観るだけでなく，来場者の

皆さんが「参加」できる企画です。詳しい内容は，

今月号と同時に配布してます地区文化祭のチラシを

ご覧ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしています！

作品展（弦打コミュニティセンター）

１１月３日（土）９時～１７時

１１月４日（日）９時～１５時

学習発表会（弦打小学校体育館）

１１月４日（日）９時～１４時

※ 委員さんは大変ご苦労ですが，会場の設営等

に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

文化祭開催に伴い，11月2日(金)９時から11月５日(月)１３時ごろまでの
4日間，コミュニティセンターの利用が制限されます。ご了承ください。
なお，出張所業務は通常通りご利用いただけます。

期間中コミュニティセンター駐車場へ
自家用車の乗り入れはご遠慮ください。

【滞在予定】
１１月３０日（金）大阪へ
１２月 １日（土）高松へ （ホームステイ）

２日（日）歓迎会など （ホームステイ）
３日（月）小学校交流会など （ホームステイ）
４日（火）東京へ

（写真は前回の様子 弦打小学校ホームページより）

（写真は前回の様子）
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１2月号掲載対象の記事は１１月1２日(月)締切です。ま
た協賛広告も募集しています。つるうち.ネットやコミュニ
ティセンター窓口のチラシをご覧ください。(総務広報部会)

<第８弾>築城城跡～その２～

第１３回高松市民スポーツフェスティバルが９
月２３，３０日，市内各所で開催されました。市民
文化センター別館で３０日に行われた「バドミント
ン」において，弦打地区は念願の優勝を修めました。
応援ありがとうございました。

メンバーは以下のとおりです。
鈴木教正さん 松村伸二さん 前田政紀さん
武丸真人さん 田村江理子さん 松村順子さん
村田和美さん 元塚礼子さん 武丸由美さん

民生・児童委員連絡協議会

体育協会

かわいいおともだち いらっしゃ～い！
幼稚園での子どもたちの生活ぶりをご覧になりた

い方はお越しください。園児との交流，遊びの場の
提供をします。保護者の皆様も，幼稚園の場に親
しんでいただきたいと思っています。

この日は，弦打コミュニティセンターで活動してい
る子育てサークル「スマイルキッズ(第１･３水)」の皆
さんも集合します。

日 時：１１月７日(水)10時～11時30分

場 所：弦打幼稚園

お問合せ：弦打幼稚園 ☎８８１－３５６３

今年も「第27回勝賀ブロックスポーツ大
会」が開催されます。

弦打・香西・鬼無・下笠居の４体協に加えて今年から国
分寺地区も加わりました。応援よろしくお願いします。

日時：１１月１８日（日）８時３０分～

場所：高松市西部運動センター
種目：男女混合ソフトバレーボール

さわやかママさんバレーボール

５０歳以上ソフトボール

さわやかママさんソフトボール

男女混合ゲートボール

弦打地区文化祭開催期間中，親子陶芸体験教室を開催します。もちろん大人だけの参加もできます。
ふるってご参加ください。※事前受付もいたします。民生･児童委員またはコミュニティセンター（☎882-0285）へ。

日 時 ：１１月３日（土）１０時～１５時 場所：コミュニティセンター 建物西側（屋外）

内 容 ：①手びねりコース(自由) ②絵つけコース(皿) ③ろくろびきコース(湯のみ)

持 物 ：材料代２００円，手拭・エプロン等（汚れても良い服装でお越しください）

その他 ：当日は成形までの作業となり，その後乾燥・焼成いたします。自然を相手とする工程もあるため，完成に至ら
ない作品が生じる場合もございますが，その節はご了承ください。
完成品のお渡し場所・日時等は，後日広報つるうちでお知らせいたします。

【写真】９月２７日（木）グループホーム菜
の花（飯田町）のみなさんと弦打幼稚園でふ
れあい交流をしました。秋の運動会で披露し
た演技やかけっこを見てもらいました。

10月14日(日)，勝賀中学校で
高松市青少年健全育成フォー
ラムが開催されました。弦打か
らも各種団体を通じて大勢の方
が参加しました。

弦打小学校の児童会の発表
もあり，地域で子どもを育てる
活動の重要性を再認識しまし
た。今後も，地域で子どもたち
を見守り，安全で笑顔の溢れる
まちにしていきたいものです。

先月号で築城城について，弦打
小学校周辺にあった可能性が高
いとしましたが，平成１０年に現在
の弦打コミュニティセンターが建築
されるのに先立ち実施された発掘
調査では，奈良時代以降の条里
の土地境とみられる溝や石組の井
戸跡とともに，13～15世紀の輸入
磁器片や日用の土器，銅製十一
面観音念仏などが出土しました。

出張所入口付近の床には「井戸発掘場所」と記されており，
出土物の一部は図書室に展示されています。

このことにより，付近に築城城があった可能性がいっそう
強まったと言われています。

9月29日～10月9日，秋田県で国
体が開催されました。弦打からも右
記の選手の皆さんが出場し活躍さ
れましたのでご報告します。

セーリング
太田恵美子さん

バドミントン
松村咲希さん

ハンドボール
塩田沙代さん
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老人クラブ １１月１２日(月)13:30～
２６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人権学習13:30～15:30２０日（火）

支部長会10:00～

役員会9:30～１７日（土）
弦打コミュニティセンター

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:00１６日（金）

弦打コミュニティセンター文化祭バザー10:00～15:003日（土）， 4日（日）

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：１１月２８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７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 ：１１月２８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電話

１１月２４日（土）締切

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 ：１１月２８日（水）15:00～16:30
場 所 ：弦打コミュニティセンター
対象者 ：成人の方どなたでも。

保健師が健康相談に応じます。
お気軽にお越しください。

弦打地区文化祭

１１月３日（土），４日（日）

ふれあい子ども広場

（ヨーヨー釣り，お菓子掴み取り，くじ引きなど）

反射材着用啓発街頭キャンペーン

１１月５日（月）１７：００～１８：００

木太鬼無線・産業道路交差点付近

日時：１１月１５日（木）
受付時間12:45～13:00

場所：弦打コミュニティセンター 大会議室

内容： 歯科健診，歯垢の染め出し，ブラッシング，
希望者にはフッ素塗布

対象：平成１６年１２月～１７年１１月生
（個別に通知いたします）

日時：１１月３日（土），４日（日）
場所：コミュニティセンター 図書室
内容：健康相談・血圧測定

おじゃみ・手遊び・パズル
黒豆移しゲームなど

10月12日（金）

弦打幼稚園児・

保護者と交通安

全キャンペーン

を実施しました。

～届きます あなたのやさしさ 献血で～

日時：１１月１３日（火）13:30～15:00

場所：日本通運高松支店物流センター

日時：１１月８日（木）9:30～11:00

場所：弦打コミュニティセンター

回収：１１月14日（水）9:30～11:00

日時：１１月１４日（水）8:30～10:30

場所：弦打コミュニティセンター

ヨーガ
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弦打コミュニティセンター
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。

受講生募集 Ｈ１９年１１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：１１／１３（火）まで
１５名程度まで◆お茶菓子代と
して６００円を２１日に集金◆懐
紙，扇子を各自持参してくださ
い。◆都合により１回しか出席で
きない方はご相談ください。

お茶会でお茶をいただく時に，作法のことで不安になっ
た経験はありませんか。マナーを学ぶ講座です。

１１月２１日（水）・２８日（水）の２回連続で，
いずれも１３：３０～１５：３０
講師：坂東 美重子（石州流清水派）

茶道のマナー教室
（２回コース）

申込み不要：直接会場へ
高齢者教室・コミュニティセン
ター講座主催
住民の方どなたでも参加できま
す。◆無料

ビデオ「そっとしておけば・・・寝た子を起こすなという考え
方」の視聴と講話を通して，身近な人権問題について学
習します。

１１月２０日（火）１３：３０～１５：３０
講師：筒井 勇（高松市教育委員会人権教育課）

人権学習
「身近な人権」

※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。ご了承ください。 ※「先着順」となっている場合，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。 ※万一，キャンセルされる場合は，早めにご連絡ください。連絡もなく欠席される場合は，実費をいただくことがあります。

申込み要：１１／２１（水）まで子
どもの人数が２０名まで（先着
順） ◆子ども一人６００円
◆エプロン・ハンドタオル・バン
ダナ（三角巾）
※小学１年生未満（幼児）は保
護者が必ず参加してください。

幼児から小学生が対象。
クリスマスツリーをイメージした
パンを作ります。
保護者の参加も大歓迎。

１２月２日（日）
９：００～１２：００
講師：園藤 恵子（管理栄養士）

子どもクッキング
「クリスマスツリー
のパン作り」

申込み要：１２／４（火）まで
先着１５名◆受講者負担金
５００円と教材費５００円を１１日
に集金。◆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。

クリスマスカードと年賀状をパソコンで作成します。ワード
の基礎から学習しますのでパソコンの初心者の方も挑戦
してみてください。

１２月１１日（火）・１２（水）・１３（木）の
３回連続で，いずれも１３：３０～１５：３０

講師：フロンティアパソコンスクール

パソコン教室

「ワードで作る
クリスマスカード＆
年賀状講座」
（３回コース）

申込み不要：直接会場へお越し
ください。自主防災，まちづくり
に興味のある方，住民の皆様ど
なたでも参加できます。
◆無料

自主防災への取り組みの先進地である丸亀市川西地区
の現場の様子を聞くことの出来る講演会です。参考にな
りますので，ぜひご参加ください。

１１月１９日（月）１９：００～２０：３０
講師：岩崎 正朔（川西地区 自主防災会会長）

自主防災に
ついての講演会

キッズダンスの日本一を決める全国スーパーキッズダンスコンテスト
四国大会に出場し，好成績を修めました！
☆バブルシスター（写真左） 小学生の部で優勝！！
高崎 莉代さん（小４），中村直美さん（小４），奥村 圭さん（小５），
武部 さきさん（小４），矢部 まりあさん（小４），西峯里緒さん（小５）

キッズダンサー日本一を目指して本選の名古屋大会で頑張ります。

☆シスター （写真右） 中学生の部 準優勝！
鎌田 夏希さん（中１），中村 信子さん（中１），太田 涼子さん（中２），
岡村 愛美さん（中２），上田 有紗さん（中１），上田 あすかさん（小６）

＊シスターは子どもたちのダンス同好会です。第１～４木曜日，
弦打コミュニティセンターで練習しています。

申込み要：１１／３０（金）まで先
着２０組まで。◆無料◆軍手持
参◆動きやすい服装で
※餅つき大会（青少年健全育成
協議会主催）も同日開催予定で
す。お楽しみに。

新年に向けて「しめ飾り」を家族で作りませんか。地域の
経験豊かな高齢者に学ぶ，小学生と
その保護者を対象とした講座です。

１２月９日（日）９：００～１２：００
講師：弦打地区老人クラブの皆さん

親子で「しめ飾り」
作成講座


