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平成２０年１２月１日号
弦打地区の人口（１１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19年

世帯人人人平成20年

世帯数計女男

4,55510,4925,3605,132

4,60610,5445,3815,163

今年度も沿線自治会・衛生組合（南定木・半田・小坂・大暮・本村・アイランドコート・乾）が中心となって，
本津川の一斉清掃を行います。関係地区自治会・衛生組合の皆様だけでなく，より多くの方々のご参加を
お願いいたします。

■日 時 平成20年12月7日（日）８時～１２時（※雨天の場合は14日（日）に延期）
■集合場所 各自治会・衛生組合でご確認ください。

11月1日(土），2日(日）に行われた弦打地区文化祭では，コミュニ

ティセンターと小学校を会場に，たくさんの方にご協力いただき盛大に
実施することができました。

平成20年4月1日に発足した弦打地区の障がい者の会が，１１月１３日(木）に弦打コミュニティセンターにて開
催されましたので以下のとおりご報告いたします。

<会の次第>
１ 発足から現在までの状況説明
２ 組織づくり具体化の必要性
３ 役員選出にあたって

・ 障がい手帳種別ごとの代表者を決める
１ 身体障害手帳 ２ 療育手帳 ３ 福祉手帳

会長は三つの障がいグループの代表者から選出され，３Ｇを統括する。
４ その他・今後の問題

・ 地区社協「福祉つるうち」会長メッセージ原稿検討
・ 会則づくり，事業計画，総会の開催等について検討
・ コミュニティ協議会との連携 (保健福祉部会副部会長 松下邦雄）

創ろうあったか地域家族 ～ 一人ひとりが大切にされ，元気になれるまちへ ～

ＷＥ SHALL OVERCOME 
YES WE CAN

<話し合いの結果>

未定未定福祉手帳

黒原 しのぶ小出 容子療育手帳

寒川 圭矣子岡崎 隆身体障害手帳

副代表代表障がい種別

会長 岡崎 隆， 副会長 小出 容子， 書記 寒川 圭矣子

文化祭で親子陶芸体験教室に親子陶芸体験教室に
参加された方へ参加された方へ
もうすぐ作品が焼きあがり完成します！！
１２月６日（土）午前９時３０分～１２時１２月６日（土）午前９時３０分～１２時の間に，
作品をお渡ししますので，コミュニティセンター
へ受け取りに来てください。
（主催：民生児童委員連絡協議会）
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１月号掲載対象の記事がありましたら１２月１０日締
切ですので，どうぞ期限を厳守してください。よろし
くお願いします。(総務広報部会)

平成２１年度園児募集について
募集期間（土日をのぞく）

３歳児 ……H２０年１１月２５日(火)～１２月９日(火)

４・５歳児…H２１年２月１３日（金）～
欠員状態により順次受け付けます。
ただし即入園希望者を優先します。

受付時間 ８時３０分～１７時まで

問合せ先 弦打幼稚園 ☎881-3563

※特別な支援を要する園児の拠点園になって

おりますのでお問い合わせください。

※親子同伴で来園ください。

※印鑑と８０円切手をご持参ください。

今年も青少年育成・防犯部会，
青少年健全育成連絡協議会な
どで餅つき大会を開催します！
元気なお父さん大歓迎。ご家
族・ご近所お誘いあわせてお越
しください。

日 時：１２月１４日（日）午前９時～

場 所：弦打コミュニティセンター
※お正月のしめなわ作り（小学生親子対象）も同時開催。

詳しくは４ページをご覧ください。

赤い羽根共同募金運動
11月27日開催の高松市社会福祉大会で弦打校区から
次の方が表彰されました。

高松市支会長表彰該当者
窪田公明さん，川崎政信さん，池上宏さん，岡本クニヱ
さん，山本國雄さん，大久保典恵さん，松下節子さん，
淺田邦弘さん

高松市支会長感謝該当者
香西和夫さん，宮脇清さん，三宅貴美子さん，天川明徳
さん，橋口和子さん，倉敷良和さん，佐藤ゆかりさん，
新名桂子さん，森真弓さん

10月18日（土）に弦
打小学校体育館にて
バルーンアートの催し
がありました。

いくつかのグループ
に分かれバルーンの
パーツを作成し，仕上
げにパーツを組み合
わせて出来上がり。来
年の干支である「牛」
をデザインしました。

楽しい行事になりま
した。
(文・写真 ＡＹさん）

弦打保育所より

「わくわくギャラリーにようこそ」
～たのしいおみせやさんに

いらっしゃい！～

日時 １２月５日(金)８:３０～１１:００
１６:００～１８:３０

６日(土)８:３０～１２:３０
８日(月)８:３０～１１:００

場所 弦打保育所１階ホール
問合せ 弦打保育所☎８８１－２５５２

子ども会育成連絡協議会

弦打小学校PTAバザールのお知らせ
１月２４日(土)１２時３０分～１５時
会場：弦打小学校
「善意の品」をはじめ，うどんや焼きそば，ジュース類の販売も行
います。ぜひお越しください！
「善意の品」のご提供をお願いします
「善意の品」を募集しています。不要な日用品等（未使用品）をご
提供いただける方がいらっしゃいましたら，お手数ですがご近所
の児童のいる家庭にご相談のうえお預けください。（回収方法・期
間等が地区により異なるため）収益金は子どもたちの活動に有益
に使用させていただきます。ご協力をお願いいたします。

青少年健全育成連絡協議会

１１月１５日(土），第12回高松市青少年健全育
成「市民のつどいおよび市中パレード」が行われ
弦打校区からも多数の方が参加しました。

会場の四番丁小学校体育館では健全育成作
品最優秀賞受賞者の表彰，青少年の主張，幼
稚園児によるアトラクションのほか力強い「大会
宣言」が採択されました。

その後，田町派出所前を出発し三越前までパ
レードし，青少年の健やかな成長を祈願しました。

だまされないで！
・景品につられて会場へ入り，高額な商品を買う
ことになった。・水道局を名乗って浄水器を売
る。・家の無料診断後，高額な契約をさせる。・甘
い言葉で次々と融資され借金地獄へ。
など，あなたを狙う悪質業者に充分お気をつけく
ださい。ご相談やお問い合わせは消費生活セン
ター（電話833-0999）等へ。
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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：１２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（20年８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。

交通安全母の会
４町合同反射材キャンペーン

１２月１０日（水）１８時～１９時
郷東マクドナルド交差点付近
北署慰問
１２月１２日（金）

老人クラブ

婦人会
お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

役員会
支部長会

9:30～
10:00～

13日（土）
弦打コミュニティセンター

アクトホール
全地婦連四国ブロック大会
リーダ研修
講演：坂東真理子

13:00～１２月 6日（土）

場 所行 事日 時

弦打婦人会（日赤奉仕団）では，12月1日～31日の間，歳末助け合い運動を行います。
ご協力よろしくお願いいたします。

私たち定木老人会は定木自治会の仲間が５０名集まりいつも楽しく
懇親を深めております。毎月に一回の交流会では「ゲーム大会」を賑
やかに開催したり，自治会メンバーを講師とし，「健康体操」をして皆で
体をほぐすことで生き生きと健康に過ごせるよう心がけております。そ
の後の食事会はいつも仲間同士でおしゃべりが弾み，リラックスできる
時間です。また年に２度の日帰り旅行は皆で行き先を決め，カラオケ
や踊り等，楽しい時間を過ごしています。先日は高瀬天然温泉でくつ
ろいで参りました。今後も会員皆で和気あいあいと過ごす中で，地域
のボランティア活動，交流会，旅行等，充実した活動を進めていきた
いと思います。 （定木老人会会長 福居 博）

くらしの見守り隊情報
【被害例】「何か買わされた商品はないか」との電話が
ありだまされた年寄りを助けるためというので，訪問販
売で購入した高額商品のことを話した。すると「解約の
方法を教えるから，手数料５万円をもらう」と言われ，指
示通りに書類を作り業者等に郵送した。後日，手数料
の請求があり，脅されもした。

【助言】弁護士などの資格がない者に，事業者からの
返金の方法をアドバイスすると持ちかけられても，絶対
にお金を支払わないことです。また住所等の個人情報
を聞かれても話してはいけません。
香川県消費者センター・相談専用☎８３３－０９９９

くらしの見守り隊 北條美紀

婦人会一日研修は，紅葉真っ盛りの中，無事終了いたしました。たくさんの方々のご参加ありがとうございました。

日 時： １２月３日（水），12月4日（木） 受付は12時45分～13時

場 所： 弦打コミュニティセンター 小会議室など

対 象： 2歳児〔対象者には個別にハガキが届きます〕
内 容： 歯科検診，歯垢の染め出し，ブラッシング，

希望者にフッ素湿布

持参物：母子健康手帳，歯ブラシ，コップ，手鏡，エプロン，

ティッシュペーパーやタオル
費 用： 無料
※当日は歯の染め出しをしますので汚れてもよい服装でお越しください。

※当日，ご都合の悪い方・詳しいお問い合わせ等は勝賀保健ステー

ション保健師（８８２－７９７１）へご連絡ください。

老人会ヨーガ12月8日(月),22(月)13:30～弦打コミュニティセンター和室
高齢者教室・・・人権学習とふる里学習のお知らせは 4ページに掲載しています。

弦打スポーツクラブ無料体験について
12月7日(日）
ＡＭ９：３０～１０：３０卓球(弦打小学校体育館）
ＡＭ１０：５０～峰山ウォーキング(御殿橋下集合）
☆手弁当で参加ください。
問い合わせ 事務局 森下へ

写真は健康体操の様子
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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→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 Ｈ２０年１２月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容・日 時・講 師講 座

小学生(幼児や中学・高校生可）幼児の場合
は保護者の付き添いをお願いします。申込
要：それぞれの前日まで。◆無料

初めてでもお気軽にどうぞ！

１２月１３日（土），１月１０日（土），
２月１４日（土）
１０：００～１２：００
講師：囲碁将棋同好会有志の皆さん

子ども
囲碁教室

※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。
※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。

申込要：１／５（月）まで先着１５名◆実費５０
０円と自己負担金５００円を１３日に集金◆パ
ソコンは１０台まで業者が用意します。持ち込
みもできます。申込時にお申し出ください。

デジカメ写真の整理方法がわかります。

１月１３日（火），１４日（水），１５日（木）
１３：００～１５：００
講師：高崎 史郎さん（フロンティアパソコンスクール）

パソコン教室
デジカメ写真
加工術

申込要：１２／５（金）まで１５組。◆無料◆軍
手持参◆はさみ，針金，針金を切るペンチ，
ごみ用ポリ袋，自分たちが座るビニールシー
ト，必要な人はお飾り用の半紙やみかんなど
を持参し，温かく動きやすい服装で。※餅つ
き大会（青少年健全育成協議会主催）も開催。

伝統的なしめ飾りを親子で作ってみませんか。
小学生と保護者が対象です。
（場所はコミュニティセンター玄関前を予定）

１２月１４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

〔高齢者教室〕 世代間交流 ふるさと学習

日 時：１２月１９日（金）１０：００～１１：３０ 場 所：弦打小学校体育館
今年も恒例の，弦打校区の老人クラブ会員と小学１・２年生が，おはじき，剣玉，あやとり，こま回し等，昔懐かしい
遊びで，交流を図ります。老人クラブの関係者は９時半に体育館まで。

申込要：１２／１０（水）まで◆無料◆どなたでも
参加出来ます。お気軽にお越しください。

コミュニティセンター講座・高齢者教室主催

ビデオ視聴（高齢化社会における高齢者の問題
を扱ったドラマ）と，講話。

１２月１１日（木）１３：３０～１５：００
講師：新宮 則夫さん（高松市教育委員会）

人権学習
「相手の思いに寄り添い共
に生きる」

第５３回(平成２０年度)高松市西部地区囲碁・将棋大会のご案内
日 時：平成２１年２月１日(日）午前９時～(受付開始 午前８時３０分）
場 所：弦打コミュニティセンター
主 催：第５３回(平成２０年度)高松市西部地区囲碁・将棋世話人会
主 管（平成２０年度開催地区）囲碁・将棋世話人会
参加資格：香西・鬼無・檀紙・下笠居・弦打地区に在住する方
申込締切：平成２１年１月１６日(金）までに最寄のコミュニティセンターに参加費を添えてお申込ください。
参 加 費：１５００円(昼食などを準備します）
※段級位は自己申告ですが申込人数や過去の実績等で主管世話人会が調節する場合があります。

申込不要：直接会場へ◆無料◆端切れ，糸，針
を持参※前回参加された方は続きをします。新
しく参加される方もどうぞ。

ランチョンマットを作ります。

１２月２日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子さん

リサイクル

今回は弦打の世話人会
が担当です。おおいに盛
り上げていきましょう。地
域の皆様もご支援ご協

力をお願いします。

申込要：１／６（火）まで◆自己負担金（参加費）
が必要です。

着物の着付け方法を学びます。帯の結び方など
をします。初心者の方もどうぞ。

１月７日（水），２月４日（水）の２回コース
１９：００～２１：００
講師：清川 良子さん

着物着付け教室

申込要◆先着１５名◆材料費１５００円程度を
当日集金
次回１月１日号で掲載し,先着受付いたします。

どうぞお楽しみに。

テレビや雑誌でもお馴染みの伝統工芸士を迎え
て讃岐かがり手まり作りをします。１回で完成。
１月に予定（日程は広報１月１日号に掲載予定）
講師：荒木 永子さん（伝統工芸士）

讃岐かがり手ま
り講習会（予告）


