
― 1―

平成２1年１月１日号
弦打地区の人口（１２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

4,55110,4955,3625,133
4,60610,5615,3925,169

年末年始は下記の通り運休いたします。ご利用の皆様はご注意ください。
平成21年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

なお時刻表などはコミュニティセンターにもあります。つるうち．ネットからも
ご覧になれます。

【運休期間】平成20年12月30日(火)～平成21年1月4日(日)

『住み良さが実感できる町！弦打』をめざして

弦打校区連合自治会
弦打校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会
会 長 川 崎 政 信

新年明けましておめでとうございます。

年頭に当たり一言ごあいさつを申しあげます。皆様におかれましては，ご家族お揃いでお健やかに新年を
お迎えのこととお喜び申しあげます。

日頃は自治会活動をはじめ地域コミュニティ，校区の関連諸行事等に格別のご理解とご支援,  ご協力を
賜り厚く御礼を申しあげます。

さて，昨年を還りみますと，2008年の世相を表す〔今年の漢字〕に『変』が選ばれ米国発の深刻な金融危機
に，かつては日本の経済の牽引車だった，自動車メーカー，大手家電メーカーの深刻化する雇用環境の悪
化，揺らいだ食の安全と変事を数えて五指に余る大変の『変』の字が身につきまとうこの一年だったと思われ
ます。こうした中で，当校区では『安全で安心な住みよさが実感できる町づくり』のため，地域コミュニティ協議
会に５部会『青少年育成防犯（大西輝清 部会長），保健福祉（池上宏 部会長），環境安全（宮脇清 部会長），
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ（英和明 部会長），総務広報（横井隆明 部会長）』を設置し，青少年育成防犯部会では毎月
定期の夜間校区内巡視活動等，保健福祉部会では母子児童福祉，高齢者福祉，障がい者福祉，地域住民
の健康・衛生環境の充実等，環境安全部会では校区内環境衛生や安全確保等，生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ部会では
弦打の発展の礎を築かれた先人の功績の顕彰や弦打の発展の歴史の足跡を後世に正しく継承する郷土史
の編纂準備等，総務広報部会では広報つるうちの発行，コミュニテイ協議会の運営のあり方等，校区内の諸
課題の解決のため部会員の皆様が熱心にご討議され，実現可能なものから実践されております。また，皆様
のご協力，ご支援を頂き校区内の三大行事『春の大運動会，敬老会，秋の文化祭』も成功裏に終了できまし
た。有難く厚く御礼申しあげますとともに，これからも他地区に誇れる町づくりや諸行事を推進せねばと念じて
おります。

また，校区内重要課題でありました，留守家庭児童会用教室の拡充，及び保育所の待機児童解消につい
ては，現在地元選出の住谷市議会議員のお力添えでそれぞれ増築工事が進められおります。また，消防屯
所の拡充整備等をも図ってまいりたいと考えております。そのためには，校区内各種団体等の連携を一層密
にして皆様のご支援を頂きながら，市長も掲げております『市民との協働』を具体的に事業化し，市長の理解
を求めていくことが重要と考えております。

地域住民皆様の力を結集して，自分達の町は自分達で守る（自助，共助）の精神〈出来る人が出来る時間
に出来る事〉から地道に推進して参りたいと思っております。

皆様のなお一層のご理解，ご支援，ご協力を節にお願い申しあげます。
最後になりましたが地域住民皆様にとって幸多き年と成りますようご祈念いたしまして新年のご挨拶とさせ

て頂きます。



― 2―

１２月１４日(日），たくさんの親子がコミュニティセン
ター駐車場で楽しみました。ご協力くださった老人
クラブをはじめ，地域の皆様，参加者の皆様，あり
がとうございました。

一年の計は
元旦にあり

新しい年は，神社へお参りして気分も新たにスター
トしたいものです。平成２１年１月１日午前零時より新
年元旦祭を執行し，午前２時まで三好宮司の新年祈
願とお祓いをしていただけます。元旦午前９時より１２
時までは，神官によるお祓いをいたします。皆様お揃
いでお参りくださいますようご案内申しあげます。

また，拝殿前において，甘酒の接待をいたします。
なお12月下旬に「小坂いすの木会」の皆さんで新年にむ

けて神社の清掃を行いました。
広報つるうちで紹介してほしい
ニュースや情報をお寄せください。
2月号掲載対象は1月１3日(火)締切。

１２月７日(日）本津川
沿いの自治会・衛生
組合などの皆さんに
よって行われました。

数時間かけて稲わら
を叩いて柔らかくす
る作業(老人クラブ）

保育所入口にあった大きなけやきの木をご存知ですか？
このたび工事のため撤去されました。切り倒された木はま
た生まれ変わって保育所に帰ってくる予定です。
(文・写真 総務広報部員ＳＡ）
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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：１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（20年９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。

老人クラブ ヨーガ 1月14日(水),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。

役員会
支部長会

9:30～
10:00～

１７日（土）
弦打コミュニティセンター

高松赤十字病院日赤ボランティア8:30～11:009日（金）

献血ルーム献血ルームボランティア
10:00～13:00
14:00～16:00

１月７日（水）

場 所行 事日 時

赤ちゃんは，遊びを通して成長していきます。

この機会に，楽しみながら親子ふれあい遊び

を一緒に学びませんか。

日時：１月２８日（水）13:30～14:30

※乳児相談の時間に合わせて実施します。

場所：弦打コミュニティセンター 大会議室

内容：親子ふれあい遊び

対象：乳幼児と保護者どなたでも。

講師：矢野 眞知子 先生

明けましておめでとうございます。歳末たすけあい募金につきましては．地域の
皆様にご協力いただきましてありがとうございました。支部長一同，新たな気持ち
で頑張りますので今年もよろしくお願いいたします。

第１７回弦打校区自治会対抗男子女子別ソフトバレーボール大会
平成２１年２月１日(日）９：００～弦打小学校体育館

詳しくは地区体育部長または体協役員まで

弦打体協

青少年健全育成連絡協議会

１月１７日(土)支部長会にはダンボールコンポストのアンケートの持参をお願いします。

ヤミ金融にご注意！！
・携帯電話番号だけで融資を行っているのはすべてヤミ金
融です。
・貸金業を営む者が，年金証書や年金口座の通帳・キャッ
シュカードを担保に取ることはできません。
・融資を申し込んだところ「保証金」が必要と言われ，保証金
を払ったにもかかわらず融資はされなかったなどヤミ金融の
手口にくれぐれもご注意ください。
ご相談は地元警察本部，警察署，または香川県消費生活セ
ンター（多重債務・ヤミ金融相談☎ ８３４－０００８）へ。

弦打小学校
ＰＴＡバザールのお知らせ

１月24日(土)

１２時３０分から１５時（３・４校
時参観後）に弦打小学校にて開催し
ます。

善意の品をはじめ，うどん，焼き
そば，ケーキ等の販売，くじ等ゲー
ムもありますよ。

年明け早々に前売り券の案内予定
です。お楽しみに！！

また善意の品へのご協力もお願い
します。



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 Ｈ２１年１月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

１／５（火）まで先着１５名。 ◆受講負担金５００
円と教材費５００円を１３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。

デジカメ写真のとりこみ方等学習します。

１月１３日（火）・１４（水）・１５（木）の３回

連続で，いずれも１３：００～１５：００
講師：高﨑 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」（３回コース）

※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。
※連絡なく欠席された場合で，有料の場合は参加費をいただく場
合があります。

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
目 的 ： 囲碁・将棋大会への参加を通じて近隣住民との親睦をはかります。
日 時 ： 平成２１年２月１日（日）９：００～ （受付開始は８：３０～）
場 所 ： 弦打コミュニティセンター２階大会議室
主 催 ： 第５３回高松市西部地区囲碁・将棋大会世話人会
主 管 ： (平成２０年度開催地区）弦打地区囲碁・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。 事前申込み要
申 込 ： 平成２１年１月１６日（金）までの，なるべく平日の９：００～１７：００に，弦打の方は弦打
コミュニティセンターへ直接来館し，１，５００円（昼食代等を含む）を持参してお申込みください。
※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整する場合があります。
予めご了承ください。

申込要：１／６（火）まで◆自己負担金（参加費）
が必要。◆ある程度，着付けの出来る方は着物
を着てきてください。もちろん着てこなくても，ま
た着付けは初めてという方も受講できます。

着付けに関する様々な知識が習得できます。

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

年末年始の閉館 １２／２９（月）～１／４（日）は閉館 １月５日（月）より開館
その他 １月の閉館日 １／１１（日）臨時閉館日 １／１２（月）閉館日

申込要：先着１５名◆ハサミ・のり・ピンセット・鉛筆
◆６００円（材料費として当日集金）◆事務室に見
本があります。

和紙をちぎって貼る丑年をイメージした色紙
作り。

１月１３日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子さん

リサイクル

１／７（水）まで先着１５名程度。 ◆ハサミを持参
◆材料費１５００円程度を当日集金。◆土台の
「まり」は講師で用意します。◆讃岐かがり手ま
りに関して講習を受けたことのある方はどの講
習を受けたか申し込み時にお知らせください。

心豊かになれるかがり手まり作り。

１月２０日（火）１３：００～１６：００
講師：荒木 永子さん（県伝統工芸士）

さぬきかがり
手まり講習会

１／２７（火）まで先着２０名程度。 ◆ちびボール，
マットかバスタオル，室内用シューズはあれば持
参。お茶等。◆無料
＊ちびボールについてわからないことがあればご
相談ください。

体操で健康を維持しましょう。

１月２９日（木）１３：３０～１５：００
講師：池田 陽子さん（健康運動指導士）

ちびボール体操

年末大掃除にご
協力いただいた
同好会や団体の
皆様ありがとうご
ざいました。

-４-

【高齢者教室】 ２月中旬に体力測定を予定しています。詳しくは２月１日号で。


