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平成２１年２月１日号
弦打地区の人口（１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20年

世帯人人人平成21年

世帯数計女男

4,55110,5035,3605,143
4,60710,5895,4045,185

写真 上：改修前のシイで池が覆い尽くされている様子
写真 下：シイがなくなり水質浄化した友常池の様子

この池は飯田町の南端・檀紙町との境に位置し，伝説によると飯田の唐戸与五衛門友常(からとよごえもんと
もつね)が寛文年間（西暦1661～72年）飯田村の耕地整理と併せて築造されたと伝えられています。現在の規
模は（堤長810m・堤高4m・満水面積3.5ha・貯水量10万トン）のため池で，水田面積60ｈａをかんがいしています。
築造以来330余年の間に幾度となく改修を重ねた記録がみられますが，最近，平成13年度に県営ため池等整
備事業と四国横断道関連土地改良事業単独県費補助事業により，四方堤防の全面改修工事が行われ完成し
ました。

堤防は全面整備されましたが，近年，池の中に菱(ひし)（通称シイ）が繁茂して貯水面全体を覆い毎年冬に枯
れ夏は繁茂を繰り返し、その残滓(ざんし)が腐敗蓄積され水質の悪化を招き酸欠状態で水質汚濁が蔓延化し，
フナ・鯉などが死滅して悪臭を放ち，水は茶褐色に混濁している現状であります。また，近辺住民や堤防上を
ジョギングしている人達からも悪臭の報告などもあり，そこで，環境保全を推進し地域の生活環境を守るため，弦
打土地改良区と池を管理している飯田水利組合が協議し，池底の浚渫と併せて繁茂したシイを撤去することに
しました。

昨年の夏，シイの実が稔った頃を見計らい成長したシイを根こそぎ堤防上に引き上げ，市当局の指導と地元
市議会議員の協力を得て適切に処理しました。

生活環境を守るためには農業者のみならず地域住民が一致団結して，自分たちの手で環境の整備をしなけ
ればなりません。ここで関係した各機関・団体に敬意を表すると共に，この試みにより今後シイの再生がないこと
を期待して見守っていきたいです。
文・写真 窪田公明 （参考文献；「讃岐のため池誌」）
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半田，小坂，南定木，中所，乾，飯田団地，アイランドコート午後１時～ ４時

大暮，本村，御殿，郷東，労住協，オレンジハイツ，御殿団地，
鶴市団地，鶴市西団地，サントノーレ高松西壱番館

午後１時～ ４時

青木，明見，中津，クレアガーデン鶴市午前９時～１２時

２月１２日（木）

定木，相作，新地，県職住，警察官舎午前９時～１２時
２月１０日（火）

地 区 （ 自 治 会 ） 名申 告 相 談 日

今年も市・県民税の申告時期がまいりました。この申告は決められた期限までに行わないと，いろいろな控除

が受けられないことになりますので，必ず３月１６日の申告期限までに行ってください。

弦打管内の相談日は２月１０日（火）・１２日（木），会場は弦打コミュニティセンター大会議室です。

なお，混雑を避けるため，下記のとおり指定申告相談日においでいただきますようお願いいたします。

【申告に必要なもの】
前年中の所得の計算に必要な書類
国民健康保険料，国民年金保険料，生命保険料，個人年金

保険料，地震保険料，医療費等の支払の証明書または領収書
印鑑

昨年同様，税務署の出張相談ではありませんの
で事業所得・不動産所得をはじめ所得税の申告
につきましては，高松税務署で申告をされるよ
うお願いいたします。

この件に関するお問合せ：市民税課 市民税第１係 ☎839-2233

高松中央図書館弦打分室
～ご利用ください～
弦打コミュニティセンター内の図書館
弦打分室では15冊まで，15日以内で
本を貸し出しできます。初めての方は
弦打分室のカードを作るため，運転免
許証等身分証明が出来るものを持参
してください。

1月16日，本村老人会の皆さんと一緒に「打ち込
みうどん」を作りました。丸めた生地を足で踏んだり，
麺棒で伸ばしたりと，おじいちゃん，おばあちゃん
に教えてもらいながらのうどん作りはとても楽しそう
でした。そして野菜がたっぷり入った「打ち込みうど
ん」は特別おいしかったようであちこちから「おかわ
り！」の声が聞かれました。

食を通し，地域のお年寄りのやさしい眼差しや心
通うふれあいが，子どもたちの心を温かくしてくれ，
ほのぼのとした交流に笑顔が溢れていました。
(原稿・写真 弦打保育所長）

親子ふれあいわくわく教室 参加者募集
主 催：弦打スポーツクラブ
対 象：原則として年少～年長とその保護者

その他の年齢の方も参加できることがあります。
日 時：2月8日，2月22日，3月15日，3月29日の日曜日の

１０：００～１１：３０（一部１０：３０～１２：００）
2/８ サイエンス教室(科学遊び）中川先生【弦打コミュニティセンター】
2/２２ 親子体操教室 中野先生 【弦打コミュニティセンター】
３/１５ 親子体操教室 中野先生 【弦打小学校体育館】
３/２９ マジック教室 藤巻先生 【弦打コミュニティセンター】
申込と問合せ：弦打スポーツクラブ事務局森下さんへ。

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。
3月号掲載対象は2月10日（火）締切。
総務広報部員またはコミュニティセ
ンター事務室まで。
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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：２月２５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10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

老人クラブ ヨーガ 2月9日(月),23日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会

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

１６日（月）

市役所市政懇談会２月９日（月）

県婦連生活文化展１１日（水）１０日（火） サンポート高松

場 所行 事日 時

平成20年の長寿会総会は，まさに画期的な総会になりました。というのは，月1回，
曜日を決めて「ふれあいのつどい」の例会を開催すると，活動方針に盛り込んだから
です。今まで年一回一日温泉旅行をするというのが長寿会の唯一独自の行事でした。
「何かしなければ…，何かをしよう・・・。」の気持ちは会員一同持っていたのですが，
総論賛成であって，具体的な段階では，皆，尻込みしてなかなか立ち上がることがで
きませんでした。今年は意を決して月一回の例会を立ち上げる決心をしました。

第3週月曜日の午後，集会所に集まり，例会を催すと決めたのです。何をやるか，
囲碁，将棋，ピーンボーリング，輪投げ，布草履作り等，目標はいくらでも身近にあり
ます。第一回は5月，その後は順調に延ばして，1月にはビーンボーリング大会で1年
を締めくくりたいと考えています。

例会は集まることが目標なのです。肩肘張らずに，たまり場として，にぎやかな午後
を過ごしたいと念じ，新年からは大きく実を結ぶことを期待して頑張ります。

明見長寿会 会長 業天壽美

２月１５日（日） 第２５回都市対抗源平駅伝競走大会 従事
※当日は一部交通規制が行われます。お出かけの際にはご注意ください。

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日時 ：２月２５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

２月２１日（土）締切

会長 業天壽美

「ふれあいのつどいの便り」
を発行しています。写真は
12月6日に発行された便りよ
り，11月6日に大窪寺に紅葉
狩りに行き，塩江の温泉に
浸かって，記念に写した写
真です。

支部長会10:00～
弦打コミュニティセンター

役員会9:30～
２１日（土）



弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２１年２月１日号

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。

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

◆対象は小学生くらいから大人まで
どなたでも。なお小学生の保護者は
なるべくご参加ください。◆申込要：２
／１７（火）まで。２０名(先着順）
◆一人６００円(材料費・当日集金）◆
エプロン・三角巾(バンダナ）・ハンドタ
オルを持参

おとうふドーナツと
プレートクッキーを
作ります。

２月２２日(日）
９：００～１２：００
講師：園藤 恵子さん
（管理栄養士）

クッキング

「お菓子作り」

申込要：２／３（火）まで◆参加費が必
要です。（当日集金）

着付けの仕方を学習します。
２月４日（水）１９：００～２１：００
講師：清川 良子さん

着物着付け
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。

申込不要◆端切れ（２色・１０ｃｍ角２
枚）・糸・針・ハサミを持参する。
◆１００円（材料費・当日集金）

布を使ったフクロウの置き物を作ります。
【センターにすてきな見本があります】
２月３日（火）１３：００～１５：００

講師：畑本 章子さん

リサイクル教室
「フクロウ作り」

昨年11月29日オールジャパンスーパーキッズダンスコンテスト南関東
(東京）予選の中学生部門でシスターが優勝しました。勝賀中学校2年，
中村信子さんが出場。1月31日のキッズダンス日本一を決める本選で
小学生部門(昨年日本6位）のバブルシスター,中学生部門シスターが
共に挑戦します。
リルシスター１～４木曜日１５：３０～
シスター１～4木曜日１６：３０～弦打コミュニティセンターにて練習中。
(日時は変更になる場合があります。）

子どもダンス教室の参加者へ
11月に実施した子どものダンスが2月にあります。11月に参加した人は
ぜひ再度おいでください。
２月７日(土）14日(土）21日(土）28日(土）
10：００～１０：４５ 4歳～小学校入学前の子
１１：００～１２：００ 小学１～6年生 講師：ＹＯＳＨＩＣＡ（ダンス講師）

楽しい親子教室の参加者へ
2月10日(火）は大会議室が使
えないため，前日の9日(月）に
実施します。ご承知ください。
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申込不要：直接会場へ◆運動が出
来きる服装で，タオルをお持ちくださ
い。◆「ぼちぼちかがわ」2008年1月
15日号があればお持ちください。
◆高齢者教室ですが一般の人も参
加出来ます。

保健委員会の方々による「元気広げる運動」
を中心に高齢者として無理のない運動をやっ
てみませんか。

２月２０日(金）１３：３０～１５：００
講師：太田 アツ子さん，早馬 久香さん

【高齢者教室】

体操教室

◆申込要：２／２３（月）まで◆無料
◆運動が出来る服装でタオルをお持
ちください。◆どなたでもお気軽にど
うぞ。

タオル一本あれば気軽にできる体操を楽しく
しましょう。

２月２６日（木）１０：００～１１：３０
講師：喜田 直美さん（コミュニティスポーツ指導員）

若返り体操～

笑って健康に！


