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平成２１年3月１日号
弦打地区の人口（２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

4,53610,4715,3415,130
4,59110,5765,4045,172

このたび，御殿の滝口さんの自宅が，国の登
録有形文化財に指定されました。滝口さん宅は，
県公会堂や高松高校の旧校舎等を手がけた故
滝口伊太郎氏が１９３５年（昭和11年）に建てた
建築で，木造２階建て瓦葺で，土間の上に大き
な梁と小さな梁が何本も渡っている立派な造りと
なっています。

登録有形文化財は，歴史的建造物を活用し
ながら緩やかな規制の下で保護するのが狙い
で築50年以上が対象となっています。これで香
川県内の登録有形文化財は９９箇所３０３件と
なったそうです。（情報提供：生涯学習部会員）

高松市高齢者支え合い事業の一環として今年
度も各地区で「ふれあい交流会」が開催されてい
ます。

この会は，各地区の民生児童委員や長寿会が
中心となり，自治会・婦人会・保健委員会等のご協
力のもとに，楽しい集会や講演会等を催して，高
齢者の方々を中心に，地域の方々が相互につな
がり支え合うまちづくりを推進していこうとするもの
です。

写真は2月12日(木) ，本村集会所で開催された
ふれあい交流会で，理学療法士の池田雅人さん
を講師に，「いつまでも若々しくすごすために」とい
う講演会の様子です。

高齢者の身体特性やリハビリ介護等のわかりや
すい話を聴き，高齢者にとっても介護する側にとっ
ても今後の生活に役立つ内容でした。

広報つるうちで紹介してほしいニュースや情報（弦
打校区や周辺の不審者情報等を含む）をお寄せく
ださい。
４月号掲載対象は3月１0日（火）
総務広報部員またはコミュニティセンターまで。

（写真：上はうどん体操，下は講演会の様子）

3月17日（火） 弦打幼稚園 修了式

18日（水） 弦打小学校 卒業式

19日（木） 弦打保育所
就学する子どもを送る会

（写真：滝口さん提供）
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弦打校区自治会対抗 男女別

第1４回 インディアカ大会
日 時：３月１日(日) ９：００～

場 所：弦打小学校体育館

参加資格：弦打校区内在住の中学生以上男女

１チーム４名
申 込 先：弦打コミュニティセンター(☎882-0285)

締 切：２月２６日(木) １７：００まで。

第６回 ウォーキング大会
日 時：３月２２日(日)８：３０～ 【雨天中止】

集合場所：弦打コミュニティセンター 駐車場

参加資格：コースを完歩できる方。小学生以下は保護者が同伴してください。
コ ー ス：コミセンを出発し，郷東町食肉センター辺りまで行きます。ゴール後コミュニティセンターでうどんを

用意しています。

お申込み：３月１９日(木)１６：００までに弦打コミュニティセンター(☎882-0285)へ。

☆子どもさん歓迎（ただし小さい子は保護者同伴で） ☆自然の中で楽しく歩いて見ませんか！

第１１回 弦打校区自治会対抗レクレーション

バレーボール大会
日 時：３月２２日(日)９：００集合

場 所：弦打小学校体育館

参加資格：弦打校区内在住（男女年齢不問）

申 込 先：弦打コミュニティセンター
(☎882-0285)

締 切：３月１９日(木)１６：００まで。

４種のスポーツ大会を開催いたします。地域
の方たちと一緒に体を動かしながら，コミュニ
ケーションを深めませんか？ご家族・ご近所お
誘いあわせて，お気軽にご参加ください。

２２日についてはうどんを用意しています！
※当日は，動きやすい服装でご参加ください。
※負傷に関しては，応急処置のみの対応となります。
各自で体調管理をして，無理・事故のないようにして
ください。

体育協会

第１１回 ゲートボール大会
日 時：３月２２日(日)８：００集合

８：２０開会

場 所：弦打小学校運動場

参加資格：弦打校区内在住（男女年齢不問）

自治会単位で２チームまで
申 込 先：弦打コミュニティセンター

(☎882-0285)

締 切：３月１９日(木)１６：００まで。

● 1月11日高松市の出初式に4名参加（サンメッセ）
● 1月24日飯田町岩田神社にて防火訓練実施（約100名参加）
● 本津川・香東川の河川一斉清掃を来年度より実施予定（毎年12月第一日曜日）

衛生組合及び各自治会と合同で実施予定，予算化及び担当地域の検討。
● 自主防災は各自治会での立ち上げを見ながら検討する。
● 香東川両岸に「ゴミ不法投棄禁止」の立看板を設置（県側と交渉中）同時にパトロール隊の検討をし

てはどうか。
その他
● 平成23年6月より家庭用火災報知機の設置が義務付けられます。

（文：環境安全部会 部会長 宮脇清）

弦打スポーツクラブより
２月８日，サイエンス教室が開催され実験をしました。
二つの溶液を混ぜ，不思議なスライムというぬめりの固体が

できました。実験に子どもたちは夢中になりました。

～弦打スポーツクラブ３月の行事～
１５日親子体操教室（弦打小学校体育館１０時）
２９日マジック教室（弦打コミュニティセンター１０時）
問合せは， 弦打スポーツクラブ事務局 森下さん
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 弦打地区担当保健師（882-7971)へ。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：３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11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 3月9日(月),23(月)
13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会

支部長会（反省会）10:00～
弦打コミュニティセンター

会計監査9:30～１４日（土）

日赤ボランティア8:30～11:30３月９日（月） 高松赤十字病院

場 所行 事日 時

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日時 ：３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

3月2１日（土）締切

弦打幼稚園の園庭を開放します。
寒さに負けず，体を動かして元気に遊びましょう！

～園庭開放～ ３月２３日(月)～３月３１日(火)
９：００～１１：３０ ※土日は除く

お申込みは不要です。必ず保護者付き添いのもと，
お誘い合わせて直接幼稚園までお越しください。

くらしの見守り隊情報

気をつけて！！衣類への火の燃え移りに注意！！
衣類に火が燃え移りやけどで死亡するなど重篤な事故
が高齢者に多く起きています。なかでも調理中の事故が
半数を占めています。
【助言】調理等で火を使う際は，衣類に炎が近づかない
よう気をつけましょう。コンロの奥のものを取る時は火を消
したりゆとりのある衣類は着ない等，日頃から心がけま
しょう。もし衣類に火がついてしまったら，身近な水で消
火し，水がない時は地面に寝転がるとよいとされます。あ
わてて走り出すと風にあおられて危険です。
くらしの見守り隊 北條美紀

弦打幼稚園

コミュニティ協議会では1月26日，高松市役所
地域政策課職員を講師に，「地域（社会・時代）
の変化を展望しながら対応できるコミュニティ協
議会を目指して」というテーマで高松市地域まち
づくり交付金（各種補助金の財源一元化）制度
について等の勉強会を実施しました。

２月１３日（金），弦打小学校５年団と廃食油で石鹸作り
婦人会では毎年環境の勉強のお手伝いで小学生と一緒に石鹸作りを

実施して１０年以上続く行事となりました。今年は安全性を考え苛性ソー
ダに変え尿酸とオルトケイ酸ナトリウムを使いペットボトルを容器にシェイ
ク（振る）を楽しんで作りました。また，有線放送のインタビューもあり，元
気な子どもたちの声も放送から聞こえてきました。なお，「石鹸の作り方」
の必要な方は婦人会へどうぞ。
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弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２１年３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。
２０年度講座は３月で終了です。来年度も随時お知らせしていきます。

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

申込み要：９日までに申し込む。
８名。（先着順）。一回だけでも参
加出来ます。◆無料◆バスタオ
ルを持参。必要な方は飲み物（ミ
ルク・白湯・お茶など）も持参して
ください。

新生児から1歳くらいの幼児を対象
にしたベビーマッサージを実施します。
３月１０日(火）と14日（土）の
１０：００～１２：００
講師：岡本 佐知子さん

ベビー
マッサージ

第５３回高松市西部地区囲碁・将棋大会 結果報告

２月１日（日）弦打コミュニティセンターで実施された大会で，香西・鬼無・檀紙・下笠居・弦打から６４名
もの参加がありました。
（主催：第５３回高松市西部地区囲碁・将棋大会世話人会）（主催：弦打地区囲碁・将棋世話人会）

▼優勝・準優勝は下記の通り。〔敬称略〕

別枝烈(弦打） 林田美穂(香西）

勇野喜雅明(鬼無） 西正道（鬼無）

敢闘賞

増田 安男(下笠居）

中美 満雄(香西）

佐々木 弘（弦打）

萬谷 健二 （香西）

松田 健治(鬼無）

準 優 勝優 勝段級位

生西 由美男（下笠居）B

南田 直己 （鬼無）A将

棋

溝内 正信 （下笠居）B

池田 猛（弦打）A

植 昇 （弦打）特A囲

碁


