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平成２1年５月１日号
弦打地区の人口（４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/

4,519世帯10,402人5,326人5,076人平成20年

4,573世帯10,523人5,397人5,126人平成21年

世帯数計女男

飯田町５１１番地にある岩田神社の孔雀藤は樹齢
８００年で，根元の太さは３メートル，一本の幹から高
さ２メートル，広さ１０．８メートル×２４メートルの棚い
っぱいに広がり，１メートルくらいまで垂れる天然記
念物です。

毎年，県内外から多くの見学者があり賑わう藤まつ
りを盛り上げようと，弦打校区内の団体が協力してお
茶席を設けています。見学者にはゆったりとした気
持ちでおいしいお菓子とお茶を頂き，好評です。

今年も皆様のご協力により下記の要領で開催され
ることとなりました。

藤まつり開催期間:４月２6日（日）～５月５日（火）
お茶席の開催期間：４月２９日（水）～5月３日（日）

午前１０時～午後３時
場所：岩田神社境内 孔雀藤横
一席:３００円（お茶菓子とお抹茶）
お誘いあわせてお越しください。

協力団体：保健委員会，老人クラブ連合会，婦人会，民生・児童委員，交通安全母の会等

写真：岩田神社孔雀藤

日頃は，地域の方々のあたたかいご支援をいただきありがとうございます。このたび，日赤奉仕団弦打分
団・弦打地区社会福祉協議会より多額の助成金をいただき感謝いたしております。

「障がい者の会つるうち」では，４月２日（木）役員会を開き，次のように活動方針を定めましたのでご報告
いたします。

１ 定例会： 毎月第１火曜日 １０：３０～１１：３０ 弦打コミュニティセンター 小会議室
ただし, ５月は連休のため,  第２火曜日５月１２日とします。

２ 会員募集:        身体障がい手帳・療育手帳・福祉手帳をお持ちの方，またそのご家族の方々，ボラン
ティアを希望される方々等の会員を募集しています。

いきいき人生を目指して共に歩みませんか。定例会を参観していただいても結構
で す。心よりお待ちいたしております。

３ 連絡先: 障がい者の会つるうち

会 長 岡崎 隆
副 会 長 小出 容子
事務 局長 寒川圭矣子
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入学式･入園式がありました。
弦打保育所 ４月 ７日 42名入所
弦打小学校 ４月 ９日 77名入学
弦打幼稚園 ４月１０日 23名入園

弦打校区の子どもたちの新しい生活がス
タートしました。
地域の皆様の温かい目で，登下校時
などに子どもたちを見守ってください。

４月１０日，県道１７６号線，弦打
コミュニティセンター付近で無事故
を願って，地域の各種団体の協力
により交通安全無言キャンペーン
を実施しました。

弦打コミュニティセンター弦打校区交通安全母の会総会１０：００～１６（土)

中央公園
フラワーフェスティバル＆

交通安全フェア２００９
【バザーもあります】

１０：００～
５月３日（日）

４日（月）

場 所行 事日 時

日赤社費募集５月１日（金）～３０日（土）

香川県消費者団体総会１８日（月)

弦打コミュニティセンター
役員会9：30～

２３日（土)
支部長会，ゴキブリ団子作り10：00～

10：00～
【受付9：30】

10：00～

市役所消費者月間２５日（月)～２９日（金）

市役所13階大会議室高松市赤十字奉仕団総会５月 １１日（月）

弦打コミュニティセンター弦打交通安全母の会総会１６日（土)

場 所行 事日 時

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。

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水さんへ。

◆主 催 弦打体育協会・弦打小学校・弦打幼稚園･弦打保育所
◆共 催 弦打校区各種団体
◆場 所 弦打小学校運動場（駐車場は西濃運輸）

◆日 時 ５月２４日（日）８：３０～
※雨天の場合は５月３１日（日）に順延とします。

平成２１年度も弦打体育協会・小学校・幼稚園･保育所が合同で運動会を開催することとなりました。
プログラムは５月中旬に広報たかまつとともに配布予定です。
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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。

老人クラブ 老人会ヨーガ 5月

11(月),25(月)13:30～弦打コミュニティセンター和室
老人クラブでは，月２回，原則第２・４月曜日に健康維持
を目的として，ヨーガや足つぼをしています。なお，現在
人数に余裕がありますので，老人クラブ会員以外でも参
加することができます。せっかくの機会ですので，どなた
でもご参加ください。
講 師：小林マスエさん（鶴市町在住）
参加費：無料【講師のボランティア】
問合せ：老人クラブ女性部 早馬（はやま）さん または

コミュニティセンターへ。

日時：５月２７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
５月２３日（土）締切

身体計測・育児相談等

日時：５月２７日（水）
場所：弦打コミュニティセンター 大会議室
４か月児相談
9:30～9:45（受付）～11:00頃
対象者（2１年1月生)に個人通知します。
乳児相談

【受付時間が今年度から変更になっています】
11:00～12:00 乳幼児と保護者どなたでも。

歯や歯茎の状態はいかがですか。生涯を通じて自分
で食べる楽しみやコミュニケーションを豊かにするため
に歯を大切にしましょう。

下記のとおり歯の健康教室と運動教室を実施します
のでお気軽にご参加ください。

日 時：５月２１日（木）
場 所：弦打コミュニティセンター

13:00～13:15 受付
13:15～14:15 歯科医師のお話

「お口からはじまる健康づくり」
講師：岡田寿朗先生

（岡田歯科医院）
14:15～15:00 健康運動指導士のお話と体操

「リフレッシュ体操」
講師：木内ひとみ先生

＊運動のできる服装でタオル，お茶等を持参。

保健委員会の会

～石垣保健師より～
今年度から弦打地区を担当することになりました保健師の石垣と申します。
皆さんは２０１２年度までの健康づくり推進プラン「すこやか高松２１」をご存知

ですか。健康づくりのスローガン「人が好き まちが好き 共に創ろう元気の輪」を
合言葉に弦打地区の皆さんと一緒に取り組んで参りたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

コミュニティ協議会環境安全部会より
香川県高松土木河川管理課および高松市環境部の協力により香

東川東岸（青木・相作地区）に不法投棄禁止の立看板を４月４日に
設置しました。

今後の不法投棄撲滅のため地域と行政の協働により今後も積極的
に取り組む予定です。（文・写真 部会長 宮脇清）

日 時：６月６日（土）１８：００～
場 所：高松市水道資料館中庭芝生広場
コンサート終了後，花火大会があります。
主 催：高松市水道局

4月12日，全国スーパーキッズダンスコンテスト中部予
選（中学生の部）で優勝しました！東京本選で日本一
目指して頑張ります。弦打小6年 中村直美さん・高崎
莉代さん，勝賀中1年 奥村圭さん 等出場しました。
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弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２1年５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

申込要：６／１１（木）まで先着30名
程度◆無料
（幼児には保護者付き添いをお願いします）

将棋の方法等を学びます。幼児・小・中学
生対象。初心者の大人も可。
６月～８月の第２・４土曜日の６回
１０：００～１２：００
（６月１３日開始）
講師：弦打囲碁・将棋同好会の有志の方

子ども
将棋教室

５／２２（金）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。

ちびボールを使って健康維持のための体
操をします。
５月２６日（火）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

※講座の内容は事情により変更になることがあります。
※先着順の場合，弦打校区の方が優先です。定員に達していない場合は，校

区外の方でも参加できます。
※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。

申込要：５／２２（金）まで，土･日祝
日を除く平日の9:30～12:00にコミュ
ニティセンター事務室に直接来館し，
1,500円を添えて申し込む。前回の
募集から合わせて先着４０組で終了
します。※空きがあれば弦打校区外の方，

2歳前の方でも参加できます。

原則として，弦打校区にお住まいの，概ね
２･３歳児と保護者。体操や読み聞かせ，季
節の行事などをします。
５月から９月の原則第２・４火曜日
１０：００～１１：３０
※8月は除く。9月は第２・５月曜日

講師：笠井 敏恵さんほか
（高松市コミュニティスポーツ指導員）

楽しい親子教室
前期【５月から９月】

追加募集

◆唱歌と童謡の楽譜代（１年間分
1,800円程度）を集めます。◆申込
要： ５ ／ ２９（金）まで。

童謡や唱歌など，楽しく歌ってみません
か！どなたでも。コーラスははじめてという
人も大歓迎します。
原則第１・３木曜日 １０：００～１１：３０
（５月７日より開始）

講師：喜多 時子さん

身体によい
コーラス

同好会より

弦打コミュニティセンターでは現在２２の踊りや手芸，パソコンなどの同好会が活動中です。同好会の一覧表はコミ
ュニティセンターにありますのでご自由にお取りください。またホームページ（つるうち.ネット）でもご覧になれます。

また，今年度の「同好会代表者連絡会」でお世話をしてくださることになったのは次の方です。
会 長 芝山 トキさん（編物手芸）
副会長 弓場 登さん（囲碁・将棋），大山 禎子さん（ヨーガ），平山 秀子さん（木目込み人形）

ベビーマッサージの講座について
定員に達しました。
お申込いただいている方へ・・・２階の大会議室
の乳児相談の会場の一角にて実施します。

賑わう子ど
も将棋教室
（２０年度の

写真）


