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平成２１年６月１日号
弦打地区の人口（5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

4,55910,4515,3385,113
4,65710,6435,4275,216

地区運動会 自治会対抗得点種目成績表
５月２４日(日）に，弦打小学校・幼稚園・保育所と，

体育協会合同で，地区運動会が小学校運動場で盛
大に開催されました。今年度は雨の心配のうえに，新
型インフルエンザの広がりの問題が重なり，開催が出
来るかどうか心配でありましたが，無事実施することが
できました。自治会対抗種目の結果は，右のとおりで
総合優勝は鶴市西団地自治会です。おめでとうござ
います。

運動会では，開会式で新入児童の力強い言葉があ
り，我々大人も頑張れる勇気をもらいました。参加者
数は本年度が一番多く，子どもたちの一生懸命な演
技や遊戯を見ることによって大人たちも自然とムード
が高まり，各自治会，一般参加者も最高の盛り上がり
であったと思います。また，校区の子どもや大人との
ふれあいの場としても大きい成果でありました。

これも賛助金を頂いた企業の皆様をはじめ，先生方，
各自治会，各種団体の協力のお陰と，主催者として
感謝いたします。校区の皆様ありがとうございました。

（文 体育協会会長）

５６．０１６１４６-４１６オレンジハイツ

９１．８１８１６７８．８２４１８鶴市西団地（1位）

６６．４１８１８３７．４８１２鶴市団地

７６．７１２１８５４．７２５１２クレアガーデン

２４．２--７４．２３１０新地

６１．９１４１８０６．９７１６郷東

８３．５１２２０１１５．５１７１８中津（3位）

６７．９１４１６７７．９１１１２御殿

７０．３２０１６４７．３３２０明見

７４．９２０-１４９．９１１２０中所

７０．０１２１２０９．０２３１４本村

７５．７１０１２８６．７２３１６相作

６２．６１６１２４６．６１０１４大暮

６０．７１６１０８７．７１１８小坂

７０．３１４１４７９．３６２０青木

８９．０１８２０８８．０２５１０定木（2位）

７１．６２０２０６６．６５１４半田

５５．４１０１４１８．４１２１０南定木

男子女子
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水道に対する理解を深め，健全な発達を図るため，厚生労働省では６月１日～７日を｢水道週間」として定めて
います。この水道週間に合わせて高松市水道局では，夕ぐれコンサートをはじめ，たくさんの行事を実施します。

６月６日には，水道資料館でのコンサートや，打ち上げ花火（５００発）があります。
日 時：６月６日（土） 開場１７時 開演１８時
場 所：高松市水道資料館中庭芝生広場（鶴市町１３６０番地）
入場料 : 無料
出 演 : アウローラ，本多春奈，ドートレトミシー
曲 目 : アメージンググレース，見上げてごらん夜の星を ほか
＊雨天時は翌日7日（日）に順延
主催 高松市水道局
共催 高松市・弦打校区連合自治会・高松市上下水道工事業協同組合
後援 高松市教育委員会
協賛 高松市上下水道工事業協同組合協力会

問合せ先：高松市水道局経営企画課 ℡８３９－２７１１



― 2―

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。

７月号掲載対象は７月13日(月)締切。

老人会ヨーガ6月8日(月),22(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

敬老会金婚祝について
対 象：昭和34年8月31日以前に婚姻の届け出をし，市内に1年以上居住している夫婦。
申込期限：6月30日(火）
問合せは高松市老人クラブ連合会事務局(℡８６２－０６５３）へ。

老人クラブ

日頃は地域の方々のあたたかいご支援をいただき感謝いたしております。皆様のご助力により，希望に満
ちて第１回定例会（５/12)を迎えることができました。ここに，ご報告いたします。

今回の参加者は新しい方を２名迎え，９名でした。自己紹介に始まり，この会は何をするのか，この会をどの
ようにしたいのか，めいめい夢を語りましたが，それぞれの立場から受け止め方が微妙に異なっています。共
通理解を図るためにはひとり一人の気持ちを大切にしながら言葉でまとめ，文章化することが必要であるとの
結論になりました。

また，哲学的な話し合いに終始せず，地域での社会参加を実現する行動力が重要であるとの声が出ました。
そこで，全員が参加できる本年度の活動目標を一つ設定しました。

以下，今後の予定をお知らせします。

１ ６月定例会 （１）日 時 ６月２日（火）１０：３０～１１：３０

（２）場 所 弦打コミュニティセンター小会議室

（３）内 容 ・ 本会の目的を明確にし，文章化する
・ 本年度の活動を具体化する手立てについて話し合う

２ 会員募集 身体障害手帳・療育手帳・福祉手帳をお持ちの方，またその家族の方々，
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

愛鳥週間に合わせ，野鳥保護の意識を高めようと
香川県が実施したポスターコンクールの表彰式が11
日，県社会福祉総合センターであり，約500点の応
募の中から知事賞3点，特選18点，入選80点が選ば
れ，小中高生17名が出席しました。

知事賞には，私たちの弦打校区から，神高彩乃さ
ん（青木自治会・勝賀中）が選ばれました！！

知事賞3点と特選のうち6点は，全国の2010年度の
コンクールに送られるそうです。

(情報提供 総務広報部ＢＭさん）

6月6日(土）９：３０～１１：３０ 弦打コミュニティセン
ター駐輪場の北にて，家庭で不要になった食用油を
収集します。希望者はプラスチック容器等に入れてご
持参いただき，ドラム缶の中に移し入れてください。
（容器は各自でお持ち帰りください。）

なお当日婦人会からもボランティアでお手伝いいだ
だくこととなっています。

ご協力をお願いします。
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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。

交通安全母の会

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

６月２日（火） 高松市交通安全母の会連絡協議会総会
13：00～受付 13：30～総会 高松市役所１３階

６月５日（金）9:00～ 勝賀中学校自転車点検

日時：6月24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

6月20日（土）締切

発達状況の観察・育児相談等
日時：6月24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2月生)に個人通知します。
乳幼児相談 11:00～12:00 乳幼児と保護者どなたでも。

弦打コミュニティセンター駐輪場廃食油収集９：３０～１１：３０６月 ６日（土)

弦打コミュニティセンター
９：３０～

１０：００～

役員会

支部長会
２０日（土)

献血ルーム献血ルームボランティア
９：４０～１２：４０

１３：４０～１６：００
14日(日）

場 所行 事日 時

：１，３００円自 己 負 担 金

：市内に在住する方で，40歳以上の方対 象 者

：(1) 問診

(2) 胃部エックス線間接撮影検査

バリウムを飲む検査です

検 診 内 容

：弦打コミュニティセンターと こ ろ

：８：３０～１０：３０受 付 時 間

：６月１日（月）と き

【胃がん集団検診】

：胸部エックス線間接撮影 無料
喀痰検査 ８００円

自己負担金

：市内に在住する方で，40歳以上の方対 象 者

：(1)胸部エックス線間接撮影検査
金具・プラスチック等がついていない下着・
Tシャツ等を着用してください。

(2)喀痰検査
希望者および問診の結果必要と認められた方

検 診
内 容

：弦打コミュニティセンターと こ ろ

：６月１7日（水）
９：３０～１２：００，１３：００～１５：００
<夜間>１８：００～１９：３０

と き

【結核・肺がん集団検診】

いずれの検診も自己負担金が免除される場合があります。
詳しくは，勝賀保健ステーション☎882-7971または，
保健センター☎839-2363へ。

弦打保育所では，毎月第2
木曜日に保育所を開放し
て保育所の子どもたちと交
流しあったり子育て情報を
交換したり，また育児相談
をしています。

親子のふれあいの場として
気軽に参加しませんか。

弦打保育所 問い合わせは弦打保育所（881-2552）

献血バスが来ます。献血を必要とする患者さんのためご協力をお願いします。
6月4日（木） 9:30～11:00 サンエイ株式会社（郷東町）

12:00～13:00 香川ビジネスフォーム（郷東町）

と き ６月２７日(土)
１０：３０～１３：００

ところ 弦打幼稚園
内 容 善意の品・手作りの品の販売，

食バザー，ゲームコーナーなど
収益金は，ＰＴＡ活動や子どもの健全育成，園外
体験など，子どもたちのために有益に使用させて
いただきます。ぜひ，お誘いあわせてお越しくだ
さい。よろしくお願いいたします。

弦打幼稚園 問い合わせは
弦打幼稚園 (881-3563)
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弦打コミュニティセンター講座受講生募集 Ｈ２１年６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

＊講座の日時・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。 ＊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きます。（材料費等発生するため）＊子どもさんが参加される場合の行き帰りの安全には，保護者が十分お
気をつけください。＊汚れてもよい服装で参加してください。

申込要： ６／１２（金）まで
◆参加費：無料◆保護者の付き添いは，
話が聞ける子であれば不要。

大きな教授用将棋盤を使ってわかり
やすく説明します！！

小学生を対象（中・高生も可）に将棋教室をしま
す。初心者も大歓迎です。地域の囲碁・将棋の
愛好家に教えてもらいましょう。

６月１３日・２７日（土），７月１１日・２５日（土），
８月８日・２２日（土）の１０：００～１２：００

講師：弦打囲碁・将棋同好会の有志の皆さん

子どもの

将棋教室

申込要：６／１９（金）まで先着２０名程度。
◆タオル，室内用シューズ，水またはお
茶等。
◆スポーツの保険に加入しますので1人
１０円が必要（当日集金）。
＊運動の出来る服装でおいでください。

椅子に座ってする高齢者にも対応した体操をし
ます。
６月２２日（月）１０：００～１１：３０
講師：多田 桂子さん

（【社】日本３Ｂ体操協会公認指導士）

３Ｂ
（サンビー）
体操

7／１０（金）まで先着２０名程度。
◆１００円程度（ボンド代・当日集金）。◆ネジ
蓋つきのプラスチック容器（ガラス瓶は不可），
ダンボールかベニヤ板（作品持ち帰りのた
め），新聞紙，タオルを持参。
＊１～２年生は保護者の付き添いが必要。

紙芝居による環境学習と再生紙を使った貯金箱
作り。※詳しくは来月号で。
７月２２日（水）１４：００～１６：００
講師：高松市環境プラザ職員
対象：小学生

申込番号１
【夏休み】
環境学習と再生紙
から貯金箱作り

7／１７（金）まで先着１０名。 ◆３００円程度
（材料費を当日集金）◆新聞紙，セロテープ，
油性の黒色マジック，タオルを持参
＊１～２年生は保護者の付き添いが必要。

７月２４日（金）と７月３１日（金）
１0：００～１２：００の２回連続
【２回で完成ですので２回とも参加ください】
講師：越智 文美惠さん
対象：小学生

申込番号２
【夏休み】

紙猫人形作り

7／１７（金）まで先着２０名。
◆３０0円程度（材料費を当日集金）
◆のり，ハサミを持参

和紙でちぎり絵を作り，すてきなうちわが完成し
ます。
７月２９日（水）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子さん
対象：小学生

申込番号３
【夏休み】

うちわの
ちぎり絵

7／１６（木）までそれぞれ先着２０名。
◆５００円程度（粘土代等を当日集金）
◆牛乳パックまたはガラス瓶・タオル・ハサミ
を持参
＊原則として保護者の付き添いは不要です。
子ども自身の力で作品の完成を目指すため
です。
保護者の方へ：粘土で部屋がかなり汚れま
す。お迎え等の際に片付けをしてくださると
助かります。

カラフルな粘土を使って貯金箱や鉛筆立て，小
物入れ等を作ります。
７月３０日（木）１０：００～１２：００（午前の部）

１３：００～１５：００（午後の部）
希望の時間をどちらかお申し出ください。
【２時間で完成します】
講師：中村 直美さん（クレイクラフト作家）
対象：４歳～小学生

申込番号４
【夏休み】

軽い粘土で作る
作品教室

◆ ７／30（木）まで先着20名程度。◆ハサミ

筆記用具を持参◆２５０円程度（材料費を当
日集金）
＊１～２年生と未就園時は保護者の付き添
いが必要。

「ぶんぶんゴマをまわそう。」
ぶんぶんゴマを作ってみましょう。
８月７日（金）１０：００～１１：００
講師：松原 俊男さん（サイエンスボランティア）
対象：小学生（幼児も可）

申込番号５

【夏休み】

わくわく
サイエンス教室


