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平成２１年１２月１日号
弦打地区の人口（１１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

4,60610,5445,3815,163

4,65210,6135,4305,183

高松市民の水源として利用されている香東川や本津川の大切な水をきれいにするために，
両河川沿線のごみや空き缶等の清掃を行いますので，各自治会等からボランティアとして
のご協力をよろしくお願いします。

■日 時 平成2１年12月6日（日）８時～（※雨天の場合は1３日（日）に順延）
■集合場所 各自治会の衛生組合長から連絡があります。

・作業のできる服装で参加してください。(できる限り長靴でお願いします）
・清掃用具は各自ご持参ください。
・ゴミ袋・軍手は用意します。 （弦打地区衛生組合協議会会長）

文化祭で親子陶芸体験教室に参加された方へ親子陶芸体験教室に参加された方へ
１２月５日（土）午前９時３０分～１２時１２月５日（土）午前９時３０分～１２時の間に，焼きあがった作品をお渡ししますので，弦打
コミュニティセンター図書室へ受け取りに来てください。（担当：民生・児童委員）

個人の皆様！「確定申告」の事前対策はお済ですか？
「思ったより利益が出そう」「今年から消費税の納税がある」「土地・建物を売った」
などなど有利な対策は年内にしか行えないものがほとんどです。ぜひ一度ご相談ください。
今なら「60分無料相談実施中！」お問合せは「川上智也税理士事務所」へ

〒761-8031 高松市郷東町29-5-304 TEL087-813-0166
メール：t-kawakami1214@kyj.biglobe.ne.jp
URL ：http://www.benefit-creation.jp

弦 打 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 ま ち づ く り 協 賛 広 告 欄

弦打校区コミュニティ
協議会は，地元企業
等とも協働したまちづ
くり活動をすすめます。
掲載希望の方は，コミュ
ニティセンター窓口，ま
たは「つるうち.ネット」で
配布のチラシをご覧くだ
さい。

写真
（上側 左より）保健委員会に
よる健康相談，展示，婦人会
によるバザー

(下側 左より）本村自治会の
獅子，青少年健全育成等によ
る本の読み聞かせ
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平成２２年度園児募集について
募集期間（土日を除く）

３歳児 ……H２１年１１月２６日(木)～１２月１０日(木)

４・５歳児…H２２年２月１２日（金）～
欠員状態により順次受け付けます。
ただし即入園希望者を優先します。

受付時間 ８時３０分～１７時まで

問合せ先 弦打幼稚園 ☎881-3563

※特別な支援を要する園児の拠点園になって

おりますのでお問い合わせください。

※親子同伴で来園ください。

※印鑑と８０円切手をご持参ください。

今年もコミュニティ協議会青少年育成・防犯部会，
青少年健全育成連絡協議会主催で餅つき大会を
開催します！ご家族・ご近所お誘いあわせてお越
しください。

日 時：１２月１３日（日）午前９時～

場 所：弦打コミュニティセンター
※お正月のしめなわ作りも同時開催。詳しくは４ページをご覧ください。

赤い羽根
共同募金運動

11月２６日(木）開催の高松
市社会福祉大会で弦打校区
から次の方が表彰されました。

高松市支会長表彰該当者

横井隆明さん，
礒村融卓さん

高松市支会長感謝該当者

河野勲さん

写真は２０年度餅つきの様子
役員の皆様のご協力により子どもたちにとっては思い出深い体験
となりました。

１１月１０日(火）開催の定例会報告をいたします。出席者は７名。協議題は，「ふれあい交流事業会バザー出店の総括と今

後の活動計画について」でした。一人ひとりが主役となった今回の「やきいもの会」のデビューは無事終わり，大成功だったと
思われます。口々に，喜び，感謝，充実感が語られました。テントの設営から芋の仕入れ，焼く作業，販売，後片付けに至る
まで，わたしたちの予想をはるかに超えてたくさんの方々のご協力のもとに運営することができました。これもひとえに地域の
皆様のお陰です。どうもありがとうございました。

何よりうれしかったことは，障がい者の家族の方々から，「子どもにとって地域社会参加への初体験であり，地域の中で生き
ていく自信が持てた。」と語られたことです。これからもいろんな人がいろんな思いを持って自分の窓を開けて出て来られるこ
とを願ってやみません。

今後の予定です。
１ １２月定例会 (１)  日 時 １２月１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 今後の年間活動計画を考える

２ 会員募集
身体障害者手帳・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

弦打コミュニティセンターで活動している子育
てサークル「スマイルキッズ」の開催日に保育所
職員が参加し，楽しい遊びを紹介しています。
関心のある方はぜひお越しください。

*地域の子
どもたちが
保育所に遊
びに来る
「わくわくひ
ろば」とは別
のものです。



― 3―

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

西部地区合同反射材使用交通安全無言
キャンペーン

１２月１１日（金）１８時～１９時
郷東町ミラクルタウン交差点付近

老人クラブ

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 歳末たすけあい募金の集計

9:30～
10:00～

1２日（土）
弦打コミュニティセンター

高松市役所１３階
多重債務問題講演会13:00受付

13:30開演
１２月 ７日（月）

場 所行 事日 時

弦打婦人会（日赤奉仕団）では，12月
1日～31日の間，歳末たすけあい運動
を行います。２１年度スローガンは「み
んなでささえあうあったかい地域づく
り」です。ご協力よろしくお願いいたし
ます。

日 時： １２月２日（水）３日(木） 受付は12：45～13：00

場 所： 弦打コミュニティセンター 大会議室など
対 象： 2歳児〔対象者には個別にハガキが届きます〕

内 容： 歯科健診，ブラッシング，希望者にフッ素塗布

持参物： 母子健康手帳，歯ブラシ，コップ，手鏡，エプロン，

ティッシュペーパーやタオル
費 用： 無料
詳しいお問い合わせ等は勝賀保健ステーション保健師（８８２－７９７１）

へご連絡ください。

老人会ヨーガ 12月14日(月) 3:30～ 弦打コミュニティセンター和室

弦打のこんな人
本村の諏訪ユリ子さんが，弦打コミュニティセン

ター敷地に「ハマボウ」と「水仙」を植えてくださいまし
た。

また，諏訪さんは毎週水曜日，コミュニティセンター
館内にも自宅で作った花を持ってきて飾ってくださっ
ています。

ありがとうございます。 （コミュニティセンター職員）

身体測定・育児相談等
日時：１２月１６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８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

日本赤十字社香川県支部
創設１２０周年記念赤十字大会

表彰受賞者 山口 輝代さん
分 団 表 彰 弦打分団

図書室より
１０月２６日（月），弦打コミュニティセンター図書室で，大人向け1578冊，児童向け1829冊の図書入れ替えがあり

ました。ご利用ください。本はお一人につき１５冊・１５日以内の貸出となります。
新規の方：カードを作りますので，事務室へお寄りいただき，書類に記入してください。（運転免許証等身分を証

明するものが必要です）

弦打コミュニティセンター駐車場の利用について
駐車場は，弦打コミュニティセンター・出張所等の利用者のためのものです。御用のない方の駐車はご遠慮くだ

さい。
なお日曜日は１７時閉館のため１７時にチェーンをしますのでご注意ください。

コミュニティセンター
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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１２月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容・日 時・講 師講 座

◆申込要： １２／１１（金）まで。◆運動が
できる服装でタオルをお持ちください。◆
初めての方は保険に加入しますので，年
間保険料（１３０円）が必要です。是非参
加されてみてはいかがでしょうか。

タオル一本で手軽にでき
る体操を皆で楽しく実施。
原則第2月曜日
１０：００～１１：３０
5月より開始しています。

今後は１２月１４日，１月１８日，
２月８日実施予定です。
講師：喜多 直美さん
（高松市コミュニティ
スポーツ指導員）

通年講座
（追加募集）

タオル体操

※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。

新年に向けて「しめ飾り」（完成後の作品は玄
関等に飾ってください）を作ります。
１２月１３日（日）９：００～１２：００
講師：弦打地区老人クラブ有志の皆さん
場所：コミュニティセンター敷地内（屋根のある屋
外）

対象：概ね小学生から大人まで。（※子ど
ものみの参加はできません。子どもが

参加する場合は，保護者も同時に参加し

てください。）

申込み要：１２／４（金）まで先着順で１５
組まで。◆無料◆はさみ・針金・針金を切
るペンチ・ごみ用ポリ袋が必要。なお必要
な人はお飾り用の半紙等を持参。敷物や
ズボン等，各自で 防寒対策と，汚れても

よい服装で。

「しめ飾り」
作成講座

〔高齢者教室〕 世代間交流 ふるさと学習

日 時：１２月１４日（月）１０：００～１１：３０ 場 所：弦打小学校体育館
今年も恒例の，弦打校区の老人クラブ会員と小学１・２年生が，おはじき，けん玉，あやとり，こま回し等，昔懐かしい
遊びで，交流を図ります。老人クラブの関係者は９時３０分に体育館まで。

←写真は講師の喜多さん

１０月１１日（日），岡山のダンスコンテストで勝賀中３年中村伸子さんが
優勝，勝賀中２年山崎巧喜さんが特別賞を受賞しました。

１１月１７日(火），弦打コミュニティセンターで，高松市教育委員会の石川能久さんを講師とし，「知ろう見よう考えよ
う」という人権学習を開催し，６０名ほどの参加者がありました。参加者から寄せられた感想の一部をご紹介します。
・同和問題が正しく理解されるよう，教育啓発活動を継続し，これらの問題について社会全体で共通な考え方を持つ

努力が必要だと感じた。相手の立場になって考え感じる訓練を若い人から老人までが実行し続けることが大切。
・ビデオの内容は良いものでした。もう一度，自分の考えを見直してみようと思いました。講師の話は短時間ではあり

ましたが，てきぱきとよくわかるようにしてくださったと思います。


