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①わくわく子ども実験室
～西ブロック現代的課題講座～

内容 スライドによる環境学習，クイズ。手回し発電機・
ドラえもんのソーラーカー模型で電気を作る実験
と「備長炭電池」で電子オルゴールを鳴らす実験。

日時 ７月２２日（金）１３：３０～１４：３０
場所 弦打コミュニティセンター大会議室
対象 小学１～３年生
講師 四国電力総務部広報課
費用 無料
申込 ７/２０までに電話か来館して申し込む。

定員 先着３０人程度
備考 保護者の付き添いは不要。

③地図入門
内容 弦打校区内を実際に歩き，地図の見方と活用に

ついて学習
日時 ７月３０日（土），８月６日（土）の２回連続

９：３０～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター小会議室ほか
対象 小学４～６年生, 中学生

講師 川崎 正視さん
費用 保険料実費
持参 筆記用具・水筒・帽子・雨天時は雨具
申込 ７/２７までに電話か来館して申し込む。

定員 先着１５人
備考 子どもだけでも，保護者が付き添ってもよい。

④「世界にひとつ！❤◆★■■★◆❤

マイエプロン・マイバッグを描こう」
内容 エプロンかバッグ（布製）に絵を描くことで

すてきなオリジナル作品に仕上がります。

日時 ８月１日（月）１０：００～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター小会議室
対象 小学１～６年生（弦打校区在住の方）
講師 喜多 直美さん
費用 材料費として，エプロンの人は４００円，バッグ

の人は３００円（当日集金）
持参 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具一式（持っている人）

申込 ７/４～ ７/２５までの平日９時～１６時に電話か来
館して申し込む。<定員に達したら終了>

定員 先着順でエプロンは９人，バッグは８人
備考 小学１～３年生の保護者はできれば付き添い

が必要。
事務室に見本がありますのでご覧ください。

②気象台 出前講座
内容 気象や天気図の見方についての学習
日時 ７月２９日（金）１３：３０～１４：３０
場所 弦打コミュニティセンター大会議室
対象 小学４～６年生，中学生
講師 高松地方気象台
費用 無料
持参 筆記用具
申込 ７/２７までに電話か来館して申し込む。

定員 先着３０人程度
備考 子どもだけでも，保護者が付き添ってもよい。

◆親子すこやか料理教室
「手早くできる朝ごはん」（プレーンオムレツ等）
日時 ７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
対象 １０組２０人の親子（先着順）
費用 材料費実費（４００円程度）を当日集金
申込 主催者の食生活改善推進員・天弘（あまひろ）さん

へ, ７/２３（土）までに電話する。
備考 エプロン・三角巾等を持参してください。

☆産業カウンセラーによる無料相談
内容 職場での悩み，離職・就職・転職等の個別相談
日時 ８月１０日（水）９：３０～１２：３０
場所 弦打コミュニティセンター小会議室
費用 無料
対象 市内在住・市内事業所の求職者・勤労者・学生。
申込と問合せ 要予約。日本産業カウンセラー協会

四国 支部香川事務所（ ☎ ８６７－７６６３）へ。

＊秘密は守られますので安心してお申込ください。

夏休みの講座①～④

♪行政書士によるくらしに役立つ講座 第２回「成年後見人制度について」
日時 ７月１５日（金） １０：００～１１：３０ 場所 弦打コミュニティセンター

・暑いので水筒を持参してください。 ・事故のないよう気をつけ
てください。 ・欠席の場合は必ず連絡してください。



日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5
◆障がい者の会
■交通安全

キャンペーン
（7:30～8:00）

6
♪幼児体操教室

7 8 9
♪子ども将棋教室

10 11 12
♪楽しい親子教室

29
♪気象台出前講座
（気象や天気図の見方

など）

14 15
♪行政書士による
くらしに役立つ講座

13
♪幼児体操教室

16
♪石けん作り

（女性教室）

17
臨時閉館日

18
閉館日
（海の日）

19 20 21 22
♪わくわく子ども

実験室

23
♪子ども将棋教室
♪親子工作教室

（小学校

家庭教育学級）

24 25 26
♪楽しい親子教室
♪リフレッシュ体操

27 
◆親子すこやか
料理教室（9：30～）

28
♪ベビーマッサージ

30
♪地図入門
（地図の見方と活用）

予定は６月20日現在のもので日時が変更になる場合があります。各団体にお
いて確認してください。
■コミュニティ協議会 ◆各種団体 ☆情報 ♪講座
※同好会や通常貸館は多数のため掲載しておりません。

相続税の対策はお済みですか？平成23年の税制改正により，相続税が大幅に増税される見込みになり

ました。今まで相続税の心配がなかった方も，相続税が発生するかもしれません。相続税の対策は早め
に行えば行うほどその効果が高くなりますので，相続税についてお困りの事がございましたら，ぜひ一
度ご相談下さい。

初回６０分は相談無料です。川上税理士事務所 TEL０８７－８１３－０１６６
〒761-8031高松市郷東町29-5-304 営業時間（月）～（金）9:00～17:00 

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

★保健師による乳児相談
内容 身体計測・発育・発達状況の観察，育児相談
開催日 ７月２８日（木）
場所 ふれあい福祉センター勝賀
・４ヶ月児相談 ９：１５～９：３０受付

対象者（平成２３年３月生まれ）に個人通知。
・乳児相談 １３：００～１５：００

乳幼児と保護者。離乳食相談があります。

31

★献血にご協力を
日時 ７月２５日（月）

１０：００～１２：００，１３：００～１６：００
場所 扶桑建設工業株式会社 水処理研究所（郷東町）

献血バスが来ます。

弦打コミュニティセンター職員募集
内 容 センター長
雇用期間 平成２３年８月１日～平成２４年３月３１日（次年度以降更新することがあります。）
応募資格 昭和１６年４月２日～平成５年４月１日に生まれた方で，市民に対する窓口業務を遂行する能力があり，

かつパソコン操作ができ，５年以上，高松市に住所を有する人，あるいは勤務している人。
採用人員 １名
応募方法 平成２３年７月５日（火）～７月１１日（月）に所定の雇用申込書・履歴書などを直接，弦打校区コミュニティ

協議会職員選考委員会（弦打コミュニティセンター内）に持参（郵送不可）。雇用申込書・履歴書等は７月１日

（金）より弦打コミュニティセンターに配置します。
問合せ先 弦打コミュニティセンター（ ☎ ８８２－０２８５）へ。

問合せ 勝賀保健ステーション（８８２－７９７１）へ。


