
平成２３年８月発行（No５）
発行 弦打コミュニティセンター
〒761-8032 高松市鶴市町３５６番地３

TEL/FAX 087-882-0285
開館 月～土曜日・9時～22時 日曜日・9時～17時
弦打校区人口（7月１日現在）
男 5,185人 女 5,378人 総数 10,563人 4,740世帯

つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/

同好会案内
平成23年7月現在

同 好 会 名 代表者 指導者 活 動 内 容 曜 日 時 間

すみれ会 別枝 山口 リフォーム 第４月・第２木 ９：３０～１５：３０

さわやかダンス 黒鶴 井 曲にあわせてダンス 毎週月 １３：３０～１５：００

囲碁・将棋 弓場 囲碁・将棋 第１・３月 １３：３０～１６：３０

足もみヨーガ 佐々木 小林 足もみとヨーガ 第２・４月 １３：３０～１５：３０

木目込み人形 平山 畑本 木目込み人形作り 第４火 １３：００～１５：００

パソコン 別枝 高崎 パソコン練習 毎週火 １３：３０～１５：３０

ヨーガ 藤村 奈良 ヨーガで健康増進 毎週火 １９：００～２１：００

スマイルキッズ 細井 育児サークル 第１・３水 １０：００～１１：３０

絵手紙の会 穴吹 越智 絵手紙作成 第１・３水 １３：３０～１５：３０

フォークダンス 浜崎 片山 フォークダンスの練習 毎週水 １９：３０～２１：００

生命の貯蓄体操 古川 藤井 健康体操 毎週木 ９：３０～１１：３０

コーラスめだかの学校 藤原 喜多 童謡・唱歌練習 第１・３木 １０：００～１１：３０

フラダンスひまわり 滝口 井 ハワイの手話で表現するダンス 毎週木 １３：３０～１５：００

リルシスター 太田 多田 幼児のダンス 毎週木 １５：３０～１６：３０

シスター 中村 森末 小学生のダンス 毎週木 １７：００～１９：００

３Ｂ体操 森 多田 ストレッチ体操 第２・４木 １９：３０～２１：００

太極拳 龍野 谷澤 太極拳 毎週金 １０：００～１２：００

かきかた毛筆 平井 久保 かきかた毛筆 毎週金 １６：００～１８：００

大正琴フレンズ 加藤 中嶋 大正琴の練習 毎週金 １９：００～２１：００

かな書道 高崎 渡辺 かな書道 月３回土 １３：００～１５：００

カメラクラブ 石井 三木 写真撮影・作品の講評 第２土 １８：３０～２０：３０

生涯学習はじめませんか！
弦打コミュニティセンターでは，同好会活動実施基準に基づき，現在２１の団体が日常

生活の余暇を効果的に活用し，学習意欲の向上や健康増進のため，代表者がとりまとめ
をして同好会活動を行っています。（代表者の連絡先はコミュニティセンターにお問い合
わせください。）

※日程等については変更になることがあります。※満員で入れないこともあります。
※毎週活動の場合,  第５週は原則休みになります。 （代表者と指導者の敬称略）

内 容 センター長
雇用期間 平成２３年９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８月１日（月）～８月１５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８月１日 （月）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。
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予定は７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。
8月は閉館日はありません。
■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 ８月２５日（木）
場 所 ふれあい福祉センター勝賀

(高松市香西南町４７６－１ )
・４ヶ月児相談 ９：１５～９：３０受付

対象者（平成２３年４月生まれ）に個人通知。
・乳児相談 １３：００～１５：００

乳幼児と保護者。
１３：３０～婦人科医師による「子宮頸がんについて」
の講演があります。

問合せ 勝賀保健ステーション（８８２－７９７１）へ。
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日 月 火 水 木 金 土

☆高松まつり総おどり参加

8月14日（日）開催の高松まつり総おどりに「高松
市コミュニティ連」として，弦打校区から今年も６人
が参加します。

当日は高松中央通りにて踊ります。地域のみな
さま，応援よろしくお願いします。

高松まつり
８月１２日（金）～１４日（日）

つるうち.ネット

http://www.tsuruuchi.net/
7月中旬にマイナーチェンジ（手直し）しました。

コミュニティセンターの講座や行事予定，地域の情
報等が，すっきり見やすくなっています。
また，コミュニティ協議会の７部会（青少年育成部

会・交通安全防犯部会・保健福祉部会・環境衛生部
会・防災部会・生涯学習スポーツ部会・総務広報部
会）の活動予定日等は，ホームページで新しい情報
がご覧になれます。
ぜひパソコンを開いてクリックしてください。
携帯電話からもご覧になれます。
（通信料がかかる場合があります。）

☆初めてでもできる「会計」の本
コミュニティセンターには，すぐに役立つ団体の

会計の仕組みを平易に解説した実践的な会計マニュ
アルの本があります。自治会・PTAなど，各種団体
の皆様でご覧になりたい方がいらっしゃいましたら，
事務室へお申し出ください。

☆産業カウンセラーによる無料相談
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
対象 市内在住・市内事業所の求職者・勤労者・学生。
日本産業カウンセラー協会（ ８６７－７６６３）へ要予約。


