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☆ 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，

育児相談等
日時 １２月２２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８月生まれ）に個人通知。
・乳児相談 １３：００～１５：００

乳幼児と保護者の方どなたでも。
また，離乳食相談もあります。

お問い合せは勝賀保健ステーション（電話８８２-
７９７１）弦打地区担当保健師・真鍋へ。

内容 クリスマスに向けて，LED電球を使った光るリース
を作りましょう。※クリスマスリース・・・クリスマス
用の装飾された輪のこと。

日時 1２月１１日（日） ９：００～１１：００
場所 弦打コミュニティセンター駐車場
対象 小学生以上の方

（小学１～３年生は保護者同伴）
講師 大西 貞義さん（高松市少年教育指導員）
費用 材料費３００円（当日集金）
定員 ２０人（先着順）
申込 １１/３０（水）までに直接来館または電話（８８２-

０２８５）で申し込んでください。
お願い 材料費の関係もありますので，連絡なしの

キャンセルはご遠慮ください。

♪ 光るクリスマスリースを作ろう

おいしいお餅を，伝統的な臼と杵でついてみませんか。
できたてのお餅が味わえます。
保護者のみなさん，地域のみなさん，どんどん参加し

てください。どなたでも参加できます！

日時 １２月１１日（日）９：００～１２：００
場所 弦打コミュニティセンター駐車場
主催 青少年健全育成連絡協議会

コミュニティ協議会青少年育成部会

■ 餅つき大会

♪ 「人権」学習講座があります
日時 1月２０日（金） １３：３０～１５：００
講師 高松市教育委員会人権教育課

くわしくは1月1日号でお知らせします。

弦打コミュニティセンターの駐車場は，コミュニティセ
ンター，出張所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。
また，コミュニティセンターは，年末１２月２９日（木）

～年始１月３日（火）まで閉館させていただきます。１２
月２８日（水）は通常と異なり１７時閉館とさせていただ
くため，１７時に駐車場のチェーンをします。 ご協力
をお願いします。

弦打コミュニティセンター駐車場の
ご利用について （お願い）

〔高齢者教室〕

♪ 世代間交流ふるさと学習
日時 １２月６日（火）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分に体育館に集合し

てください。

内容 囲碁・将棋大会の参加者募集
日時 1月１５日（日） ９：００～（受付は８：３０～）
場所 檀紙コミュニティセンター

（高松市御厩町７７５－１ 電話８８６－４９５５）
対象 弦打・下笠居・香西・鬼無・国分寺・檀紙地区に

在住する方
費用 １,５００円（昼食付き） 申込時に集金。
申込 １２/２７（火）までに，弦打地区在住者は弦打コミュ

ニティセンターへ来館し，参加費を添えて申し込
んでください。

主催 第56回（平成23年度）高松市西部地区囲碁・将棋
世話人会檀紙地区世話人会

☆高松市西部地区囲碁・将棋大会

同好会代表者連絡会
１２月１日（木） １０：００～コミュニティセンター和室

■ ふるさと学習探検隊
12月4日（日） ９：００～ 本村（鶴市町）界隈を訪ねて
くわしくはチラシをご覧ください。
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☆17時閉館

予定は1１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。

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

日

相続税の対策はお済みですか？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。「うちは相続税を払わなければいけないの？」「少しでも税金をおさえ
たい」「相続時にもめたくない」・・・。少しでも多くの財産を残すため,  早めに手
を打ちましょう。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。

川上智也税理士事務所 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。

広告欄に掲載を希望さ

れる方は，「つるうち.ネッ

ト」で配布のチラシをご覧く

ださるかコミュニティセン

ターまでお問い合わせくだ

さい。
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☆同好会代表者会議
■避難訓練
☆幼児歯科検診
♪小学校家庭教育学
級講演会
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本津川・香東川一斉清掃
高松市民の水源として利用されている香東川や本津川，そのきれいな水の流れを守るために，両河川

沿いに散乱するごみや空き缶等を回収する地区内一斉清掃を行います。各自治会（衛生組合）の皆様に
はこのボランティア活動にご協力をよろしくお願いします。

■日 時 平成2３年12月４日（日）８時～（※雨天の場合は1１日（日）に順延）

■集合場所 各自治会（衛生組合）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。
・清掃用具は各自ご持参ください。
・ゴミ袋・軍手等は用意します。 （弦打地区衛生組合協議会より）
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閉館日（天皇誕
生日）

弦打コミュニティセンター年末大掃除
今年も日頃よりご利用いただいています地区内各種団体・同

好会の皆様にご協力いただき，次のとおりコミュニティセン
ターの大掃除を予定しております。

■日 時：１２月 ２０日（火）午前９：３０～１１：３０
■場 所：弦打コミュニティセンター館内・敷地
お問合わせ：弦打コミュニティセンター事務室

（コミュニティセンターより）

ふるさと学習探検隊「本村（鶴市町）
界隈を訪ねて」は別添資料をご覧く
ださい！ぜひ参加してくださいね。

歳末たすけあい運動
歳末たすけあい運動の季節になりまし

た。歳末たすけあい募金は，新たな年を
迎える時期に支援を必要としている人々
のための募金です。「みんなでささえあう
あったかい地域づくり」を目標に，今年も
みなさまのご協力をお願いいたします。
（高松市日赤奉仕団弦打分団より）

◆歳末たすけあい運動
１日～３１日


