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☆すこやか料理教室（保健委員会活動）

日時 ５月２３日(水) ９：３０～１３：００
場所 弦打コミュニティセンター調理室
講師 友澤 敏雄さん（海鮮料理「百とら」代表）

食生活改善推進員さん
対象 地域の男女
費用 材料費実費（1,000円前後）を当日徴収
申込 5/19（土）までに主催者の食生活改善推員・

天弘 （あまひろ）さんへ直接,  電話
して申し込む。

定員 先着２０人
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参。

内容 俳句の季語など基本を学び，実際に俳句

を作ります。
日時 ５月１８日（金）９：３０～１１：３０
場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室
講師 山崎 萱草さん（かつらぎ同人）
対象 俳句に興味のある人

（俳句初心者の方，大歓迎）
費用 無料
申込 5/16（水）までにコミュニティセンター

へお申し込みください。
準備 筆記用具を持参

♪俳句で季節を遊んでみませんか

☆保健師による乳児相談
身体計測，発育・発達状況の観察，育児相談等
日時 ５月２４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か月児相談 ９：１５～９：３０ 受付
対象者（２４年１月生まれ）に個人通知。

・乳児相談 １３：００～１５：００
１３：３０～ 歯科衛生士による「歯みがきの
お話」があります。

♪コミュニティセンター講座
子ども将棋教室 ,  ベビーマッサージ ,  リフレッシュ
体操 についての受付は，５月８日（火）までの土・
日・祝日を除く，９ :００～１７ :００に直接来館してお
申し込みください。
（詳しくは弦打コミュニティセンター便り４月号や
ホームページに掲載しています。）

☆民生委員会からのお知らせ
５月１２日は民生委員・児童委員の日です。全国民

生委員児童委員連合会では，毎年この日を起点に一週
間を民生委員・児童委員活動の強化週間としています。
弦打地区民生委員児童委員協議会では，強化週間に

合わせて相談窓口を開設します。
身近な相談やお困りごとがありましたら，お気軽に

お立ち寄りください。
※ご相談の内容につきましては，秘密を厳守します。
日時 平成２４年５月１２日（土）,１３日（日）

午前１０時～午後１時
場所 弦打コミュニティセンター図書室

☆高松市中央図書館弦打分室（図書室）より
平成２４年度弦打コミュニティセンター図書室に

配置される雑誌は， ＥＳＳＥ（エッセ），すてき
にハンドメイド，日経ＰＣ２１，ナイスタウンです。
貸出は発売日の１ヶ月後から可能です。
図書室における本の貸し出しは，一人１５冊以

内・１５日以内【ただし，持ち出し禁止以外の本】
初めての方は手続きが必要です。運転免許証等，

本人確認できるものをご持参ください。

☆広報たかまつ・センター便り等の配布方法変更について
「広報たかまつ」【高松市発行（月２回）】と，「弦打コミュニティセンター便り」【弦打コミュニティセンター発行
（月１回）】等は，これまで自治会長さん宅等に弦打出張所の職員がお届けしていましたが，平成２４年度より「広報
たかまつ」は宅配業者が自治会長さん宅等に配達します。「弦打コミュニティセンター便り」等は弦打コミュニティ協
議会職員が自治会長さん宅等まで，月末の「広報たかまつ」の配付日までに配達します。

☆歯科健康教室
生涯を通じて自分で食べる楽しみやコミュニケー

ションを豊かにするために，歯を大切にしましょう。
下記の通り，歯の健康教室を実施しますのでお気軽
にご参加ください。
日時 ６月７日（木）
場所 弦打コミュニティセンター ２階
１３：１５～１３：３０ 受付
１３：３０～１４：３０ 歯科医師のお話
「口元のアンチエイジング～化粧品や食事以外の

解決法～」
講師 川上矯正歯科 院長 川上清一先生

１４：３０～１５：００ 歯科衛生士による
ブラッシングのお話

お問い合わ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。

http://www.tsuruuchi.net/
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◆地区大運動会
（雨天時は２７日）
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◆自治会総会
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♪幼児体操
♪すこやか料理

予定は４月１８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

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。

月 火 水 木
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♪乳児相談（勝賀
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☆国保納付相談
（9:00～16:00)
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♪親子チャレン
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◆障がい者の会
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♪リフレッシュ
体操
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相続税の対策はお済みですか？今後の税制改正により、相続税が大幅に増税と
なる可能性がございます。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。生前贈与や相続税の節税対策等は、早めに行えば行うほど
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
度ご相談ください。初回６０分はご相談無料です。
川上智也税理士事務所 ＴＥＬ ０８７－８１３－０１６６
高松市郷東町２９－５－３０４ 営業時間 平日（月）～（金）9:00～17:00
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♪幼児体操
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♪幼児体操
５
閉館日
（こどもの日）

金 土

４
閉館日
（みどりの日）

☆狂犬病予防注射
各家庭で飼われている犬は，狂犬病予防法の規定によ

り，狂犬病予防注射（毎年１回）が義務付けられていま
す。なお当日隣接する小学校での運動会のため駐車場の
混雑が予想されますので車での来場にはご注意ください。

日 時 ５月２０日（日）
１１:４０～１２:１０

場 所 弦打コミュニティセンター駐車場
お問い合わせは高松市保健所生活衛生課環境衛生係
電話（８３９－２８６５）へ。

☆弦打地区大運動会
日 時 ５月２０日（日）８：３０～

※雨天で中止になった場合は翌週２７日
場 所 弦打小学校運動場
主 催 弦打体育協会・弦打保育所・弦打幼稚園・弦打小学校
共 催 弦打校区各種団体
お願い 駐車場の十分な確保ができていません。車で来場され

た場合，駐車できないことが予想されます。車での来
場はご遠慮ください。
プログラムは決定後，別途お届けします。

☆廃食油収集
ご家庭で不要になった食用油をドラム

缶に移し入れます。油を入れてきた容
器は各自でお持ち帰りください。
日 時 ６月２日（土）

９:３０～１１:３０
場 所 弦打コミュニティセンター

駐輪場北側
婦人会がお手伝いします。
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☆藤まつり
岩田神社（飯田町５１１番地）
４月２６日（木）～５月５日（土）

岩田神社の藤は，樹齢約８００年，
香川県指定自然記念物で，「孔雀
藤」と呼ばれ，１本の幹から広がり，
花房は１メートルから２メートルに
も垂れ下がって見事です。
天候によっては藤まつりの期間
外でも見られるかもしれません。

ふじなみや おと無き風の

よりどころ 梅下庵主人

岩田神社の藤の花が見頃です

♪子ども将棋・ベビー
マッサージ・リフレッシュ
体操申込締切（８日）


