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①「からくり工作」を作ろう 
内容 持ち手を回すと，人形や動物が回転する「か 
   らくり工作」を作ります。 
日時 ７月２７日（金）１３：００～１５：００ 
場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
対象 小学１年生～中学３年生 
講師 大西 貞義さん（高松市尐年教育指導員） 
費用 材料費３００円 
申込 7/18(水)まで 
定員 ３０人（先着順）  
備考 ・個人で持参するものはありません。 
   ・小学校３年生以下は保護者同伴で。 
  【事務室カウンターに見本有。ＨＰに写真】 

② 親子で作る竹とんぼ 
内容 竹を削って竹とんぼを作ります。（鉛筆を 
   削ってナイフに慣れてから取り組みます。） 
日時 ８月４日（土）９：３０～１１：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
対象 小学１年生～６年生 
講師 植本 多寿美さん（鶴市町・男性） 
   川崎 正視さん  （飯田町・男性） 
費用 子ども一人につき５００円程度 
   （ナイフ・材料費・保険料など実費）    
申込 7/20(金)まで 
定員 子どもの数が２０人（先着順）  
備考 ・ナイフで手を切る恐れがありますので，保 
   険に加入します。 
   ・親子での参加となります。ただし，やむを 
   得ず保護者が参加できない場合，４年生以上 
   であれば子どもだけの参加を認めますので申 
   込時に申し出てください。  
   ・服装は動きやすいズボンなどで，汚れても 
   よいものを着用。  
   ・竹は川崎正視さんが提供してくれます。   

③ おかたづけグッズに絵を描こう 
内容 プラスチック製のバスケットとハンガーに 
   オリジナルの絵を描きます。 
日時 ８月８日（水）１３：００～１５：００ 
場所 弦打コミュニティセンター小会議室 
対象 小学１年生～６年生 
講師 喜多 直美さん 
費用 材料費５００円 
持参 ポスターカラーマーカー（持っている人）， 
   図案の参考となる資料や本。 
申込 8/6(月)まで 
定員 ２０人（先着順）  
備考 ・申込時にバスケットの色の希望を申し出て 
   ください。水色，黄緑色が各４個づつ，黄 
   色，ピンク色が各６個づつあります。色は先 
   着順。 
   ・図案を事前に考えて来てください。 
   ・当日は汚れてもよい服装を着用。  
   ・小学校３年生以下は保護者同伴で。 
  【事務室カウンターに見本有。ＨＰに写真】 

④ 親子手作り乾電池教室 
【西ブロック６センター合同現代的課題】 

内容 ＤＶＤ視聴などで電池の仕組みや正しい使い 
   方，間違った使い方を学び，実際にオリジナ 
   ルの乾電池を作ります。 
日時 ８月２３日（木）１３：３０～１５：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
対象 小学１年生～６年生と保護者 
講師 兼城 泰行さん(東芝ホームアプライアンス)  
費用 無料 
持参 はさみ・絵を描く道具（色鉛筆・マジック・ 
   クレヨン等） 
申込 8/17(金）まで 
定員 １０組２０人程度（先着順）  
備考 ・親子での参加が原則です。 
   ・「高松市西ブロック」主催なので，弦打地 
    区周辺の方も参加できます。 

☆親子すこやか料理教室（保健委員会活動） 

日時  ７月２８日（土）９：３０～１３：００ 

場所  弦打コミュニティセンター調理室 
講師 食生活改善推進員さん 
対象 幼児から小学生の子と保護者 
費用 材料費実費（一人３００円程度）を当日集金 
申込 7/22(日)までに食生活改善推進員・天弘さん 
   へ 電話して申し込む。 
定員 先着１０組の親子（２０人程度）    
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 

  次の①～④の受付は７月２日（月）より開始します。平日

の９時～１７時にコミュニティセンターに電話または直接来
館してお申し込みください。 

  費用は当日集金します。申し込み後にやむを得ずキャン

セルされる場合は，前日までに連絡してください。連絡なし
に欠席された場合は後日材料費など実費をいただきます。 

  暑い時期ですので各自でお茶をご用意ください。 

  「夏休み子ども講座」は，講師の先生・お手伝いを申し出

てくれた方・企業の皆様のご厚意で実施できています。保護
者の皆様にはできる範囲でご協力をお願いします。また子
どもたちも先生方のおっしゃることをよく聞いてくださいね。  

夏休み子ども講座 

http://www.tsuruuchi.net/
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♪俳句 

 

 

予定は６月１５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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♪元気いきいき 
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♪女性教室（石
鹸づくり） 
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☆胃がん検診 
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☆乳児相談（勝賀
保健ステーション） 
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◆障がい者の会 
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◆保健委員会・高
齢者教室「元気を
広げる人」活動（小
野川先生） 
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♪小学校家庭
教育学級（小学
校体育館） 
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☆胃がん検診 
♪親子チャレンジ 
♪リフレッシュ体操 

   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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♪夏休み講座
（大西貞義先生） 
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♪子ども将棋※ 
◆親子すこやか
料理 
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★胃がん集団検診 
今年度から，お知らせは個人通知になりました！ 
※検診当日は【胃がん集団検診受診券】を必ずご持参くだ
さい。対象者の方には，他のがん検診等受診券とあわせて
６月末頃お送りしています。 
※事前に予約が必要です。予約は勝賀保健ステーション 
（８８２－７９７１）へご連絡ください。定員５０名に達
した場合は，他の日程や会場をご紹介させていただく場合
があります。 
日時 ７月２３日（月）２４日（火） 
   ８：３０～１０：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター 
※詳細はお知らせをご確認ください。 

★献血 
日時 ７月５日（木）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。一人でも多くの皆様のご協力をお待
ちしています。 

問合 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。 

16  

閉館日 
（海の日） 

15  

閉館日 
（臨時） 

  
  
内容 俳句を作って詠みます。 
日時  ７月２０日(金）９：３０～１１：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター小会議室 
講師 山崎 萱草さん（かつらぎ同人） 
費用 無料 
申込 7/18（水）までにコミュニティセンター 
     へ電話（８８２－０２８５）か直接来館 
     してお申し込みください。 

♪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 ７月２６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）  
栄養士による離乳食相談あります。 

【女性教室】環境にやさしい石鹸づくり 
内容 廃食油を使っての石鹸作り 
日時 ７月２１日（土）１０：００～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター調理室 
対象 地域の方どなたでも 
     【参加お待ちしています】 
講師 弦打消費者団体 
費用 無料 
申込 7/13(金)までに，消費者団体・清水会長 
   またはコミュニティセンター（８８２－０２ 
      ８５）へお申し込みください。 

   

※子ども将棋教室 部屋変更について 
７月２８日（土） 和室⇒２階大会議室へ変更 


