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◆すこやか料理教室 保健委員会活動 

日時  １０月２４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  地域の男女どなたでも 
講師 食生活改善推進員 
費用 材料費実費（４００円程度）を当日集金 
申込 10/20（土）までに主催者の食生活改善推 
   進員・天弘 （あまひろ）さんへ電話して申し 
      込む。 
定員 先着２０人     
持参 エプロン・ハンドタオル・三角巾等 

♪グローバルセミナー韓国に触れよう 
内容 韓国の簡単な言葉の学習と,「韓紙」で， 
   すてきなキーホルダーを作ります。 
対象 どなたでも 
日時 １１月１０日（土）１０：００～１２：００  
場所 弦打コミュニティセンター 
講師 金 洗賢（キム セヒョン）さん 
   【香川県国際交流協会】 
費用 材料費実費【６００円程度】当日集金  
申込 11/5（月）までに直接コミュニティセンター  
   へ。または電話（８８２－０２８５）で。      
定員 先着２０人【連絡なしの欠席や直前のキャン 
      セルは実費をいただきます。】 

   ♪男性料理教室 
内容  オリーブハマチを使った料理など 
対象 料理初心者・中級者の男性 
日時 １０月２０日（土）９：３０～１２：００  
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 
費用 食材費実費【1,000円程度】（当日集金） 
申込 10/15（月）までに直接コミュニティセン 
   ターへ。または電話（８８２－０２８５）で。      
定員 先着１５人 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参。 
   オリーブハマチのさばき方を専門家が指導 
   してくれます。ぜひご参加ください！ 

   弦打地区地域ふれあい交流事業（文化祭）が開催されます 
 ◎作品展（弦打コミュニティセンター） 

  １１月 ３日（土）午前９時～午後５時，１１月 ４日（日）午前９時～午後３時 

   ◎学習発表会（弦打小学校体育館） 

    １１月 ４日（日）午前９時～午後２時頃 

  主催：弦打地区地域ふれあい交流事業実行委員会 

◆出展・出演の申込締切 

 自治会関係は各自治会長を通じて，また同好会関係は代表者よりコミュニティセンターへ，１０月５日   

  (金）までに所定の用紙に記入しお申し込みください。締切厳守。 

◆弦打コミュニティセンター施設利用制限のお知らせ 

 １１月２日（金）～５日（月）の期間は駐車場や図書室，会議室の利用が制限されます。 

◆チラシ配付について 

 学習発表会プログラム等を掲載したチラシの配付は「弦打コミュニティセンター便り１１月号」とともに 

  お届けする予定です。 

◆バザー券購入にご協力ください 

 自治会等を通じてバザー券を配付しますので購入をしてください。なお平日午前９時～午後５時の間に 

  コミュニティセンターでも購入できます。（バザー券配付・販売は１０月２０日以降） 

◆産直コーナー出展者と，学習発表会司会者を公募します。要項と申込用紙はhttp://www.tsuruuchi.net/  

    のトップページよりダウンロードできます。コミュニティセンターにも配置します。  

♪親子チャレンジ教室【後期８回】  
日時 １０月～２月の第２・４火曜日の８回 
    （１月８日と２月２６日は除く） 

      １０：００～１１：３０（10月9日開始） 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
対象 １歳児後半から３歳児と保護者 
講師 笠井 敏恵さんほか 
   （高松市コミュニティスポーツ指導員） 
費用 １，５００円（保険料を含む後期の受講料・ 
   材料費に充当。不足した場合の追加有り。） 
申込 平日の9：00～17：00に保護者が参加費を添 
   えて申し込む。 
備考 前期受講者も申込が必要。（自動継続なし） 

http://www.tsuruuchi.net/
http://www.tsuruuchi.net/
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♪幼稚園 
 家庭教育学級 
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■はかりの定期 
  検査 
◆障がい者の会 
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◆自主防災協議会  
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◆保健委員会 
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☆ふれあい交流 
（文化祭）出演・出展
申込締切 
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■廃食油収集      
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♪親子チャレンジ 
   教室 
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♪ベビー 
  マッサージ 
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♪65歳からの元気 
    いきいき教室 
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■防災部会 
■生涯学習 
  スポーツ部会 
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♪子ども将棋 
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◆連合自治会 
  理事会 
☆はぐぐみ学級
（離乳食講習会） 
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■総務広報部会 

 
 

20 
♪男性料理 
    教室 
■校区内夜間 
    巡視 
 

 
 

21 
 

 

22 

 

23 
♪親子チャレンジ 
  教室 
♪リフレッシュ体操 
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◆すこやか 
  料理教室 
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☆乳児相談（ふれあい 
    福祉センター勝賀） 

◆学校施設開放 
  運営委員会 
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予定は9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。 

日 月 火 水 木 金 土 
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♪子ども将棋 
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☆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 １０月６日（土）９:００～１２:００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐輪場北側  

☆はかりの定期検査 
日時 １０月２日（火）１０:００～１５:００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐輪場 
問合 高松市地域政策課消費生活係 
  （電話８３９－２０６７） 
※検査には手数料が必要です。  
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閉館日 
（臨時） 
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閉館日 
体育の日 
 

☆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 １０月２５日（木）  
   １３：００～１５：００ 
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があります。 
 

☆弦打地区胃がん集団検診・予約開始の 
   お知らせ 
今年度からお知らせは個人通知になっています！ 
※事前に予約が必要です。弦打地区の予約は１０
月１日(月）から受け付けております。予約は勝
賀保健ステーションへ。（コミュニティセンター
では予約できません。）定員５０名です。 
日時 １１月２２日(木）８：３０～１０：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター 
 

 
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。 

 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。  

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

   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 
 

 ☆弦打幼稚園未就園児園庭開放 
～かわいいおともだち遊びに来てね～ 

日時 １０月１０日(水)１０:００～１１:３０ 
場所 弦打幼稚園園庭 
問合  弦打幼稚園（電話８８１－３５６３） 
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◆自治会長会 
     
 

１７日のはぐくみ学級（４～７か月乳児の保護者） 
日時は１０：３０～１２：００【受付は１０：００～１０：３０】 
予約は高松市保健センター（電話８３９－２３６３）へ。 
実施場所は弦打コミュニティセンター。 


