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♪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。 
日時 １２月８日（土）１０：００～１２：００  
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
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 12/6(木）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 
 

◆餅つき大会  
内容 伝統的な臼と杵でお餅をつく体験ができます。 
   子どもたちのために地域の方が奮闘！ 
日時  １２月１６日（日）９：００～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐車場 
対象 幼児から大人まで 
主催  青尐年健全育成連絡協議会 
   コミュニティ協議会青尐年育成部会 

◆小さな音楽会 
内容 歌を歌ったり，手遊びをします。 
日時 １２月１６日（日）１１：３０～１２：００ 
場所  弦打コミュニティセンター大会議室 
対象 幼児から大人まで 
主催  障がい者の会つるうち 

    12月１６日の催し 
 ♪バルーンアート （コミセン講座） 
 内容 風船を用いて動物の形など造形物を作ります。 
 日時 １２月１６日（日）９：００～１１：００ 
 場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
 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（高松市尐年教育指導員）   
 費用 材料費３００円（当日集金） 
 定員 ２０人（先着順） 
 申込 12/13（木）までに直接コミュニティセン 
    ターへ。または電話（８８２-０２８５）で。   
 備考 連絡なしの欠席は実費をいただきます。なお， 
    当日は同時開催の行事で出来たお餅をいただ 
    けます。 
 主催 コミュニティセンター 
 
 
 

老人クラブより〔高齢者教室〕  

♪ 世代間交流ふるさと学習 
日時  １２月６日（木）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９：３０に体育館に集合
してください。なお，駐車場は小学校北門より入
り，小学校体育館西側付近校庭に停めてください。 

 〔高齢者教室・コミュニティセンター講座〕   

♪ 人権学習「共に生きる」 
  内容 ＤＶＤ視聴「障害のある人との触れ合いと 
       人権」，人権問題全般にわたる講話 
 日時 1２月７日（金） １４：００～１５：３０ 
 場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
 対象 どなたでも 
 講師 新宮則雄さん（高松市教育委員会）   
 費用 無料 
 申込 12/5（水）までに直接コミュニティセン 
    ターへ。または電話（８８２-０２８５）で。 
 共催 老人クラブ 
       コミュニティセンター講座 

☆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 １２月２７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。 
 
 
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。 

☆弦打校区防災訓練 （小学校合同） 
■日時 平成２４年１２月９日（日）９：３０～１２：００ （※雨天の場合は中止）  

          第１訓練：避難訓練 ９：３０～１１：００   
            第２訓練：活動体験訓練 １１：００～１２：００     

■場所  弦打小学校および単位自治会の一時避難所等 

■問合  各自治会，各自主防災会または弦打コミュニティセンター（電話８８２－０２８５） 

■主催 弦打地区自主防災協議会，弦打校区コミュニティ協議会防災部会，高松市立弦打小学校 

http://www.tsuruuchi.net/
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◆男性料理教室 

☆陶芸作品お渡し日    
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◆障がい者の会 
 

 

 

 
 

5 
♪リサイクルの干支 
   づくり 
◆幼児歯科健診 
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♪世代間交流 
  ふるさと学習 
◆幼児歯科健診 
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♪人権学習 
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☆同好会代表者 
 連絡会 
 

8 
♪グローバルセミ
ナー「韓国に触れ
よう」 
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♪親子チャレンジ 

 
 

12 
♪ベビーマッサージ 
◆ふれあい文化祭 
   全体反省会 
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15 
♪弦打小学校 
  家庭教育学級 
 

 

 
 

16 
☆衆議院議員選挙 

■◆餅つき大会 
♪バルーンアート 

 

 

17 
■防災部会 

 
 

18 
■◆コミセン年末 
  大掃除 

■保健福祉部会 

 

19 
◆連合自治会 
    理事会 
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予定は11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。 

日 月 火 水 木 金 土 

22 
◆民生児童委員協 
 議会 

 

25 
♪親子チャレンジ 
♪リフレッシュ体操 
◆学校体育施設 
 開放運営委委員会 

 

 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 
 

☆弦打幼稚園園児募集 
３年保育・・・平成２１年４月２日から
平成２２年４月１日までに生まれた幼児 

※平成２４年１２月６日までに弦打幼稚
園へ入園願書を提出してください。願書
は弦打幼稚園にあります。   

☆未就園児園庭開放 
日時：１２月１２日(水)10:00～11:30 
幼稚園であそびましょう。 
問合せ 弦打幼稚園へ 
   （電話８８１－３５６３） 

14 
♪65歳からの元気 

  いきいき教室   
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◆本津川・香東川  
 一斉清掃 
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☆乳児相談 
 （ふれあい福祉 
  センター勝賀）  
 

28 
☆１７時閉館 
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9 
◆弦打校区防災 
 訓練 

 

20 
■校区内夜間 
 巡視 
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本津川・香東川一斉清掃 
   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。 
■日時 平成２４年１２月２日（日）８：００～ 
   （※小雨決行） 
■集合場所   各自治会（衛生組合）によります。 
・作業のできる服装で参加してください。 
・ゴミ袋・軍手等は各自治会（衛生組合）で用意しますが， 
 清掃用具は各自ご持参ください。 
※詳しくは各衛生組合会長または自治会長へ。             
主催 弦打地区衛生組合協議会 

コミュニティセンター駐車場について   

 弦打コミュニティセンター駐車場は，
コミュニティセンターと出張所利用者の
ためのものです。こちらに御用のない方
の駐車はご遠慮ください。 
 年末年始は１２月２８日（金）１７時
～１月３日（木）の間，駐車場にチェ―
ンをしますのでご注意ください。   

文化祭の陶芸教室参加者へ（民生児童委員協議会）  

１２月１日（土）１０：００～１２：００に弦打コミュニ
ティセンターで完成した作品をお渡しします。 

    ☆平成２４年度 高松市共同募金会作品 ポスターの部 教育長賞   
    弦打小学校３年 髙崎 博斗さん   おめでとうございます！ 

コミュニティセンター（室内・敷地内）の一斉清掃  
１２月１８日（火）１０：００～１２：００ 
各種団体・同好会の皆様はご協力ください。 

 2４ 

閉館日 
（振替休日） 
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閉館日 
（天皇誕生
日） 


