
 平成２5年２月発行（No23） 
 発行 弦打コミュニティセンター 
 〒761-8032 高松市鶴市町３５６番地３ 

 TEL/FAX 087-882-0285 
  開館 月～土曜日・9時～22時 日曜日・9時～17時 
 弦打校区人口（1月１日現在） 
 男 5,197人  女 5,342人 総数 10,539人 4,764世帯 

 つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/  

 ♪プリザーブド・コサージュ教室 
 内容  卒業式，入学式に胸元を飾るオリジナルコ 
    サージュを作ります。薬品を使って生花を 
    加工するので保存状態がよければ数年でも 
    きれいなままです。  
 対象 どなたでも。初心者歓迎。 
 日時 ２月２０日(水)１０:００～１２:００  
 場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室 
 講師 須崎 志保さん 
 費用 １,８００円（当日または申込時に集金） 
 申込  2/13（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。 
 定員 先着２５人 
 持参 ・ワイヤーが切れるハサミ（ペンチかキッチ 
     ンバサミ）とリボンが切れるハサミ 
    ・持ち帰り用の袋（※ケースが必要な方は,   
         プラス３００円） 
 備考 ・申込の際，花の色の好みを「オレンジ」  
    「黄色」「ピンク」の３色から選んで伝 
     えてください。 
    ・キャンセルされるときは必ず連絡ください。 
    ・コミュニティセンター事務室に見本があり 
     ますので，ぜひ見に来てください。 
         つるうち.ネットhttp://www.tsuruuchi.net/  
               のブログからも写真がご覧になれます。   

   ♪男性料理教室 

 内容 サバの味噌煮，白菜とりんごのサラダ，ひ 
    じきの煮物，コンソメ仕立て汁，ごはん， 
       果物 を献立として予定 
 対象 料理初心者・中級者の男性 
 日時 ２月１６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 食生活改善推進員 
 費用 食材費５００円（当日集金） 
 申込 2/13（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。     
 定員 先着１５人 
 持参 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 
 備考 土曜日の開催です。ご都合がつく男性の方， 
       ぜひ, ご参加ください。 

図書室（高松市中央図書館弦打分室）  
本の入れ替え ２月１８日（月）９：００～１７：００ 
 ・大型車が入るため，駐車場の利用が制限されます。 
 ・図書室にはこの日は入れません。 
 ・期限を過ぎて本を借りている方は前日（１７日）までに 
    必ず返却してください。 
  ・翌日１９日から，弦打になかった本（約３,３００冊）が 
    ご覧になれます。どうぞご利用ください。 

◆すこやか料理教室 保健委員会活動 

日時  ２月２７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 2/23（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 

☆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 ２月２８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）  
１３：３０～小児科医による「子どもの応急処置」の
お話があります。 
 
 
 

問合 勝賀保健ステーション(☎８８２-７９７１) 
弦打地区担当保健師 真鍋へ。 

 ♪女性教室 エコ教室  
 内容  牛乳パックを利用してのハガキ作り，小物 
    入れ作り。一緒に楽しい作品を作りましょう。 
 日時 ２月９日(土)１４:００～１６:００  
 場所 弦打コミュニティセンター調理室，和室 
 対象 小学校４年生以上の子どもから大人まで。 
 講師 古川 由美さん，清水 まり子さん 
 費用 無料  
 申込 直接コミュニティセンターへ。または電話 
   （８８２－０２８５）で。 
 定員 ２０人 
 持参 牛乳パック２個，のり，ハサミ 
 内容についての問合せ先 主催者の弦打婦人会 
 清水会長へ。  

廃食油収集  
 ２月２日（土）９：００～１２：００ 
 弦打コミュニティセンター駐輪場北側 
 ご家庭で不要になった食用油を収集します。 
（食用油を入れてきたプラスチック容器等は各自でお持ち帰
りください。また上記以外の日時は収集できません。） 

http://www.tsuruuchi.net/
http://www.tsuruuchi.net/
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閉館日 
(建国記念日） 
 

日 月 

2  
♪小学校家庭教育 
    学級（和三盆作り） 
☆廃食油収集 

 

 
5 
◆障がい者の会 
◆社会福祉協議会 
    研修会 
 

 

 

 
 

6 
 
 

7 

 
 8 
♪65歳からの 
  元気いきいき 
  教室 

 
 

  

 
 

 

12 
♪親子チャレンジ 
  【今年度最終】 
■総務広報部会 

13 
♪ベビー 
  マッサージ 

 

14 
 

16 
♪男性料理教室 

 

17 

 
 

 

18 
☆図書室 
本の入れ替え作業 
（駐車場制限） 
■生涯学習スポー
ツ部会■防災部会 
 
 

   【申告が不要な方】 
税務署へ所得税の確定申告をする方 

勤務先から給与支払報告書の提出があり， 

その他に収入のない方。 

※所得のない方でも，所得課税証明が必要な方
は市・県民税の  申告が必要です。 

※事業（営業・農業），不動産所得，土地・建物等
の譲渡所得のある方は，税務署で申告をしてく
ださい。 

27 
◆すこやか料理 

 

予定は1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。 

23 
♪小学校家庭教育  
   学級（救急救命 
  講座） 

28  
☆乳児相談 
（ふれあい福祉 
 センター勝賀）  

 

 広告募集中 
  広告欄の申込用紙は，  
「つるうち.ネット」で配布の
チラシをダウンロードする
ことができます。 
 なお，紙面の関係や，広
告の内容によっては掲載
できないこともあります.。 
 くわしくは弦打コミュニ
ティセンターまで。 
 

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告 

 15 
☆市県民税申告 
  相談日（弦打） 

     
 

3 
      
   

24 
 

25 
◆学校体育施設   
  開放運営員会 

 

4 
 

 

  

21 
 
 

22 

 

19 
☆浄化槽清掃
（駐車場制限） 
■保健福祉部会 
■総務広報部会 
 

 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 
 

1 
◆健康教室 
（保健委員会） 

 

9 
♪女性教室 
 「エコ教室」 

木 水 火 

26 
♪リフレッシュ 
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閉館日 
(臨時） 
 

 【申告に必要なもの】 
前年中（平成２４年１月１日～平成２４年１２月３１
日）の所得の計算に必要な書類。給与・年金所得
者は源泉徴収票。 

国民健康保険料，後期高齢者医療保険料，介護
保険料，国民年金保険料，生命保険料，個人年金
保険料，介護医療保険料，地震保険料，医療費等
の支払の証明書または領収書 

印鑑 

身体障害者手帳（お持ちの方） 
申告書（郵送された方） 

 申告相談の内容・他の会場の日程につい
ての問合せは，市民税課 ☎８３９－２２３３ 
へお願いします。 

弦打地区 市･県民税申告相談 
 日時  ２月１５日(金) ９：００～１６：００  
          （１２：００～１３：００は除く）  
 場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 

20 
♪ブリザーブド・ 
  コサージュ教室 
◆連合自治会 
    理事会 
◆校区内夜間巡視 

 

感染性胃腸炎（ノロウイルス）に注意 
・食品はよく加熱する。 
・井戸水は煮沸して利用する。 
・手洗いの徹底（石鹸の使用，タオルは共有しない。） 
・調理器具の消毒をする。 
・汚物処理は使い捨て手袋とマスクを着用する。 
・トイレのドアノブ，水洗レバー，便座，蛇口は家庭用塩素系  
  漂白剤を含ませた布で拭く。 

インフルエンザに注意 
・人ごみへの外出を控え，マスクの着用をする。 
・十分な休養とバランスのよい食事を心掛ける。 
・手洗いの徹底（石鹸の使用，タオルは共有しない。） 
・帰宅時にうがい，手洗いの実行。 
・咳エチケットを守る。咳・くしゃみをするときはティッシュ 
 等で口と鼻を覆う。ティッシュは蓋つきのごみ箱へ。 
【参考】高松市役所ホームページ 


