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◆すこやか料理教室 保健委員会活動 

日時  ３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 3/23（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 ３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）  
栄養士による離乳食相談あります。 
 
 
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。 

 ♪高齢者教室「健康体操」 
 内容  椅子に座ってできるゆったりとした動き 
    の体操。保健師による血圧測定や，器具 
    による体力測定も行います。 
 日時 ３月１１日(月)１０:００～１２:００  
 場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
 対象 老人クラブの方，地域の高齢者・運動不 
       足の方。 
 講師 太田 アツ子さん，早馬 久香さん 
 協力 真鍋保健師（弦打地区担当） 
 費用 無料  
 申込 直接コミュニティセンターへ。 
 主催 老人クラブ連合会 
 備考 当日は，運動ができる服装で。   

  

第５７回 高松市西部地区  
   囲碁・将棋大会がありました 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
職   種   主任 
内   容   コミュニティセンターの生涯学習事業， 
        施設管理運営，その他に必要な事務 
        全般 
雇用期間  平成２５年４月１日から， 
        平成２６年３月３１日まで。 
        ※次年度以降更新することがあります。 
応募資格  市民に対する窓口業務を遂行する能 
                 力があり，かつパソコン操作ができ， 
        弦打校区またはその近隣地区に住 
         所を有する人。 
採用予定人員 一人 
勤務条件  勤務時間や報酬等，勤務条件につい 
        ては，コミュニティセンターに配置する 
        職員募集要項の中に記載しています。  
応募方法  平成２５年３月１日（金）～３月７日 
        (木）の９：００～１７：００に所定の雇用 
        申込書・履歴書を直接，弦打校区コ 
        ミュニティ協議会職員選考委員会 
        （弦打コミュニティセンター内）に持参 
        してください。 （郵送不可）。 
        所定の雇用申込書・履歴書等は３月 
        １日 （金）より弦打コミュニティセン 
        ターに配置しています。 
問        弦打コミュニティセンター   
        （ ☎ ８８２－０２８５）へ。 
 
 
 
 
 

 弦打校区コミュニティ協議会  
    防災部会講座  

 演題「防災における自助・共助」 
 講師 香川県防災士会長  久保 雅和さん 
 日時 ３月９日(土)１０:００～１１:３０  
 場所 弦打コミュニティセンター大会議室 
 主催 コミュニティ協議会防災部会 
 問合 弦打コミュニティセンター 
  たいへん役立つ講座です。どなたでも，ご参 
 加ください。   

 １月２７日（日）に７７人の参加で下笠居コ
ミュニティセンターにおいて開催された囲碁・
将棋大会での結果，弦打地区から参加した方の
入賞者は次の通りです。おめでとうございます。 
 なお，平成２５年度は弦打コミュニティセン
ターで開催の予定です。 
  友澤 久治さん  
 （将棋Aクラス優勝） 
  清水 治さん    
 （将棋Aクラス準優勝） 
  多田 忠弘さん  
 （将棋Bクラス準優勝） 
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♪小学校家庭教育  
    学級（閉講式） 
■交通安全防犯部会 

5 
◆障がい者の会 
■コミ協役員会 
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◆自治会長会 

 

14 
☆弦打幼稚園 
 修了証書授与式 
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☆弦打小学校卒業証書 
  授与式 
■生涯学習スポーツ 
  部会 
■防災部会 

予定は2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 
◆老人クラブ会長会 

 

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 
☆勝賀中学校 
 卒業証書授与式 
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◆体協行事 

      
   

24 
◆体協行事 
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◆衛生組合長会 

 
 

22 
☆弦打保育所 
  就学する子を 
  送る会 
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 ◆同好会代表者   
  連絡会 
■保健福祉部会 
■総務広報部会 
◆校区内夜間巡視 
 
 

 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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■コミ協防災部会 
  講座「防災におけ 
   る自助・共助」 

木 水 火 
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■「岩清尾山 
  に登ろう」 
      
   

11 
♪高齢者教室 
 （健康体操） 
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◆体育協会より  
第18回 弦打校区自治会対抗男子・女子別 
    インディアカ大会 
  日時 ３月３日（日）９：００～ 
  場所  弦打小学校体育館 
  申込 ２月２８日(木)までにコミュニティセンターへ。 

  

第 3回 グラウンドゴルフ大会 
第10回 弦打体育協会主催 
       ウォーキング大会 
第15回 弦打校区自治会対抗 
    レクレーションバレーボール大会 
  日時 ３月２４日（日）９：００～ 
  場所 弦打小学校体育館・運動場 
     ウォーキングは香東川沿いを「こじか公園（円   
    座町）」まで往復 
  申込 ３月２１日(木)までにコミュニティセンターへ。 
 ※２４日の全種目の開会式を弦打小学校体育館で実施。     
  ２４日の大会終了後はうどんの接待があります。 

■つるうち里山ハイキング 

「石清尾山（いわせおやま）に登ろう」 
日時 ３月１０日(日)１０:００～１４:３０  
   ※雨天時は３月１７日(日) 
集合 御殿橋西詰め下の河川敷       
主催 コミ協 生涯学習スポーツ部会 
申込 ３月１日号とともにお届けする別添のチ 
   ラシの申込書をコミュニティセンターへ 
   提出。 
備考 長時間歩くので体調を整え，ハイキング 
   ができる服装，運動靴で。お茶と弁当等 
   を各自で持参。 

   詳しくはチラシをご覧ください。  

☆勝賀中学校ＰＴＡより 
  創立からの５０年を写真とインタビューで 
 記録した「勝賀中学校創立５０周年記念誌」   
 （3,000円）が完成しました。 
   購入希望者は弦打コミュニティセンターに  
 「購入申込ボックス」を設置しましたので，   
  申込用紙に記入してボックスに入れてくださ  

  い。受付期限は３月末まで。  

☆瀬戸内国際芸術祭  
2013年春  3/20（春分の日）～4/21  

27 
◆すこやか料理 

 

☆弦打コミュニティセンターの図書室
の本が入れ替わりました。 
 どうぞご利用ください。  


