
 
日時 １０月１９日（土）９：３０～１２：００ 
場所 コミュニティセンター調理室 
講師 食生活改善推進員 
対象 料理が初級及び中級の男性 
費用 材料費実費（５００円程度）を当日集金 
申込 １０/１５（火）まで 
    コミュニティセンターへ,直接または電話（882-0285）で    
    申し込んでください。  先着１５名 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参  
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「現代のさまざまな人権問題について」 
日時 １０月２３日（水）１０：００～１１：３０ 
場所 コミュニティセンター２階大会議室 
講師 石川 能久先生   
    （高松市教育委員会 人権教育課） 
    （社会教育指導員）   
対象 老人クラブのみなさん,一般の方どなたでも 
費用 無料 
申込 １０/２１（月）まで 
    コミュニティセンターへ,直接または電話（882-0285）で 
    申し込んでください。   

♪人権講座 

〈高齢者教室・コミセン講座共催〉  

 

 

 

 

 

 

 

♪男性料理教室 

◆はつらつクッキング教室 

主催：弦打地区地域ふれあい交流事業実行委員会 

日時 １０月２３日（水）９：３０～１２：００ 
場所 コミュニティセンター調理室 
講師 食生活改善推進員 
対象 地域の男女 
費用 材料費実費（４００円程度）を当日集金 
申込 １０/１９（土）までに食生活改善推進員天弘（あまひろ）さん 
    へ直接電話して申し込んでください。 
備考 エプロン・ハンドタオル・三角巾等を持参 

☆メニュー☆ 

白身魚のおろし煮  ごぼうサラダ  具だくさん汁  
ごはん  くだもの 

☆メニュー☆ 
白身魚の酒蒸し煮  かぶのとろみスープ 
ブロッコリーとかぼちゃのマヨネーズ和え  季節の果物    

～糖尿病を予防しよう～   〈保健委員会主催〉  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５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 
コミュニティ協議会役員がお手伝いします。 

☆廃食油収集 

◆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１日（金）～５日（火）の期間は駐車場や図書室，会議室の利用が制限されます。 
◆チラシ配布について 
学習発表会プログラム等を掲載したチラシは「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。 

※産直コーナー及びフリーマーケットの出店者を公募する予定です。 

要項が決まり次第,つるうち．ネット「http://www.tsuruuchi.net/」 に掲載します。 

 

弦打地区地域ふれあい交流事業（文化祭）が開催されます！ 

弦打コミュニティセンターに新しいスタッフが加わりました 

川田 直樹         ９月１日付   よろしくお願いします 

日時 １１月２日（土）～１１月３日（日） 

・作品展示         １１月２日（土）午前９時～午後５時  弦打コミュニティセンター    

                    １１月３日（日）午前９時～午後３時         〃    

・学習発表            １１月３日（日）午前９時～午後２時頃  弦打小学校体育館 

・バザー       各日 午前１０時～午後３時    

           【出展・出演の申込について】 

・申込締切      １０月９日（水） 〈厳守〉 

・申込方法      所定の申込書にご記入のうえ,自治会関係は自治会長を通じて,同好会関係は代表者を通じて, 

             コミュニティセンターにお申込みください。 

〈コミセン講座主催〉 

☆コミュニティセンター講座 後期募集追加のお知らせ 

・親子チャレンジ教室・  ベビーマッサージ 
お問い合わせはコミュニティセンター（882-0285）まで。 
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 胃がん検診は,事前に予約が必要です。弦打地区の予約は 

１０月１日（火）からです。 

予約は勝賀保健ステーション（電話882-7971）へご連絡ください。 

日時 １１月２１日（木）８：３０～１０：３０ 

場所 弦打コミュニティセンター 

定員 ５０名   ※お知らせは個人通知です！ 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13  14  15 16 17 18 19 

20 21  22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

予定は９月20日現在のもので日時の変更や行事の追加がある
ことがあります。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。 

 広告募集中 
   
広告欄の申込用紙は，  
「つるうち.ネット」でダウン
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 

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  
高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル２階  営業時間 平日(月)～(金)9:00～17:00 
 

 ※予約・お問い合わせは勝賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ 

 身体計測，発育・発達状況の観察，育児相談等 
日時 １０月２４日(木)１３:００～１５:００ 
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
１３：３０～小児科医師による「子どもの応急処置」
のお話があります。 

☆乳児相談 ☆弦打地区の胃がん集団検診 
 ～予約開始のお知らせ～ 

☆廃食油収集 

◆自治会長会 
◆衛生組合会長会 

♪ベビーマッサージ 

■防災部会子ども防災 

☆ふれあい出演・出展 

 申込締切 
 

 

 閉館日 

（体育の日） 
閉館日（臨時） ■保健福祉部会 

■総務広報部会 
◆自治会理事会 

    ♪小学校家庭 

  教育学級（テニス） 
♪男性料理教室 

◆校区内夜間巡視 

■防災部会 

■生涯学習 

 スポーツ部会 

☆乳児相談 

 （ふれあい福祉 

 センター勝賀） 

◆学校体育施設 

 開放運営委員会 

♪人権講座 

◆はつらつクッキング 

 教室 

♪親子チャレンジ 

♪親子チャレンジ 

♪ベビーマッサージ 

♪元気いきいき ♪子ども将棋 

♪子ども将棋 

日時 １１月９日（土）１０：００～１１：３０ 
場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室 
講師 出嶋 利明先生  瀬戸内むしの会会長 
                希尐野生動植物保護推進委員 
                （環境省・香川県）  
対象 小中学生（小学３年生以下は保護者同伴） 
費用 無料 
申込 １１/５（火）まで 
    コミュニティセンターへ,直接または電話（882-0285） 
    で申し込んでください。 定員５０名 

♪「不思議がいっぱい 
        昆虫の世界」 

日時    １０月２７日（土）９：００～１１：４５ 
       雨天の場合は１１月４日（月・祝日）に延期 
集合場所 弦打コミュニティセンター 
対象    小学生以上の地区住民，その他一般市民 
         ※６歳児未満（保育所児・幼稚園児）でも 
         保護者同伴の場合は参加できます。 
費用等   無料,申込みは10/1よりコミセンへ 
備考    詳細は「広報たかまつ」10月15日号と共にお届け 
          する別添チラシでお知らせします。HPでもダウン 
         ロードできます。 

♪弦打ふるさと学習・探検隊 
「代官道周辺めぐり」 

鶴市から飯田,檀紙への江戸時代からの古い道を歩きます 

◆障がい者の会 

    ■♪ふるさと 

    学習探検隊 
◆クリーン高松・町ぐる
み実践事業（予定） 

みんなで
来てﾈ！ 


