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災害用備蓄「わかめごはん・ビスケット」 

お 知 ら せ 

 賞味期限が近付いているため,各種団体でご使用いただけ

ます。先着順での受付けです。弦打コミュニティセンターへ，
直接または電話（882-0285）で申込んでください。 

 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 ６月７日（土）９:３０～１１:００ 
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 

 ５月１２日は民生委員・児童委員の日です。全国民生委員 

児童委員連合会では,毎年この日から一週間を民生委員・児
童委員活動の強化週間としています。 

 当協議会では，強化週間に合わせてPR活動をします。活動
にご理解とご協力をお願いします。 

  

日時 ５月２８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（４５０円程度）を当日集金 

申込 ５/２４（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 

◆からだにやさしい料理教室 〈保健委員会〉 

♪親子チャレンジ教室 
♪子ども将棋教室 
♪元気いきいき教室 
♪ベビーマッサージ 
 ４月２２日現在，定員に余裕があります。 

ご希望の方は，５月１２日（月）までにお申込みください。 

 詳しくは，弦打コミュニティセンター便り４月号をご覧ください。 

つるうち．ネットhttp://www.tsuruuchi.net/からも検索できます。
お気軽にご参加ください。 

 

「元気・笑顔・生きがい～心豊かな地域づくり～」 
日時 ５月２８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 蓮井 孝夫先生   
    香川県人権擁護委員連合会 
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 ５/２６（月）までコミュニティセンターへ,直接または電話 
    （882-0285）で申込んでください。   

♪高齢者教室くらしのセミナー 〈老人クラブ〉 

日時 ５月２４日（土）９：３０～１４：００（当日の受付9：00～） 
    雨天の場合は５月３１日（土）の同時刻に延期 
集合 弦打コミュニティセンターの駐車場  
対象 小学生以上の地区住民，その他地区外住民 
     ※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。ハイキングが出来 
    る服装で，弁当・飲み物・雨具を各自持参。 
費用 無料 
申込 ５月１２日(月）から弦打コミュニティセンターへ直接 
    または電話（882-0285）で申込んでください。 
     当日も受付けます。 
備考 詳細は「広報たかまつ」5月15日号とともにお届けする 
    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。 

 南北に長い弦打校区を一望できる「勝賀山」に登ります。
香西氏の遺跡なども訪ねます。子どもの参加歓迎します。 

勝賀山ハイキング 

日時：５月１８日（日）８：３０～   
   ※雨天の場合は５月２５日 (日）   
場所：弦打小学校運動場  
主催：弦打体育協会・弦打小学校・  
    弦打幼稚園・弦打保育所  
共賛：弦打校区各種団体  
プログラムは「広報たかまつ」５月１５日号とと
もに配布予定です。  

  【駐車場はありません】    
 運動会当日，コミュニティセンターの駐車場は，
自転車・バイク置き場および緊急車両用の駐車ス
ペースとして使用します。  
 運動会参加者の駐車場は，ありません。近隣の
ご迷惑となりますので，自家用車での来場はご遠
慮いただくようお願いいたします。       

弦打地区大運動会 

コミセン講座申込について 

☆図書室より 
 平成２６年度，弦打コミュニティセンター図書室（高松市
中央図書館弦打分室）には,以下の雑誌が届きます。 

「すてきにハンドメイド」 「NHKためしてガッテン」 
「日経ＰＣ２１」 「ＰＨＰのびのび子育て」 「サンキュ！」 
最新号は,閲覧できますが，貸出は発売日の１ヵ月後から
です。ぜひ読みにきてください。 

http://www.tsuruuchi.net/
http://www.tsuruuchi.net/
http://1.bp.blogspot.com/-G6pfObCOorQ/UgsxheFlD_I/AAAAAAAAXZA/oRPE7tECqwo/s800/roujin_egao.png


    〈お問い合わせは〉勝賀保健ステーション（電話８８２－７９７１）へ。 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 
☆弦打小学校 
２年団コミセン
見学 

3 
休館日 
（憲法記念日） 
 

4 5 
休館日 
（こどもの日） 

6 
休館日 
（振替休日） 

 

7 
♪幼児体操 

8 9■コミュニティ
事業説明会 
19：00～ 
♪元気いきいき 

10 
♪子ども将棋 

11 12 13 
♪親子チャレン
ジ 
◆障がい者の会 

14 
♪ベビーマッ
サージ 
♪幼児体操 

15 
◆保健委員会 
総会 

16 
☆元気を広げる
人の健康教室 
 

17 
◆交通安全母
の会総会 

18 
☆弦打校区
大運動会 

19 
■防災部会 
■生涯学習 
部会 

20 
■◆校区内夜間
巡視 
■総務広報部会 
（編集委員） 

21 
♪幼児体操 

22 
■コミ協 
役員会 
☆乳児相談 
（勝賀） 

23 24 
■♪ふるさと
学習・探検隊 
♪子ども将棋 

25 
☆運動会 
予備日 

26 27 
■総務広報 
部会 

28♪幼児体操 
♪高齢者教室 
◆からだにや
さしい料理教
室（食改） 

29 30 31 
■♪ふるさと
学習・探検隊 
予備日 
 

予定は4月22日現在のもので日時の変更や行事の追加がある
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。 

  

 

 

  

 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 

平成２７年より，相続税が大幅に増税となります。それにより，今まで相続税の心配が
なかった方も，相続税が発生する可能性が高くなります。今年中に，生前贈与や相続
税の節税対策を行う事が非常に大事となりますので，相続税について，お困りのこ
とがございましたら，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 

 体の痛みなどで悩んでいませんか？腰痛・膝痛・頭痛などでお困りで，どこへ行っても改
善されない方，いろいろな所に治療に行かれた後に治らなかった場合，最後にこちらにご
相談ください。症状によっては保険が適用され，数百円で治療できます。また,３５歳以上
の方は，足ツボマッサージされる場合，通常１,０００円ですが,「『弦打コミュニティセンター
便り』を見た」と言っていただければ，無料にしております。（Ｈ２６年５月末迄平日のみ） 
５月３日（土）～６日（火）までＧＷで休みとなります。 

◆◆◆あかつき整骨院◆◆◆ 

高松市鬼無町鬼無４５７-１２ TEL０８７-８８２-２００４ 

（鬼無あかつき整骨院エキテン）で 
            クリック！ 

 ☆乳児相談 

 身体計測,発育・発達状況の観察,育児相談等 
日時 ５月２２日(木)  １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
   

日時  ５月１６日（金）１３：３０～１５：００ 

場所  弦打コミュニティセンター２階大会議室 
講師  小野川秀佳 先生（健康運動実践指導者） 
     弦打地区元気を広げる人 
※体操はイスに座って無理なく行えます。動きやすい服装，室内
用シューズ（お持ちの方），お茶等をご用意ください。 

 

☆元気を広げる人による健康教室 
のびのび元気体操、ストレッチなどで楽しく健康づくりをし
ませんか。どうぞお気軽にご参加ください。 

藤まつり開催のお知らせ 

    開催日 平成２６年４月２６日（土）～５月５日（月） 
    場  所 岩田神社 

 詳しくはつるうち.ネットhttp://www.tsuruuchi.net/でご覧ください。 

弦打地区担当の保健師が変わりました。 

国吉 奈央  （４月１日付） よろしくお願いします。 

http://www.city.obu.aichi.jp/rekimin/oshirase/shiryokan_dayori/image/PLT4001.gif
http://www.tsuruuchi.net/

