
 
日時 ９月２４日（水）１０：００～１２：３０ 

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 

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 ９/２０（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む。 

    エプロン・ハンドタオル・三角巾持参  

  
 
内容 親子で身体を動かしたり工作をしたり様々なことに  
    チャレンジします。 
対象 原則として２・３歳児（平成26年10月現在）と保護者 
日時 １０月～２月の第２･４火曜日の９回 
       １０：００～１１：３０  
講師 笠井 敏恵さん、河地 真澄さん 
        （高松市コミュニティスポーツ指導員） 
費用 ２,０００円（保険料を含む後期の受講料・材料費） 
申込  9/1（月）～9/12（金） 9：00～17：00（土日を除く） 
    保護者が直接来館し、参加費を添えて申し込んで 
     ください。 
定員 先着３０組 
備考 前期受講者も申込が必要。（自動継続なし） 
 
 
 
 
 

読み聞かせや工作、 
運動などもりだくさん♪ 

10月  21日・28日   1月  13日・27日
11月  11日・25日   2月  10日・24日
12月  　　9日

後期

♪親子チャレンジ教室 【後期9回】 

♪弦打の昆虫を知ろう！ 

日時 ９月２１日（日）９：００～１１：００ 
集合 御殿橋の下の河川敷 
講師 出嶋 利明先生 瀬戸内むしの会会長 
               希少野生動植物保護推進員 
               （環境省・香川県） 
対象 幼児、小学生とその保護者 
費用 1人70円程度（保険料として） 
申込 ９/１６（火）まで（土日を除く9：00～17：00）に直接 
    コミュニティセンター（８８２-０２８５）へ申し込んでく 
    ださい。 
定員 ２０組 
〈用意するもの〉 
 帽子・タオル・水筒・虫取り網・虫かご・筆記用具など 
※雨天の場合は、9：30～11：00弦打コミュニティセンターで
昆虫について学びます。 

日時 ９月３０日（火）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 高松市危機管理課職員 
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 ９/２６（金）まで（土日を除く9：00～17：00）に 
    直接コミュニティセンター（８８２-０２８５）へ申 
    し込んでください。 
定員 先着３０人 

  
 
内容 乳児に対して保護者がオイルを使ったマッサージを 
      します。 
対象 原則として生後10ヵ月以下の乳児（平成26年10月 
    現在）と保護者 
日時 １０月～２月の第２水曜日の５回 
       １０：３０～１２：００  
講師 岡本佐知子さん（ベビーマッサージセラピスト） 
費用 無料 
申込  9/1（月）～9/12 （金）9：00～17：00（土日を除く） 
    保護者が直接来館し、申し込んでください。 
定員 先着１６組 
備考 前期受講者も申込が必要。（自動継続なし） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆乳製品を食べよう！料理教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪高齢者教室「防災教室」 （老人クラブ） 

（保健委員会） 

後期 

10月           8日   1月             14日 

11月             12日   2月        ※ 18日 

12月             10日 

（コミセン講座） 

♪ベビーマッサージ 【後期6回】 

 
 
 
 
 
 
 

              【体育協会より】                          

☆ゲートボール 
☆ボウリング   
☆卓球       
☆バドミントン  
☆バレーボール  

☆インディアカ   
☆ソフトバレーボール   
☆グラウンド・ゴルフ      

身近に生息する昆虫を採取して、観察してみよう！ 

９月のにこにこ広場は９月１０日（水）１０：００～１１：３０です。 

また、９月２８日（土）の親子ふれあい運動会で未就園児の

かけっこがあります。どうぞふるってご参加ください。なお、

駐車場がありませんので、徒歩か自転車でおいでください。  

〈 連絡先 〉  

高松市立弦打幼稚園 TEL０８７（８８１）３５６３  

にこにこ広場に遊びにおいで 

 コミュニティセンター講座  
  受講者募集のお知らせ 

第２０回高松市民スポーツフェスティバルが９月１４日（日）、
２１日（日）、２８日（日）に開催されます。弦打地区からは次
の８種目に参加します。 

◆市民スポーツフェスティバル 

※２月は第３（水） 

 平成26年9月発行（№42） 
 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（8月1日現在）         
 男 5,272人  女 5,400人 総数 10,672人 4,934世帯 

 つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/  

※祝日は休館 

http://www.j-milk.jp/tool/sozai/sozai/a_kiso/data/j-milk_a01_02.zip
http://2.bp.blogspot.com/-C8pbxNduVcU/UnXnFx_rzWI/AAAAAAAAaHM/OC_5lB_M_w8/s800/mushi_tentoumushi.png
http://www.tsuruuchi.net/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時   ９月２１日（日） 
      １５：００～１８：００ 
場所   弦打小学校体育館 
参加費 子ども会加入者は、 
      無料  
            子ども会以外の方は、 
            ４００円 
※子ども会加入・未加入にか
かわらず,参加される方は,全
員事前予約が必要です。 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 
◆障がい者の会 

3 
☆親子あそび 

 

4■敬老祝金 
（該当自治会長コ
ミセン9:00～
17:00） 

5 6 

7 8 
☆胃がん検診 

9 
☆胃がん検診 

10■敬老祝品 
（各自治会長） 
♪ベビーマッサー
ジ 

11 12 
♪元気いき
いき 

13♪子ども将
棋 
■地区敬老会 
（該当自治会） 

14◆市民スポーツ
フェスティバル 
■地区敬老会 
（該当自治会） 

15  
休館日 
（敬老の日） 
■地区敬老会 
（該当自治会） 

16♪親子チャレンジ 
◆同好会代表者連絡会 
■保健福祉部会 
■生涯学習スポーツ部会 

17 
♪家庭教育学級
（幼） 

18 19 20 
■◆校区内夜
間巡視 

21♪弦打の昆虫を
知ろう！ 
◆市民スポーツフェ
スティバル 
◆子ども夏まつり 

22 
■防災部会 
■青少年育成
部会 

23 
休館日 
（秋分の日） 

24 
◆料理教室 
♪家庭教育学級
（小） 

25 
☆乳児相談 
（勝賀） 
■コミ協役員会 
 

27 
♪子ども将棋 

28◆市民スポーツ
フェスティバル 

29 30♪親子チャレンジ 
♪高齢者教室 
■総務広報部会 

※胃がん検診は事前に予約が必要です。 

※検診当日は【胃がん集団検診受診券】を必ずご持参ください。対象者の方 

には、他のがん検診等受診券とあわせて、７月にお送りしています。 

日時 ９月８日（月）および９月９日（火）の８：３０～１０：３０ 

場所 弦打コミュニティセンター 

定員 各日５０名（定員に達し次第締め切ります。） 
※詳細はお知らせをご確認ください。 

予定は8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 

 うどん粉を練り込んだ自家製太麺が「売り」です！他にも暑い夏にピッタリのざる
ラーメンや、女性に人気のサラダラーメンもご用意しております。 
弦打コミュニティセンター便りを持参のお客様には、『ごはん』・『味付玉子』・『もやし
増し』のいずれかを無料サービス!!皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。 

ごぞうらあめん鶴市店 百十四銀行鶴市出張所西５０m（旧味平） 

TEL０８７-８８７-８１７２ 
営業時間 （火）～（日）11:00～14:30、1８:00～21:０0 定休日 月曜 

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

☆乳児相談 

身体計測、発育・発達状況の観察、育児相談等 
日時 ９月２５日(木)  １３：００～１５：００   
場所 ふれあい福祉センター勝賀 
栄養士による離乳食相談があります。   

☆胃がん検診 

カレンダー等へ掲載する地域の情報がありましたらコミュニティ 
センターまでお申し出ください。毎月１５日が最終締切です。 
 （１０月１日号掲載希望は９月１６日まで）      

同好会『スマイルキッズ』のみなさんと一緒に 
親子あそびをしてみませんか。みなさまお誘 
いあわせてご参加ください。 
日時 ９月３日(水)  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：木内 ひとみ先生 
受付は１０：００から。事前予約が必要です。           
   

お知らせは 

個人通知です！ 

☆親子あそび 

◆子ども夏まつり 

予約先 
 子ども会育成連絡協議会   
   会長 太田さん 


