
内容 来年の干支【未年】をデザインしたちぎり絵の色紙づくり。 
日時  １２月１６日（火）１３：３０～１５：３０  
場所 弦打コミュニティセンター１階和室  
講師 畑本 章子さん 
対象 一般の方どなたでも 
費用 １,０００円 
申込 １２/５（金）までに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。  
定員 １０人  のり・はさみ・ピンセット・タオルをご持参ください。 

①「命の大切さについて」 

 平成26年12月発行（№45） 
 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（11月1日現在）         
 男 5,237人  女 5,395人 総数 10,632人 4,899世帯 

 つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/  

※祝日は休館 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 １２月６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 山本 文子先生   
    NPO法人いのちの応援舎 元理事長 
    ぼっこ助産院 助産師 
対象 小学校高学年・中学生、一般の方どなたでも（男性可） 
費用 無料 
申込 １２/３（水）までに弦打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人 

日時  １２月９日（火）８：４５～１４：００（予定） 
集合  高松港に８：４５(高松駅より徒歩５分） 
     （行き）高松港発 ９：１０ （帰り）大島発 １３：２５ 
            高松港より所要時間約２０分（無料） 

対象  一般の方どなたでも 
費用  無料（駐車料金は個人負担） 
持参物 軽食・水筒 
申込  １２/３（水）までに弦打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  ３０人 

②「大島青松園への施設見学・ 
     ハンセン病について学ぶ」 

〈コミセン講座共催〉 

日時 １２月１０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 藤井 真作法さん （社団法人香川県聴覚障がい者協会） 
対象 一般の方どなたでも 
費用 無料 
申込 １２/８（月）までに弦打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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈コミセン講座共催〉 

聴覚障害者へのサポート・手話を学ぶ 

♪女性教室 

内容 伝統的な臼と杵でお餅をつく体験ができます。 
   子どもたちのために地域の方が奮闘！ 
日時  １２月１４日（日）９：００～１２：００ 
場所 弦打コミュニティセンター駐車場 
対象 幼児から大人まで 
主催 青少年健全育成連絡協議会  
      コミュニティ協議会青少年育成部会 

内容 音楽を聴いたり、歌ったり、体を動かして楽しみます。 
    会の終わりにミニゲームでお菓子をプレゼント!! 
日時 １２月１４日（日）１１：００～１２：００ 
場所  弦打コミュニティセンター２階大会議室 
対象 どなたでも。当日お越しください。 
費用 無料 
申込 主催  障がい者の会つるうち 

日時 ２月１５日(日)９:００～１６：００(受付８:３０～) 
場所 香西コミュニティセンター 大会議室他 
対象 香西・下笠居・鬼無・弦打・国分寺・檀紙 
    地区に在住する方。  
費用 大人１,５００円  小中高生１,０００円（昼食付き）。 
         申込時に集金。 
申込 １/２０（火）までに、弦打地区在住者は弦打コミュニティ 
    センターへ、参加費を添えて申し込んでください。 
主催 第５９回（平成２６年度）高松市西部地区 
    囲碁・将棋大会 香西地区世話人会           

高松市西部地区 囲碁・将棋大会 

♪干支の色紙づくり 〈コミセン講座〉 

♪高齢者教室 

コミュニティセンター（室内・敷地内）一斉清掃 
日時 １２月１５日（月）９：３０～１１：３０ 

 各種団体、同好会の皆様はご協力をお願いいたします。 

 各自ぞうきんを１枚お持ちください。 

内容 オリジナルのクリスマスリースを作ります。 

日時 １２月７日（日）９：００～１１：００  

場所 弦打コミュニティセンター２階小会議室 

講師 大西 貞義さん （高松市少年教育指導員） 

対象 小学１年生～６年生（３年生までは保護者同伴）    

費用 ３００円      

申込 １２/３(水)までに弦打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２０人  

♪クリスマスリースを作ろう 

◆小さな音楽会 

もちつき大会 

日時  １２月１２日（金）９：５０～１１：３０  
場所 弦打小学校体育館  

 今年も恒例の、弦打校区の老人クラブ会員と小学１・２年生が、 

おはじき・けん玉・あやとり・こま回し等、昔懐かしい遊びで交流を
図ります。       

※関係者の集合時間は９：３０です。   
 

世代間交流ふるさと学習 

平成２６年１２月１４日（日）実施予定の平成２６年度弦打校区自
主防災訓練については、衆議院議員総選挙実施のため、中止
となりました。            【弦打校区コミュニティ協議会】 

【お知らせ】 

http://azukichi.net/season/month/christmas0038.html
http://www.asahi-net.or.jp/~yt7n-isi/illust/06/05/01.png
http://www.tsuruuchi.net/
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900046199.jpg
http://www.pictcan.com/item/0115.html
http://azukichi.net/music/onpu451.html


日 月 火 水 木 金 土 

1 2 
◆障がい者の会 

3 4 
◆福祉つるうち 
編集会議 

5 6 
♪命の大切さ
について 

7 
♪クリスマス 
リースを作ろう 
◆本津川・香東 
川一斉清掃 

8 
 

9 
♪大島青松園 
見学・ハンセン病
について学ぶ 
♪親子チャレンジ 

10 
♪ベビー 
マッサージ 
♪聴覚障が
い者へのサ
ポート・手話 

11 12 
♪高齢者教室 
世代間交流 
（小学校体育館） 

♪元気いきい
き教室 

13 
◆衛生組合 
施設見学会 

14☆衆議院議員 
選挙 
■◆もちつき大会 
◆小さな音楽会 

15■◆コミセン 
年末大掃除 
■生涯学習ス
ポーツ部会 

16♪干支の色紙 
作り 
■保健福祉部会 

17◆自治会 
理事会 

18 19 20■◆校区
内夜間巡視 

21 22 
■◆敬老会・ 
ふれあい交流事
業反省会 

23 
休館日 
（天皇誕生日） 

24 25■環境衛生部会 
◆学校開放運営 
委員会 
☆乳児相談（勝賀） 
 

26 27 

28 29 
休館日 

30 
休館日 

31 
休館日 

予定は11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 

 寒さがこたえるこの季節。香川ならではのうどん粉を練り込んだツルツルもちもち
のごぞうラーメンで心も体もポカポカにしてみませんか!?親鶏タタキや焼きナスな
どの一品メニューも増え、忘年会シーズンに嬉しい特典も!!夜タイム、チラシ持参で
ドリンクオール半額!!この機会にぜひ一度お越しください!! 

ごぞうらぁめん鶴市店  百十四銀行鶴市出張所西５０Ｍ 

高松市鶴市町２０２９-２３  TEL ０８７-８８７-８１７２ 
営業時間 （火）～（日）11:00～14:30、1８:00～2３:０0 定休日 月曜 

〈お問い合わせ〉 
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 １２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。 

１２月のにこにこ広場は１２月１０日（水）１０：００～１１：３０です。 

１０時から３歳児が生活発表会でした活動を見ていただきます。 

どうぞ、気軽に参加してください。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  
１１月２９日（土）１０：００～１２：００に弦打コミュニティ 
センター図書室にて、完成した作品をお渡しします。 

◆ふれあい交流事業の陶芸体験参加者へ                
（民生児童委員協議会） 

にこにこ広場に遊びにおいで 

◆本津川・香東川一斉清掃 
河川沿いに散乱するごみや空き缶等を回収する地区内一斉清
掃を行います。 
日時 １２月７日（日）８：００～正午 
   （※小雨決行） 
主催 弦打地区衛生組合協議会 
 
 

◇休館日のお知らせ◇ 
 平成２６年１２月２９日（月）～平成２７年１月３日（土） 
まで休館いたします。 

 休館日の間,駐車場にチェーンをしますので, 駐車は 

ご遠慮ください。 

 


