
 １月１８日（日）１４：００～１５：００、弦打コミュニティセンター
２階大会議室にて、デリバリーアーツ、 

弦打女性教室、コミセン講座共催の「瀬 

戸フィル音楽会 弦楽四重奏」が開催さ 

れました。１００人を超える参加者は、ゆ 

ったりとした弦楽器の音色に耳を傾けて 

いました。 
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※祝日は休館 

日時 ３月１日（日）９：００～ 
場所  弦打小学校体育館 

日時 ３月２９日（日）９：００～ 
場所 弦打小学校体育館・運動場 
    ウォーキング大会では、ゆめづくり推進事業が作成し 
    た「弦打再発見ノート」の中から、「旧丸亀街道と史跡 
    の道めぐり」のコースを歩きます。 
    ※詳しくは広報たかまつ3/15号と一緒に配布する『弦 
    打再発見ノート』をご覧ください。      
申込 3/26日(木)１７：００までにコミュニティセンターへ。 
    ※２９日の全種目の開会式を弦打小学校体育館で実施。     
     大会終了後はうどんの接待があります。 
主催 弦打体育協会 

第20回弦打校区自治会対抗 男子・女子別 

第５回   
第１２回  
第１７回 弦打校区自治会対抗 

 

♪弦打の昆虫を知ろう！ 

日時 ３月２２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 
               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100円程度（保険料として） 
申込 ３/１８（水）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。 
長袖、長ズボン、歩きやすい靴で来てください。 
※雨天の場合は、９：３０より弦打コミュニティセンターで昆虫
について学びます。お時間までにお越しください。 

（コミセン講座） 

近くの野山を散策して、春に生息する昆虫や 
植物を観察します。 

弦打校区コミュニティ協議会よりお知らせ   

平成２６年度弦打地区ゆめづくり推進事業 

成果発表会開催について 

日時 ３月８日（日）９：００～１２：００ 

場所 弦打コミュニティセンター ２階大会議室他 

内容 １ ゆめづくり推進事業の概要説明 

    ２ 案内看板の設置等 

    ３ 弦打再発見ウォーキング 

対象 どなたでも 

※弦打再発見ウォーキングについては、「弦打再発見ノート」
の活用により実施し、所要時間は１時間程度です。 

参加される方は、ウォーキングができる服装でおいでください。
あめ湯の接待もあります。 
なお、雨天の場合は、ウォーキングは中止といたします。 

〈平成２７年度〉 

同好会代表者連絡会・登録説明会のお知らせ 

 平成２７年度の同好会活動に関する説明会です。活動を
継続する同好会ならびに平成２７年４月１日以降に新規で同
好会として活動をお考えの方は、ご出席ください。 

 なお、既存の同好会には、電話連絡網にてご案内済です。 

日時 ３月１０日（火）１０：００～ 

場所 弦打コミュニティセンター ２階小会議室 

新規登録をご希望の方は、事前にコミュニティセンター（８８
２－０２８５）までお問合せ下さい。 

 ２月１５日（日）、香西コミュニティセンターにおいて、囲碁将

棋大会が開催されました。弦打地区の入賞者は次の通りです。

おめでとうございます。 

 友澤 久治さん（将棋Aクラス優勝） 
  神高 幸弘さん（将棋Aクラス準優勝） 
なお，平成２７年度は国分寺北部コミュニティセンターで開催

の予定です。 

第59回西部地区 

囲碁将棋大会が開催されました   

♪瀬戸フィル音楽会が開催されました 

 
「つるピー」 

平成２６年度 

■弦打校区自主防災訓練が実施されました 
 ２月８日（日）９：００～１２：００、弦打小学校・弦打コミュニティ
センターにて、平成２６年度弦打校区自主防災訓練が４７１人
の参加で実施されました。詳細はホームページでも掲載してい
ます。 

http://www.tsuruuchi.net/
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日 月 火 水 木 金 土 

1 
◆体協行事 
インディアカ大会 

2 3 
◆障がい者の会 

4 5 6 7 

8 
■ゆめづくり推進
事業成果発表会 

9 10 
◆同好会代表者
連絡会 

11 
■コミュニティセ
ンター管理運営
委員会 

12 
☆弦打幼稚園
修了証書授与
式 

13 
☆勝賀中学校
卒業証書授与
式 

14 

15 16 
■防災部会 
■生涯学習 
スポーツ部会 

17 
☆弦打小学校 
卒業証書授与式 
■保健福祉部会 
☆図書入替 

18 
 

19 20 
☆弦打保育所
就学する子ど
もを送る会 
■◆校区内夜
間巡視 

21 
休館日 
（春分の日） 

22 
♪昆虫講座 

23 24 
■総務広報部会 

25 
◆からだにやさ
しい料理教室 

26 
乳児相談 
（勝賀） 

27 
 

28 

29◆体協行事 
・グラウンドゴルフ 
・ウォーキング 
・レクレーションバ
レーボール 

30 31  
 

予定は2月20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 

にこにこ広場に遊びにおいで  

 ３月のにこにこ広場は、３月１６日（月）１０：００～１１：３０です。 

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  電話 （８８１－３５６３） 

本年より、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。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 

 

〈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 ３月２６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。 

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。 （平日９：００～１７：００）毎月１５日 
が最終締切です。 
 （４月１日号掲載希望は３月１６日まで）      

 障がい者の会つるうちでは、障がいのある人と、支援していただ

くボランティアの人との更なる理解と交流を目的に今年も研修旅行

を企画しました。多数の方の参加をお待ちしています。 

日時  ４月１８日（土）９：００～１６：００ 

行先  淡路ファームパーク 

費用   一人５００円を当日集金します。 

申込  ３/２７（金）までに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。 

◆障がい者の会つるうちより 

一日バス研修旅行のご案内 
日時 ３月２５日（水）９：３０～１２：００ 

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 ３/２１（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 

◆からだにやさしい料理教室 
〈保健委員会〉 
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