
♪男性料理教室  

  日時  ６月１８日（土）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  料理初心者の男性  
  費用  食材費５００円（当日集金） 
  申込  ６/１３（月）まで（土日を除く９：００～１７：００） 
      に直接弦打コミュニティセンターへ直接、又は 
      電話（８８２－０２８５）でお申込みください。     
  定員   １５人 
  備考  エプロン、ハンドタオル、三角巾等を持参 

 日時 【第１回】６月１１日（土）８：３０～（雨天決行） 
 内容 さつまいもの植え付け 
 場所 飯田町青木地区内 
      ※当日はコミュニティセンター玄関前に集合して 
       現地に向かいます。   
 講師  冨本 二郎さん 
 対象  小学生とその保護者 
 申込  ６/７（火）まで（土日を除く９：００～１７：００）に 
      弦打コミュニティセンターへ直接、又は電話 
     （８８２-０２８５）でお申込みください。  
 費用  無料   
 定員  先着親子１０組程度  
 備考   当日は動きやすい服装で参加してください。また、 
     水筒・軍手を持参してください。 
     ２回通しての参加をお願いします。 
     （２回目の活動は、参加者にのみ周知します。） 
 
   

♪さつまいもを育てる体験  
〈コミセン講座〉 

  さつまいもの植え付けから収穫、調理して食べるまでの
一連の流れを親子で体験します。（通年／年間２回の予定） 
  第１回は植え付けを行います。     

〈コミセン講座〉 

   ～フライパンひとつでできる、おもてなし料理～ 

対象       昭和４１年８月３１日以前に婚姻の届け出をし、 
       市内に１年以上継続して居住しているご夫婦。      
申込期限  ６月３０日（木） 
問合せ   高松市老人クラブ連合会事務局  
               （８６２－０６５３）へ。 

 日時   ６月４日（土）１７：３０～１９：３０ 

      （１７：００開場） 
        ※雨天の場合は翌日に順延 

  場所   高松市水道資料館中庭 
      （鶴市町１３６０番地） 
  主催   高松市上下水道局 
  問合せ 高松市上下水道局企業総務課 

        （℡８３９－２７１１） 
 

日時  ６月２２日（水） １０：００～１２：００ 

         （受付開始９：３０～）        

場所  弦打コミュニティセンター２階大会議室 

講師  保健委員会（元気をひろげる人） 

対象  どなたでも 

内容    「体組成計」による計測、「骨密度・血管年齢」 

     測定（予約している方）、のびのび元気体操 

    準備物  お茶、上靴、タオルを持参のうえ、 

           運動しやすい服装でお越しください。                         

  ◆健康チャレンジ２０１６ 
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☆にこにこ広場に遊びにおいで 

  入園前のお子様と保護者の皆様が一緒に遊んだり、新しい 

お友達と出会ったりできる場として、幼稚園を開放します。都合が 

合う時には、園児と触れ合って遊ぶ機会もあります。一緒に遊ん 

だり話したり、交流を深め、親子でにこにこ♪それぞれの世界を 

広げ豊かにしていきませんか？ 

☆６月のにこにこ広場は６月８日（水）１０：００～１１：３０です。  

     ５歳児も一緒に戸外で遊びます。汚れてもいい服装で来て 

  くださいね。汚れた時の着替えや水筒もご準備くださると 

  いいと思います。なお、雨の日には遊戯室で遊びます。 

   ７月１３日（水）、８月３０日（火）、９月１４日（水）、 

    １０月１日（土）、１１月１６日（水）、２月１５日（水）、 
    ３月１６日（木）も予定しています。 
                
連絡先  高松市立弦打幼稚園 TEL ８８１－３５６３ 

 

 ～簡単朝食編～パパっとできる簡単野菜料理 

日時 ６月１５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 ６/１１（土）までに食生活改善推進員 
    天弘（あまひろ）さんへ直接電話で 
    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 

◆野菜たっぷり生活講座 
〈保健委員会〉 

《メニュー》 
・パエリア ・豆スープ 

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土 

 
 

1 
♪幼児体操教室 

2 
 
 

3 
♪動物愛護講話 

4   ♪ふるさと学習 
探検隊 
♪子どもフラダンス 
☆夕ぐれコンサート 
（水道資料館） 
◆子ども会育成会
普通救命講習会 

5 6 
◆連合自治会 
役員会 

 

7 
◆障がい者の会 
■総務広報部会 
♪ベビーマッサージ 

8 
♪幼児体操教室 
◆社会福祉 
協議会理事会 
☆にこにこ広場 
（弦打幼稚園） 

9 10 
♪元気いきいき 
 

11  ♪家庭教育 

学級（小学校） 
♪さつまいもを 
育てる体験 
♪子ども将棋教室 
♪子どもフラダンス 

12 13 
■防災訓練 

本部会 

14 
■コミュニティ協
議会役員会 
♪親子チャレンジ 

15 
♪幼児体操教室 
◆野菜たっぷり 
生活講座 

16 17 
 
 

18 
♪男性料理教室 
♪子どもフラダンス 
■◆校区内夜間 
巡視（19：30～） 

19 
 

20 
■コミュニティ 
協議会総会 
 
 
 

21 
■保健福祉部会 
 

22  ■防災訓練
全体会 

◆健康チャレンジ 
２０１６ 
☆保健センター 
健康チェック 

23 
☆乳児相談 
（ふれあい勝賀） 
◆同好会代表者
連絡会・避難訓
練 

24 
◆青少年健全 
育成連絡協議会
総会 

25  ♪子ども将棋 
教室 
◆民生児童委員 
定例会 
◆学校開放運営 
委員会 

26 
♪家庭 

教育学級
（小学校） 

27 
■生涯学習 
スポーツ部会 

28 
♪親子チャレンジ 
■青少年育成部
会 

29 
♪幼児体操教室 
◆社会福祉 
協議会総会 

30 
 

予定は5月23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。 

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告 

昨年より相続税が大幅に増税となっております。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。事前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 

 

☆乳児相談 

身体計測、育児相談等 

日時 ６月２３日(木) １３：００～１４：００   

場所 ＪＡ高松市西部コミュニティセンター２階 

    （ＪＡ高松市西部鬼無支店南側） 

☆子育てセミナー 

第２回 こどもに多い耳の病気と聞こえ 

日時 ６月８日(水) １０：００～１１：００ 

講師 宮武耳鼻咽喉科クリニック 

    宮武 宏先生   

場所 ＪＡ高松市西部コミュニティセンター 

    ２階 

要予約 

☆健康チェックデー 

骨密度測定・血管年齢測定等 

日時 ６月２２日(水)  

    １０：００～１１：３０   

場所 弦打コミュニティセンター 

☆いきいき☆健康寿命
アップ教室（３回コース） 

〈お問い合わせは〉  勝賀保健ステーション電話（８８２－７９７１）へ。 

平成２８年度弦打地区大運動会の結果 

優勝     サントノーレ高松西壱番館自治会 

準優勝   本村自治会 

第三位    中津自治会、小坂自治会 

★自治会対抗総合順位 

 運動会にご協力いただきましたすべての皆さまに感謝 
 申しあげます。ありがとうございました。 【弦打体育協会】 

 

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。 
 

〇第１回  

ロコモティブシンドロームについて 

日時 ６月１６日(木)  

    １０：００～１１：００ 

講師 キナシ大林病院 

    真鍋 健史先生   

場所 鬼無コミュニティセンター２階 

〇第２回  

ロコモ体操 

日時 ６月２４日(金) １０：００～１１：３０ 

講師 健康運動指導士 河村 要先生   

場所 鬼無コミュニティセンター２階 

備考 上靴、お茶等をご持参のうえ、動きやすい服装でお越しください。 

     

希望者は体組成 
測定を行います。 

♪コミセン講座でも普通救命講習を
行います。 
日時 ７月２７日(水) ９：００～１２：００   

☆詳細は 

次月号にて 

25日 ☆弦打幼稚園 

ＰＴＡバザール 

要予約 


